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Hot News!! 

山麓のワイナリーJOLO Winery and Vineyard 
 

トライアングル地域に春 が訪れ、あっという間に夏の気候になりました。コロ

ナ禍により、外出を控えていた方が大多数かと思いますが、少しずつ外食な

どお出かけする機会も増えてきました。レストランに出かけるとやはり気分が

いいものです。一方、まだまだインドアのレストランでの食事はちょっとという

方もいらっしゃると思います。そんな時には、アウトドアのワイナリーでのお

食事はいかがでしょうか。Winston Salemから北に車で35分、Pilot Mountainの麓、UN-52

を下り5分ほどの所に“JOLO Winery and Vineyard’s in House Restaurant”があります。

JOLOは、今年レストラン予約サイト『Open Table』でベストブランチレストランTop100に見

事選ばれました。山麓にあるということで、眺めの良いワイナリーのアウトドア席で飲むワ

インは最高です。７種類のワインを$ 20で試飲できるワインテイスティングなど、お誕生日

や結婚記念日など特別な日にもちょっとした週末のお出かけにもぴったりなワイナリーで

す。この季節、混み合うことが予想されます。是非事前予約されてお出かけください。

https://www.jolovineyards.com/our-wine/traditional-wine-tastings/ 

 

Roe v. Wade 
 

ニュースでこの文字を目にしない日がありません。1970年から始まり、1973年に判決が下

され、原告側ジェーン・ロー（ジェーン・ローは原告人の仮名）と被告地方判事のヘンリー・

ウェイドそれぞれの苗字からロー対ウェイド事件と呼ばれるようになりました。この人工妊

娠中絶を不当に規制する州法を違憲とする歴史的判決から50年あまりたった今年、連邦

最高裁判例を覆す内容の最高裁の判決草案が外部に流出しました。あくまで草案の段

階ですが、最高裁判官はこの文書について事実であることを認めています。この草案が

通ることになれば、中絶に関する判断は州ごとの議会で決定されることになります。実際

の評決は夏頃との見込みです。NFAEによるとノースカロライナでは、中絶については州

法で守られるものの、厳しい制約が追加されること（例：72時間のwaiting periodやある一

定の妊娠期間後の中絶禁止など）が見込まれています。更には近隣の州が中絶を禁止

するなどした場合、ノースカロライナに人工中絶ができる医療機関を求めて訪れる人も増

えるであろうことが予想されています。プロライフ、プロチョイスなど政治的思想とも関わる

ことの多い問題ですが、評決またその後の動きを理解することはとても重要です。 

 

ガソリン価格高騰 
 

ロシアによるウクライナ侵攻に対しての制裁措置と、それにともなうエネルギー価格の高

騰でインフレが続き、物価が高騰しています。特に気になるのがガソリン価格かもしれま

せん。AAAによると、5月上旬時点でのガソリン平均価格は$4.148/galon (レギュラー）で

月平均は$3.869/galon, 前年同時期が$2.731/galonだったので１galonあたり、＄１以上高

騰しています。近隣の州と比較するとサウスカロライナ州で$4.077/galon, $4.242/galonと

なっています。最もガソリンが高いカリフォルニアでは、$5.841/galonです。Gas Buddyとい

うアプリを使うと、近隣のガソリンスタンドの価格を簡単に調べることができます。アプリ利

用者参加型のアプリですので、ライブタイムでどんどん価格がアップデートされていきま

す。https://www.gasbuddy.com/ 
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    トライアングル日本クラブだより 

       

   ==コロナ禍がやっと終わりました== 

 
 ２年ほど前の2020年の3月、カフェブースの食品の手配やボランティアの手配などすべ

ての準備が整ったインターナショナル・フェスティバルの開催日の2日前に突然発表され

た開催中止が、それから２年以上も続いたコロナ禍の始まりでした。他の組織や団体も一

緒でしょうが、我々日本クラブも一切の対面イベント、「夏祭り」、「こどもの日」、「年の瀬も

ちつき」などをその後キャンセルし、ちょうど開店休業のような状態となりました。それでも

と、昨年2021年はZoomを使った「オンラインお花見会」や「日本クラブメンバーズ・デイ」な

どオンラインイベントを５回ほど開催しましたが、やはり本当の文化交流には体温が伝わ

る対面イベントが一番であると思っていました。 

 

  下火にはなったとはいえ、まだコロナ禍の制限事項が全くなくなったわけでもありませ

んが、日本クラブとしてはやっと対面イベントを２年半ぶりに立ち上げました。残念ながら

この記事を皆さんに読んでいただけるころには、もう終わってしまっていますが、その第１

弾が５月１５日の「こどもの日イベント」です。共催のNCSUジャパンセンターの庭で、翻る

鯉のぼりの下、子供もちつき大会やかぶとをかぶってチャンバラなど、元気に遊ぶ子供た

ちの姿が目にうかびます。コロナ禍中でくすぶっていた「太鼓クラブ」や「コーラスクラブ」な

ど当クラブ傘下の同好会クラブも全部が参加して来場者をお迎えする予定になっていま

す。現時点、事前登録者数もまだ締め切りの1週間前ですが、300名をこえています。 

 

  もう一つの対面イベントのお知

らせが「日本祭り」です。３年前の

2019年の夏まで当クラブとしては

年間最大イベントとして１４年間続

けられてきた「夏祭り」が、準備の

都合で今年は時期をずらして１０

月１日（土）に「秋祭り」として開催

することにしました。日本では実り

の秋を祝う「秋祭り」の方が主流で

すから、それも良しかなと思ってい

ま す。３ 年 前 の イ ベ ン ト は State 

Fair Groundで6,000人を超える来

場者がありました。まだ企画が始

まったばかりですが、今回は少し

規模をおとした祭典になるのでは

ないかと考えています。会場は初

めてラーレイ市内をはなれ、隣町APEX市のご協力を得て、ダウンタウンの真ん中にある

タウンホールの中庭になります。例年のプログラム通り、盆踊りや日本食カフェ、太鼓や

日本武道の実演、日本雑貨マーケットなどをそろえて来場者をお迎えする予定です。追っ

て近日中にイベントの詳細はお知らせいたしますが、乞うご期待です。 

                                      

/（日本クラブ代表：ロッキー岩島) 東京都出身、ラーレイ在住32年  
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自動車事故時どう対応すべきか準備はできていますか？ 
 

事故は巻き込まれたくなくても、突然起きてしまいます。もしもの事故時に困らない様、事

前にご準備され、手順をしっかり頭に入れておきましょう。 

 

～自動車事故時の対処法～ 

 

1:自動車事故が起きたら、まずは気を落ち着ける。 

 慌てて車から飛び出さず、周りに事故が発生したことを伝える為、ハザード・ランプを点 

 滅させ、二重事故を起こさないよう、車を道路脇に移動し、注意して行動をとるよう心が 

 けましょう。  

 

2:けが人がいる場合は、救急車を呼ぶ。� 911 

 

3:警察へ連絡し、事故証明をしてもらう。（当て逃げの場合も同様。）� 911 

 「相手からもらった名前と電話番号が偽りだった」「相手の過失事故だったのに、後日相 

 手側は過失を認めなかった」などといったケースはよくあります。そのような事態を避け 

 るためにも、事故が起きたら警察を呼び、事故証明をしてもらうことをお勧めします。相 

 手の過失事故で、もしも警察が来てくれない場合は、現場から相手の保険会社にレ 

 ポートを入れてもらい、正しい証言をしているか一緒に聞いておくと良いでしょう。 

 

4:相手側と必要な情報を交換する。安全を確保した上で、電話番号をもらい、相手の免 

 許証、Insurance ID card、相手の車、損害、ライセンスプレートの写真を携帯で撮って 

 おくと便利です。 

 （警察が到着するまでの間時間がありますので、ドライバーおよび同乗者の名前・住 

 所・電話番号、ドライバーの保険会社の名前・電話番号・証券番号、相手の車のプレー 

 トナンバー・車の種類・年式・色などを、相手側と交換します。）尚、相手と話をする時 

 は、発言にお気を付けください。明らかにご自身の過失事故でない場合は、簡単に責 

 任を認めたり、謝ったりしてはいけません。また、曖昧な発言はせず、はっきりとご自身 

 の意見を伝えましょう。 

 

5:いつ、どこで、どのような事故が起きたのか、事故状況の記録を取る。 

 天候は必須ではないのですが、安全が確保できる状況であれば、事故現場の写真を 

 撮る。 

  

6:目撃者がいる場合は名前と電話番号を聞いておく。 

 

7：保険会社やエージェントに事故報告をする。 

 (24時間対応してますクレーム課の電話番号は保険のIDカードに記載されてあります。) 
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～事故後の保険会社とのやり取りにおいての注意点～ 

 

1. 事故処理担当者と話しをする。（証言は録音されます。） 

   a.日本語の通訳が必要な場合は保険会社に依頼することをお勧めします。（その 

    際、日本語の通訳が日本語を第二外国語とする方でしたり、方言がきつく理解で 

    きないなど問題がありましたら、はっきりと“I don’t understand your Japanese.  

    Could you please switch to another Japanese Interpreter?”と伝えてください。事 

    故の過失判断がかかっていますので、ここでの遠慮は禁物です。） 

   ｂ.事故の詳細を聞かれますが、日本人独特な謙虚な言い回しは避けるようにしてく 

    ださい。  ～だったと思います。というような表現をされますと、はっきり覚えてい 

    ないと判断され、相手の言い分を重視される事もあります。  

   ｃ.説明しにくい事故の詳細は絵や図にして事故処理担当者にお渡しください。 

   d. ご自身の過失ではないと思われる事故については、はっきりとこちら側が悪いと 

    思わない理由をしっかり伝え説明してください。 

   e.事故をレポートしてから事故処理担当者と話をしていただくまでに数日時間があり 

    ますが、その間に忘れない様、事故で起きた詳細、伝えたいこと、質問事項を箇 

    条書きにしてまとめておかれるとよいでしょう。 

 

事情聴取が終わり、事故処理担当者が事故に巻き込まれた方皆さんと話しが終わり次

第、過失が誰にあったのかを判断し、お車の修理へと進みます。 

 

ご自身又は一緒に乗っておられる方にお怪我がある場合 は、同乗者傷害保険

（Personal Injury ProtectionもしくはMedical Payments）の保障があれば、対象となりま

す。病院に行かれる際には自動車事故が原因であることを伝え、病院側に保険会社のク

レームナンバーをお渡しください。そうすることにより、病院から直接保険会社に請求書

を送付してくれます。怪我の治療が長引く場合は早めに弁護士に相談されると良いでしょ

う。 

 

＊病院に行かれます際の注意点として、ご自身の医師と予約を取ったり、最寄りの

Urgent CareやWalk-in Clinicに行ったり、頭をうったり、怪我や痛みがひどい場合はERへ

行くという選択があります。怪我の状況にもよりますが、軽傷でEmergency Roomに行か

れますと重病患者優先になりますので、最寄りのクリニックでご予約を取られていく方が

待ち時間が少ない場合も多いです。症状に合わせて選択しましょう。 

 

今回は自動車事故時の対処法についてお話させていただきました。皆様のアメリカ生活

で、もしも事故が起きた際には、是非この情報を参考にしていただければ幸いです。ま

た、自動車保険にはもうひとつ重要な確認事項があります。事故が起きなければそれが

一番なのですが、事故が起きてから補償が足りるのか不安で悩むのではなく、事故が起

きる前にしっかり安心できる補償の準備が必要です。保険は目に見える商品ではないの

で、保険料を支払っているから安心！と見逃されがちですが、今一度補償内容について

見直す時間をとってみるのも大切です。 

         /MHH Insurance 平野ホルコム雅子 兵庫県出身 ワシントン州在住 
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生まれ育った日本を離れて生活する私たちにとって、様々な言

葉に囲まれる毎日は当たり前になっています。ここNCで子育て

をするご家庭においては、英語と日本語を含む２つ以上の言葉

で、子供達が問題なく生活し、学習できる力の習得を目指して

奮闘しているのではないでしょうか。 

 

まだ国を越えた移動が今ほど当たり前でなかった頃に言われ

ていたバイリンガル教育は、生まれた時から自然に習得した母

語に加えて、後に学習によって身に着けた言葉力をいかに母

語に近い所まで持っていくかというのが目指す所だったように思います。 

 

ところが、最近では、親の移動がきっかけとなり自分の意志以外の理由で、「幼少期より

複数言語環境で育つ経験と記憶」を持つ「移動する子どもたち」が増えています（早稲田

大学大学院日本語教育研究科・川上郁雄教授）。ご両親の母語が異なれば家庭内で言

語間を行き来する生活が日常でしょうし、学校教育が始まれば、家では日本語、学校や

友達とは現地語という言語間移動を経験します。平日は現地校、週末は補習校と言った

異なる言語教育カテゴリーの移動も起こり、別の言語が話される地域へ再び移ることに

なれば、新たな言語と言語教育カテゴリーの中での生活が始まります。このように「移動

する子どもたち」の持つ言語経験は大変豊かで複雑です。 

 

また、忘れてはならないのは、SNSなど空間的時間的距離を感じさせないコミュニケー

ションツールの存在です。私たちは、いつでもどこにいる人とも容易に繋がれるようになり

ました。以前は一時帰国の度にスーツケースいっぱいに運んでいた日本の書籍やテレビ

番組が今ではネットワークさえ繋がっていれば瞬時に手に入ります。一個人が空間移動

をしなくても、様々な相手（人間に限らずメディアも含めて）と様々な言語で言語活動が行

えるようになっています。 

 

先述のバイリンガルの形が主流だった頃には、教室では学習言語のみで話すこと、全て

の情報は学習言語で書かれたものより得ることと言うルールの中で言語を身に着けたよ

うに思います。なぜなら、学習者にとって、「標準語を話す母語話者の言語こそが理想」

「1つの言語が話される環境での学習が理想の学習環境」と考えられていたからです。と

ころが、個人の中にある言語間の境界が曖昧になっている現在、「英語と日本語とスペイ

ン語」のように個々の言語グループを別々に捉えるのではなく、「私の中には英語も日本

語もスペイン語もある」という捉え方をする方が自然です。単言語話者にとっては、いろい

ろな言葉がミックスしているように聞こえる言語の在り方は、今では、その人の中にある

言語的レパートリーとしてお互いに補い合って働くものとプラスに認知されるようになって

います。 

 

私たちの周りにいる多言語に囲まれて育つ子供達にとっても、日本語はその子供が持つ

たくさんの言語の中のレパートリーの一つであり、今後も持ち続けていけるようサポート

することが、これからの時代の言葉の育て方になっていくようです。 

                       / 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？ 
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            たけのこ日本語教室のご案内  
 

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教

室を設立しました。アメリカにいる子供たちで、日本に興味があ

る子たちを対象にしています。楽しく日本文化に触れながら、少しでも日本語が

話せるようになることを願っています。 

私たちは、日本語としての言語だけではなく、それぞれの言語発達に合わせ

て、生徒に何が必要か探りつつ、机の上の学習だけではなく、個人のユニーク

な能力、感覚や想像力を通し、さらにそれらを長所として生かせるように子供達

の成長の手助けになれることを目指しています。そのため、教師と子供たちとの

授業における相互作用、及び教師同士の意見交換などを通して子供たちを見

守りたいと思っています。 

 

対象児童：日本語を学びたい児童（４歳から１８歳）。ご家庭で日本語を話してい

るか否かは問いません。英語での対応もしています。 

 

日時：土曜日午前９時３０分から１２時まで 

 

教室所在：DurhamのSouth Pointモールより１０分 

 

春学期：１月から６月上旬 夏学期：不定期 秋学期：８月下旬から１２月中旬 

 

授業内容：日本語での日常会話、読み書きができることを目標にしていますが、

日本の文化や、季節行事なども取り入れています。またクラフトなどは子供達が

楽しみながら日本語を学べるように、日本語の指示で行なっています。その他、

日本語でゲームや、劇を作ったり、演じたり、日本の歌を一緒に歌ったりして、

毎回の授業が楽しく色々学べます。なるべく子供同士も日本語で会話ができる

ような環境を作っています。 

 

授業見学：いつでも授業見学を受け付けています。無料体験も随時行っていま

す。学期の途中からでも参加を受け付けます。ご両親の方とのコミュニケーショ

ンも大切にしているので、年に２回ご両親との面談を行い、お子さんの日本語の

発達状況、ご家庭でのご質問等にも日本語と英語で対応しています。 

 

教師陣：語学/児童教育の経験豊富な講師陣が授業をサポートしています。 

 

お問い合わせはTakenoko.nc@gmail.comまで、Eメールをお送りください。 

詳しい教室の様子は、https://takenokonc.org/ をご覧ください。 
 

about:blank
about:blank
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       「日本での老後を考える」 
  

人生100年時代に向け、2022年4月日本の年金が改正されました  
 

米国在住者の中にも「既に日本の年金を受給してい

る」または「今後受給する予定がある」という人がいると

思いますが、この4月から日本の年金制度の一部が改

正されました。今回はその主な変更点を紹介します。 

 

１．主な変更点 

改正自体は2020年5月に行われたもので、実際の施行（運用）が4月に開始されます。

変更点は以下になります。 

1) 受給開始時期における選択肢の拡大（年金の繰上げ・繰下げ） 

原則65歳受給開始の年金については、本人の希望により60才〜70才の範囲で繰上 

げ・繰下げ請求が可能でした。今回繰下げ請求について70歳から75歳まで選択の範 

囲が拡大されます。また繰上げ時の減額率が下げられ選択しやすくなります。 

 2) 被用者保険における適用範囲の拡大 

日本の年金は厚生年金と国民（基礎）年金の2種類がありますが、この変更は厚生年 

金に関するものです。厚生年金は通常フルタイムで働く正社員（正職員）の会社員や 

公務員が加入するもので、正社員以外の人（非正規社員、パートなど）は一部の人の 

み加入が認められていました。今回その範囲が拡大され、より多くの正社員以外の人 

も加入できるようになります。 

 3) 在職中における年金受給の仕組みの見直し 

年金受給者が老後も働いて一定水準の就労所得があると、年金の全部または一部 

が停止されます。そのため年金受給者の中には、働けるのに年金受給額の停止（減 

額）を嫌って働かない人がいます。今回はその一定水準の額が増額されたので、ある 

程度就労所得がある人でも年金が停止、減額されなくなります。 

 4) 確定拠出年金における加入可能要件の見直し 

米国の401(K)制度と同様のものとして日本にも「企業型」「個人型（通称iDeCo）」の2種 

類の確定拠出年金制度があります。今回は加入年齢の上限がそれぞれ70歳、65歳と 

5年拡大され、より多くの人が加入できるようになります。個人型であれば米国居住者 

（ただし日本国籍の人のみ）でも加入可能です。 

 

２．年金の繰上げ、繰下げの改正について 

 

上記の改正点のうち、米国在住者でも直接のかかわりが高そうな「1) 受給開始時期

における選択肢の拡大」についてもう少し詳しく説明します。 

 

公的年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、現行制度では希望すれば60歳〜70歳

の間で受給開始時期を自由に決めることができます。但しその場合、年金受給額が一

定の割合で増減します。今回の改正点を現行と比較する形で記載します。（下線部が変
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更点となります） 

 

【現行】 

A）繰上げ受給 

65歳より早く受給開始した場合 → 年金額は減額 

（1月あたり▲0.5％、最大▲30％） 

B）繰下げ受給 

65歳より後に受給開始した場合 → 年金額は増 

額（1月あたり＋0.7％、最大は70歳時＋42％） 

 

【改正後】 

A）繰上げ受給 

65歳より早く受給開始した場合 → 年金額は減額（1月あたり▲0.4％、最大▲24％） 

B）繰下げ受給 

65歳より後に受給開始した場合 → 年金額は増額（1月あたり＋0.7％、最大は75歳 

時＋84％） 

 

このように①繰上げについては減額率が若干下げられることで生涯年金受給額を増

やす、②繰下げについては老後も働いて収入を得ることを想定した年金受給の先送りを

促す、というものであり国として人生100年時代に備えた制度設計であることが伺えます。 

 

３．繰上げ・繰下げ受給時の注意点 

  *繰上げ受給、繰下げ受給とも、一度請求手続きを行うと増減された年金を生涯受給

することになり変更することはできません。特に繰上げ受給については、長生きす

ると繰上げしなかった場合と比べ生涯の累計受給額が少なくなるので、十分な検討

が必要です。 

  *繰下げ受給については、受給額が増える半面、繰下げ時の受給開始年齢までの収

入確保が必要です。この期間に収入がなく預貯金を大きく取り崩すようであれば繰

下げ受給する意味がありません。 

  *66歳〜75歳で年金請求する場合、繰下げをしない選択もあります。たとえば70歳時

に請求する場合、繰下げをせず、本来の65歳からの受給を選択すれば、過ぎた65

歳〜70歳までの分は過去訴求分として一括支給され、70歳からは増額されていな

い本来の年金額が支給されます。ただし過去訴求できるのは5年までとなります。 

 

いかがでしょうか？人生100年時代、自分のライフスタイルに合った効果的な受給方法を

考えてみて下さい。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

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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     難しい大学選び 
 

 子供の大学選びは、日本でもどの国でも難しいとは思いますが、とりわけアメリカの大

学選びは、一段と難しいような気がします。小学校から高校まで、私立の学校を選ばない

限り、アメリカでは、住んでいる住所から自然に行く学校が割り当てられているので、学校

を選ぶ選択肢はありません。しかし大学は全米中から選んで、受験することができます。

ではどのような難しさがあるのでしょうか？ 

 大学を選んで、受験する時大学のランクが気になるところです。ランクは、全米でのラン

クや、公立大学内のランク、学部ごとのランクなどですが、ランクを発表する調査団体など

によっても順位が異なり、惑わされるところです。また大学を受験する時には、自分の専

攻を決める必要がない大学がほとんどです。しかし、大学在学中に専攻を決める時、大

学によっては、大学内で面接や、テストや成績などで専攻できるかどうか決まる場合があ

ります。この様な場合、ランクが高い大学を受験をして、その大学に決めたとしても、自分

の好きな勉強を専攻できるかどうかわからないのは少し不安です。 

 大学を受験する時には、SATやACTのスコアや学校の成績を提出しますが、大学はそ

れ以外に、応募理由の作文や、勉強以外にどんなことをしてきたかなども考慮に入れて

合否の判断をします。たとえSATが満点だからと言っても、トップランクの大学に合格でき

るとは限りません。その様な理由からやはり、親は不安になり、子供に何校も受験させる

のだと思います。高校生1人が提出する大学の願書の平均は、約５校から６校だそうで

す。中には２０校も願書を出する高校生もいるそうです。 

 大学の合否がわかるのが、早い大学では２月初めからで、遅い大学は、４月初めです。

５月初めには、行く学校を決定して手続きをしなくてはいけません。合否がわかってから

大学訪問をするのではなく、受験前から大学を訪問することをお勧めします。どこかに旅

行に行った時についでに、その近くにある大学を見学するのもいいかと思います。 

 大学を決める時に最後に問題になるのが、親が行かせたい大学と、子供が行きたい大

学が食い違うことです。大学に行くのは親ではなく子供なので、子供のしたいようにさせる

のが良いかと思いますが、親は子供が何歳なっても心配は尽きません。 

 

       /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  

 

Yoko Amano 
Realtor/Broker-in-Charge 

1340 Environ Way 

Chapel Hill、 NC 27517 

Phone: (919)215-4665 

yoko.amano@realtytriangle.com 
 

不動産関係、Relocationのプロ 

フェッショナル。30年以上の経 

験と知識を生かしたアドバイス 

でアメリカ生活安心スタート！ 

 

お問い合わせは 

日本語でどうぞ 
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  NC 日本センター主催 「あなたの知らない優れた微生物」 

  オンライン無料セミナーのご案内 202２年６月23日（木）１４：００ ～ １５:３０ 
 

あなたの食べているものは本当に安全ですか？環境保護や持続

可能な農業への急速な対応が求められる近年、日本を含めグ

ローバル社会では農薬に対する安全性の強化が行政を通じて積

極的に推し進められています。我々の知らない微生物の役割を腸

内細菌の基礎知識と合わせて、K-I Chemical USAにてご活躍中

の清水鈴菜先生をゲストスピーカーとしてお招きし、一般の方にも

わかりやすくご説明していただきます。 

 

   ・NC State UniversityのZoomにて行います。 

・参加申込み事項 (①お名前 ②email ③電話番号 ④ご職業 ⑤ご質問等)  をご記

入の上、NC日本センタープログラムコーディネーター長曽我部までご連絡下さ

い。・Email：reiko.chosokabe@ncsu.edu  

 

about:blank
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日本の大学に通う自分、電車の中で結婚相談所の

中刷りを眺めていた。「こういう結婚もあるんだね。」

と当時の自分には興味がない。日本の大学を退学

し１９９９年にメイン州立大学に入学した。初学期は

大学付属の語学学校に通い、外国人と共に英語を

学習した。その生徒の中に日本人の女性がおり、こ

う言ったのを覚えている。「私は、来週からドイツに

移って結婚するの。旦那になる人、また一緒に住む

ことになる彼の両親とも初対面になるの。」彼女の

ストーリーには仰天した。  

  

２００８年に仕事で渡英した自分は、毎月田舎のダービーから３時間かけ、お付き合いの

機会を求め、ロンドンの日本人が集まる会に出席した。そこでは出会いに恵まれないと察

知すると、オンラインマッチングサイトに登録した。会員登録を済ませ検索を始めると、

ウェブサイトには地元のダービーの女性達が一斉に表示された。「あれ！この人仕事で

一緒に働いている人じゃない？こんなのあり？カタログみたい。道徳に反してバチ当たら

ない？」ページをスクロールすると次から次へ顔写真とプロフィールが載っている。「これ

はロンドンに毎月通うよりも効率がいい！」と気持ちが高まる。しかし実際には殆どデート

まで行きつかず、会うことさえもできない。毎日のように相手側からリジェクトを食らうのは

有意義ではない。「まだ話してもないのに！」検索の範囲をイギリス全土に広げる。「こん

なに世の中に人がいるんだから、俺も結婚できるだろう。いくぜ～！」と望みを保つが、

誘っても毎回断られる。「チーン。」神経が磨り減る。  

  

その後、日本の婚活サービスに入会を決心する。「誰か日本からイギリスに来たい人は

いるかな～？」と希望が再び膨らむ。そして半年に一度位日本に帰国し、複数人と会った

が、海外生活というのがネックになり、全部ダメ。入会一年が過ぎると婚活疲れで気分最

悪。婚活サービスは相性の合う人とマッチングをしてくれるが、入会費と月会費もかさみ

気持ちはマイッチング。ここで一句。「オレ独身、婚活ライフ、金カツカツ！」婚活に休みは

ない。婚活するのも地獄、しないのも地獄。  

  

婚活サービスに入会して2年が過ぎた、再び日本に帰省する。冴えない顔で「婚活サービ

スから紹介された人と会うんだ。」と両親に話す。すると父親が、会社の同僚にその話を

伝え、どこかでそれが「結婚が決まった。」と話になり、父親は同僚から金粉の入った一

升瓶の酒を持ち帰ってきた。後日紹介された女性に会う。彼女は僕にこう伝えた。「オハ

イオに高校留学して、大学卒業後はテネシーでも働いていました。人生どうにでもなるん

だなと経験しました。」それを聞いた僕は「同感です。僕もアメリカが好きです。結婚しま

しょう。」と伝える。数日後、自分はイギリスへ帰り、５週間後に再び日本へ帰国。そしてそ

の女性と入籍をした。そして数か月後、イギリスで妻と新婚生活を始めた。あとから聞い

た話だが、妻が友人達に僕のことを相談すると「バカじゃないの？絶対におかしいよその

人。止めた方がいい！」と必死に説得されたらしい。  

 

                            都澤 臣和 ：神奈川出身、Indianapolis在住                                     

イギリスからアメリカへ 
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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❢❢ 
                

                  無い物はございません… 

「ないものはございません。」という一言

は、古典落語の「道具屋」に出てくる言

葉です。ある侍が道具屋さんをはしごし

て冷やかします。「道具屋、何でもある

か？」と聞きますと、道具屋さんは「ない

物はございません。」と答えます。そこ

で、侍は無理難題を持ち掛けます。到底そんじょそこいらにはない物を出せと言います。

そこで道具屋さんは「ですから、無い物はございませんと申しました。」つまり、持っていな

いものは出せないという風に意味を変えるという頓智を聞かせた洒落であります。しかし

ハワイにおいては、洒落ではすみません。ことオアフ以外の島々となりますと、お店の数

や種類も限られています。一度商品棚が空になると、今度はいつ入荷するかという保証

は何もありません。先日も友人がマットレスを買い替えるので、トラックを出してくれと頼ま

れました。購入先の店のすぐ近くがごみ処理場なので、古いマットレスはさっさと捨ててし

まい、その帰り道に店に寄って新しいものを載せて帰ろうということになりましたが、新し

いもののサイズを間違えてしまい取り換えに行くと、その店には在庫がないと言われ、仕

方なく専門店へ行くことになりました。その専門店ではメモリーフォームという非常に高価

なマットレスしか扱っていなくて、なんと最初の店で売っていたものの７倍の値段でした。

町中のマットレス業者（といってもマウイの商業の中心はカフルイ空港の周辺の数件だけ

です。）をあたってもそのサイズの在庫はなく、友人はごみ処理場に捨ててしまった古い

マットレスを拾いに戻るすべもなく（多分頼まれても嫌ですが...）泣く泣く高価なマットレス

を購入するしかほかに手立てがありませんでした。えらく不運な話に聞こえますが、ここマ

ウイ島では日常茶飯事に起きうることです。日常生活に欠かせない物でも、時折同様の

ことが起きます。ハワイでは比較的に早めにハリケーンの注意報や警報が発令されます

が、発令や否や人々はスーパーに殺到し、パン、コメ、水、牛乳、卵が店から姿を消しま

す。普段から備蓄しておくということを習慣化しておかないと、警報一回で下手をすると一

週間以上必要な物が手に入らなくなることもあります。車のディーラーにも車が並んでい

ない状態です。ウェブサイトを見ると、在庫があるように表示されていますが、小さな字で

In Transitつまり「輸送中」と書いてあるので、いつ島に到着するかと問い合わせると、「そ

の車はすでに売れてしまいました。」と言われるのです。これから夏休みが始まりますと、

日本からハワイへの観光も解禁になったこともあって、ハワイの各島々は大変な賑わい

になると思われますが、未だレンタカーの数は大幅に不足しているばかりでなく、在住の

私たちでさえ新車も中古車も見つけにくい状況の中、この夏ハワイにご旅行を考えている

方は、早目の対策をお勧めします。Turoというアプリで、地元の個人から車を借りる手が

あります。仲介会社が間に入って保険の対応などを面倒見てくれます。その傍ら、悪質な

個人的に保険無しで格安で貸している人々もいますが、それらの広告には気を付けま

しょう。トラブルが発生した時に厄介なことになることが懸念されます。とにかく、ハワイは

とても素敵なところでも、太平洋のど真ん中。「島にない物は、ございません。」なのです。 
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部 

1．Jurassic World Dominion (アドベンチャー） 6月10日公開 

イスラ・ヌブラル島が破壊されてから4年後、恐竜は人間と共存するようになった。このよ

うな関係は続くのだろうか？ どちらかが地球を支配するようになるのだろうか？ 

 

2. The Black Phone Duke (ホラー） 6月24日公開 

少年フィニーは、殺人鬼に誘拐され、地下室に閉じ込められる。殺人鬼に殺された犠牲

者ゴーストたちは、自分たちに起きたことがフィニーに起きないように必死に守る。 

 

3. Elvis (ドラマ） 6月24日公開 

エルヴィス・プレスリーが空前のスターにのし上がるまでの20年間を描く映画。彼のマ

ネージャー、トム・パーカーと人生に影響力を与えたプリシラ・プレスリーが登場。 

 

4. Minions: The Rise of Gru (アニメ） 7月1日公開 

1970年代を舞台に、怪盗グルーとバナナが大好きな相棒ミニオンたちの出会いを描く。

幼いグルーとミニオンたちが巻き起こす“ハチャメチャ”な大騒動が見もの。 

 

5. The Love and Thunder (アクション） 7月8日公開 

主人公のソーは、平和を求める旅に出る。しかし、神々の絶滅を狙う銀河の殺人鬼に

よって、旅は中断される。この脅威に対抗するために宇宙の冒険に乗り出す。 

 

6. Paws of Fury （アニメ） 7月15日公開 

ハンクは、猫でいっぱいの村を消そうとするギャングの悪だくみ知る。この村を守るため

に犬を使おうとするが、猫は犬が嫌い！それを克服して、村を守るヒーローになった。 

 

7. Where The Crawdads Sing (アドベンチャー） 7月15日公開 

危険な湿地帯に捨てられた少女Kyaが大人になるまでの物語。この湿地帯で殺人事件が

発生し、彼女が容疑者にされてしまう。この事件の真相が暴かれていく。 

 

8. Mrs. Harris Goes To Paris (ドラマ） 7月15日公開 

1950年代のロンドンが舞台。クリスチャン・ディオールのオートクチュール・ドレスに恋した

掃除婦が、ドレスを手に入れるためにパリに行き、すべてを賭けることを決意する。 

 

9. Bed Reset （サスペンス） 7月15日公開 

妊娠のため、ベッドで安静にすることになった妊婦。家から出られなくなったとき、悪いこ

とが起こり始める。 

 

10. DC league of Super-Pets （アニメ） 7月29日公開 

スーパードッグのクリプトとスーパーマンは親友。彼らは、メトロポリスで一緒になって犯

罪と戦うが、逆に誘拐され、スーパーヒーローたちの救出に挑む。 

夏がやってきました。映画館も開館して活気が出てきました。こ

の２年間は、新作の延期続きで、同じ映画をリサイクルしていま

したが、これからは新しい映画の撮影も始まり、あっと驚くよう

な映画に期待したいですね！ 

⊿トライアングル慶子：兵庫県出身、Chapel Hill在住 
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11. Bullet Train (アクション）7月29日公開 

ブラッド・ピット主演。東京から盛岡に向かう新幹線に乗り合わせた殺し屋5人のうち、誰

が最後まで生き残るのか、終着点で何が待ち受けているのだろうか。 

 

12. Purple Heartｓ (ドラマ） 7月29日公開 

シンガーソングライターのキャシーと、過去に問題を抱えた海兵隊員のルークは、結婚に

合意。ある日突然、悲劇が起こり、現実と虚構の交錯するロマンチックなドラマ。 

 

13. Bodies Bodies Bodies  (スリラー） 8月5日公開 

20代のリッチな若者たちが、人里離れた実家の邸宅でハリケーン・パーティーを計画した

ところ、パーティー・ゲームが命取りになる。 

 

14. Rise of the Teenage Mutant Turtles （アクション） 8月5日公開 

ニンジャ・タートルズはこれまでで最大の困難に直面! レオは、恐ろしいエイリアン、クラ

ンゲから世界を救うために、ラフ、ドニー、マイキーを率いて戦いに挑む。 

 

15. Emily The Criminal (スリラー） 8月5日公開 

学生時代の借金を抱え、軽い前科持ちのエミリー。ハンサムでカリスマ的な仲介人ユセフ

に出会い、二人はロサンゼルスでビジネスを成功させるための計画を練る。 

 

16. Three Minutes（ドキュメンタリー） 8月19日公開 

この映画の３分動画は、1938年に撮影され、ホロコースト以前にポーランドのナシエルス

クに住んでいたユダヤ人の姿を伝える唯一の動画である。 

 

17. The Good Boss（ドラマ） 8月26日公開 

スペインの地方都市で工業用秤を製造しているBASCULAS BLANCO社は、地元のビジ

ネス優秀賞を受賞できるかどうか、あらゆる手段を講じる様を描く。 

 

18. After Ever Happy (ロマンス） 9月7日公開 

テッサとハーディンが岐路に立たされる。テッサは彼と2人の関係を救おうとし続けるの

か、それとも自分自身を救うべきなのか？果たして2人の行く末は...。 
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           「モテバック」”A Thrilling Drive ”  
  

 ついに息子が重い腰を上げ、自動車教習を始めた。ご存知の通り、車社会のこの国で

は、免許解禁年齢が低い。ノースカロライナでは、未成年の免許は段階許可制となって

いて、要付き添い昼間限定のレベル1に始まり、制約なしのレベル3まで。自動車学校で

座学と運転教習を受け、筆記試験に通ると、15歳でレベル1取得、つまり運転が出来るよ

うになるのだ。 

 高校生にもなれば「早く運転したい」とか言い出すもんだ、と思っていたら、一向に興味

を示さない。挙句に「運転手がいるのに、なんでわざわざ自分で運転する必要があるん

だ」と、少女マンガの御曹司みたいなことを言い出したので、坊っちゃまお抱え運転手の

私が申し込んだのである。 

 30時間の座学を終え、”behind-the-wheel（運転実習）”に呼ばれるまで5ヶ月。習ったこ

とをすっかり忘れた頃に、ようやく順番が回ってきた。指定された高校の駐車場に行く

と、”Driving School”の看板を屋根に乗せた車の側で、教官が待ち構えていた。彼女は

「お母さんは1時間後に迎えに来て。君はこっち」と、早速ボンネットを開けてなにやら説

明を始め、それも5分ほどで切り上げて、息子を運転席に座らせた。 

 暫くして、車はのろのろと動き始める。おぉ初運転！駐車場を一周して戻って来たので、

初日はこの中をぐーるぐるよね、と思ったら、目の前を通り過ぎ、そのまま校外へと向

かって行くではないか。生まれて初めてハンドルを握って、まだ3分と経っていない。亀の

ようなスピードで交差点に進入した小型車は、青信号の時間を使い切っても間に合わ

ず、黄色から赤に変わる頃にようやく左折を完了して消えて行った。 

 こうして始まった教習は、駐車、3ポイントターンと続き、5日目には高速道路、6日目に

復習をして、「大体OK。あとはお母さん、頑張って。必要なら躊躇せずに横からハンドル

を掴んで」という教官のコメントと共に修了。教官、私も助手席に補助ブレーキが欲しいで

す。 

 DMVで許可証を貰うまでの間、毎日、近所の教会の駐車場で練習することにした。まず

は苦手なバック駐車から。息子は助手席の背に手をかけて振り返り、「運転中にドキドキ

する彼の仕草No.1（昭和編）」通称「モテバック」であらぬ方向に下がっていく。今どき、そ

れはないだろう。まずは運転歴ウン十年の私がお手本を、と交代し、「よく見てて」と偉そ

うに言ったら、「バックカメラ、路上試験じゃ禁止なんだけど」と紙で画面をブロック。何で

すと。 

 肩越しに振り向いても、ミラーを見ても、目印にできそうなものは映っていない。わざわ

ざ空っぽの駐車場を選んでいるのだから、もちろん隣の車もない。2008年には新車への

バックカメラ搭載が義務付けられたし、禁止する意味がどこにあるのか。「故障したらどう

すんの」。故障したら運転しないし！そもそもバック駐車しないし！ 

  

 「ママ、もしかして出来ないの？」 

  

 ……何度やっても収まらなーい。はるか昔、バックカメラもないマニュアル車で、一体、

どうやって路上試験を突破したのか。こっそりYouTubeでコツを探そうっと。片隅に立つイ

エス様のイコンに見守られながら、今日も練習あるのみだ。  
 

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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/田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville在住  

 

 

 

                片耳の言葉の理解度の低下 

今回は数は多くありませんが、時折遭遇するケースです。もともと両耳に難聴があったの

がさらに突発性難聴を起こし、片耳の聴力と言語理解度が落ちるというケースと聴力は

同じでも片耳の言葉の理解度が”極度“に落ちるケースです。これは中高年から高齢者に

みられるものです。 （ケース１）当時６６歳の女性。2010年以前には難聴があったものの

軽度高音難聴でした。2010年後半に突発性難聴で片耳が中等度まで落ち、言葉の理解

度も低下しました。その方はその時は言葉の理解度が低かったのですが、どうしてもその

耳に補聴器が欲しいということで音のバランスをとるためにその低下した耳に補聴器を装

用しました。数年後、補聴器を装用した耳の言葉の理解度がさらに落ち、聴力が良かった

耳の聴力が落ちたため、補聴器を”良いほう“の耳に装用し直しました （２）当時６８歳の

女性。当時、両耳難聴で軽度だった左耳が３年後に中等度になり、言葉の理解度も”や

や”低下。現在も聴力は変わりませんが、言葉の理解度がさらに数年後ほぼ０％。（３）

（２）の女性のご主人。当時、両耳中等度難聴で言葉の理解度が“やや”落ちていた耳の

理解度が３年後に０％。偶然でしょうが、このご夫妻は同じ耳に言葉の理解度の低下が

起きました。（４）つい最近の例では９４歳の男性。この男性は９４歳でも低音と中音域が

正常にちかく高音域でも軽度から中等度。言葉の理解度もよかったので、補聴器は必要

ありませんでした。しかし片耳の聴力と言葉の理解度が落ち会話が難しくなったために、

家族に連れられてきました。これらのケースに関わるにあたって、もちろん、まずは耳専

門医、特にNeurotologist （神経耳科医）の診察、検査が必要です。それの結果、脳、神経

系統に異常がない場合はCROS補聴器の使用となります。これは良いほうの耳に普通の

補聴器を装用し、言葉の理解度が極度に低下している耳に補聴器と同じ形の

Transmitter （送信器）を装用し、言葉の理解が低下している側に話しかけられてもその

言葉が補聴器に送信され言葉が聞き取れる仕組みです。昔の機種と比べ音質もかなりよ

くなっています。聴力と言葉の理解力の低下以外になにも症状（めまい、大きな耳鳴り、

顔の部分の麻痺など）がない場合、９０％は原因不明です。もし片耳の聴力と言葉の聞き

取りの低下を感じたら、”すぐに“ 耳鼻咽喉科の診察をうけてください。 

（さてアウトドアの活動が増える季節になりました。幼児からおとなまで、大きな音かかか

わる活動では必ず、イヤーマフ、耳栓で、耳を守りましょう） 

             35回 Duke Speech Contest 受賞者 
Level I:     

  1st Place:    Benjamin Pettee (UNC Greensboro)   

  2nd Place:   Daniel Haigh (UNC Charlotte); Nelia Binder (WFU);  

                   Ryan Hu (Duke) 

Level II:    

     1st Place:    May Mei (Duke)    

     2nd Place:   Andrew Brooks (UNC Charlotte)      

 

Level III:   

     1st Place:    Soren Christensen (Duke)     

     2nd Place:   Gavin Withers (UNC Charlotte) 
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       第6話                  

 

以前のシリーズに書いた性格の見識の浅く歪んだ性格の人は身

近にいてその様な人に翻弄されられる瞬間は実に腹立たしいも

のだ。しかしその様な人達を避けたくても避けられない日常があ

る。仕事上や家族や社会生活に存在する。実に時間の無駄と

思ってもその人を避けて通れない時がある。自分が世の中に存

在している以上それは無理だ。だがその様な人達は本人自身を

優れた人間と思い込み優越感に浸っている。今日はその人が登

場するお話を紹介します。 

Aさんはある日同級生を懐かしみその方の家に訪れました。その方は３人の子供があり

夫婦共々働いています。仕事から疲れて帰る途中３人の子をデイケアからピックアップ

し子供の世話に追われる生活でなかなか掃除をする暇も無い日々をおくっています。そ

んな中Aさんが訪問するわけですがAさんは神経質な潔癖症で、本人は全く気付いてい

ませんが粗暴な言葉を言っては人を傷つける性格です。例えば過去のAさんのビックリ

発言ですが、ある人がこのAさんに間違いを指摘したところ、Aさんは「私はあんたに間

違った事を言って指摘を受けても私は〇〇大学卒業してるのだから、黙れ。」と言い返

した、と言う呆れるほどの話があったのです。そこでご想像はつくとは思いますが、Aさ

んがその友人の家に訪れた瞬間散らかった部屋の事で本来の性格が出たのでしょう

か、罵詈雑言そしてこき下ろしをした様です。その当時その友人は他州に住んでいたの

ですが近々ノースカロライナのＡさん宅の近所に引っ越す予定という話をし、引っ越し後

落ち着いたらAさんに連絡をすると言っておりましたが、引っ越し後いつまで経ってもAさ

んには連絡がなかったようです。Aさんはその方にどのような悲観的発言をしたかは知

りませんが長年の友人がAさんの近くに引っ越したにも関わらず連絡をしなかったと言う

事は聞くに堪えない無礼発言をしたに違いありません。確かにＡさんは潔癖症で家も整

頓されています。しかしある方と一緒に私がＡさんの家に訪れた際すぐにその方は吐き

気を訴えリビングルームからすぐにサンルームに移動し話が終わり帰るまでリビングか

ら出ようとはしませんでした。後ほど話を聞いてみるとその家の薬品の匂いがきつく頭

痛と吐き気に見舞われたと話していました。おそらく掃除をする時に使う薬品の匂いな

のかも知れません。確かに入った瞬間ツーンときつい匂いがしたのを覚えていました。

Ａさん本人は自分の家が整頓され清潔だと思ってるようですが整頓されていれば良いと

いうわけではありません。Ａさんは子供が無くリモートワークでご主人も汚さない性格で

家では料理もしませんので汚れる訳がありません。Aさんはその人の立場と状況を無視

した上のお節介な発言をしたのでしょう。 

人間は人の事はあれこれあらを探しますが自分の事となるとまるで良く見えてないもの

で気を付けなければいけないと、つくづく思います。行動も言葉も慎重にしていくに限り

ます。 

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

変な出来事(匿名)  



 

19 

  

 
 

先日、所用で10日ほど日本へ行った。旅行業に携わる者として渡航制限をずっと目のあ

たりにしてきた者としては、隔離もなく10日間で用事を済ませて帰れたことは感慨深かっ

た。 

 

今年の2月以来、度合いの差は

あっても、渡航制限撤回への動き

が目立つ。中でも、コロナ対応の

優等生と見られていたニュージー

ランドの観光入国再開は特筆で

きるだろう。5月初旬現在、入国が

できない国を探す方が難しく、アメリカン航空のウェブサイトによれば、日本と中国、ウクラ

イナなど14か国となっている（一部未掲載の国は除く）。逆に、コロナ陰性証明不要の国

は、115か国となっていて、カナダとヨーロッパほぼ全域が含まれる。ある旅行業界向けの

記事に、個人旅行と中小企業の出張等需要はほぼコロナ前と同レベルに戻ったとあった

が、代理店勤務の身としても、減員体制が続いていた果ての突然の忙しさに、まさにその

通りだと言わざるを得ない。 

 

その情報をもってどうするかとなると、アメリカ在住の日本人が好む行き先には、行っても

よい、という結論かと思う。制限撤回には往々にして政治的な意図も見え隠れするが、観

光客にぜひ来てほしい、という思いは一貫してるように感じ、行けば歓迎されるだろう。中

には反動で混み合っている街もあるが、少なくとも北米の今の状況は、混み合っていても

マスクとワクチン等で十分リスクを抑え込めるレベルかと思う。インフレなどもあり少し値

上がりしているケースも多いが、ここまで生き抜いてきたご褒美と思えば満足度も高いだ

ろう。 

 

それでも気になるならば、状況を逆手に取り入国時検査などの制限が残る行先を選ぶと

いう手もある。現時点で、近隣ならバハマ、南米ならチリやエクアドル、ヨーロッパならポ

ルトガル等が相当する。いずれも、特に観光旅行に問題はなさそうだが、若干入国者数

が抑えられていると考えてよいだろう。日本人なら日本も入国可能だ。今回行ってみて

も、明らかに海外からと分かっても嫌がられるどころか、普段以上に歓迎されたように感

じた。夏にはその傾向も弱まるとは思うが、まだまだ余裕がある観光地も多く、ホテルも

びっくりするほど安かった。今年の夏の観光客の入国はまだ微妙なので、今がねらい目

かもしれない。 

 

コロナ禍で旅行を控えていた人も多いかと思う。しかし、若干の準備などで十分対応でき

るレベルだ。コロナをなかったことにする必要はなく、それも考慮しつつ、ぜひ安全に充実

した旅を積極的にしてほしい。 

 /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！ ～    

 
「いつまでも、そのままの君でいて！」 

 

ドラマや歌詞の中で、好きな人とのお別れのフレーズとして、誰

もが聞いたことがあるかと思います。実際に、使ったことがあっ

たり、言われたりしたことがある方もいらっしゃるかも知れません

ね。そんな懐かしい青春時代に想いを馳せているあなたを、生

物学的な見方で、現実に引き戻すようなことを言いますと、 

 

昨日と同じ人間は『絶対に』存在しません。 

 

髪も爪も伸びますよね。皮膚は約1ヶ月、血液は約120日で、全て入れ替わります。大人

になってからはずっと、同じだと思える骨でさえも、約2年〜3年で全て入れ替わります。

脳の細胞も1年経てば全て入れ替わります。筋肉は約200日で全て入れ替わります。これ

だけ体は入れ替わるのです。今のあなたは、昨日のあなたと同じに見えても、絶対に違

うあなたになっているのです。 

 

前号で、仕事のし過ぎが原因のため、年末にかけて腕の痛みと痺れで困ったことになっ

た、という話を書きました。それで、”Listen to your body” というメッセージを送りました。

実は、その原稿を書いている時には、痺れがまだ残っている状態でした。それでも、体が

これだけ入れ替わるのであれば、今感じている痛みも、いずれは改善する時が来るのだ

と、前向きに考えていました。もちろん、最初の頃は、仕事もできない状態でしたから、早

く治るように、体を休め、マッサージやPT等、様々な処置を施しました。しかし、これは永

遠に続くことではなく、治る時が必ず来るはずだ、次号の原稿を書く頃には、「治った

ぞ！」と言えるはずだ、と思いながら書いていました。そして、予想よりも、時間がかかっ

てしまいましたが、今は痛みや痺れもなく、普通に戻り、治りました。 

 

先日、お越しになったクライアントさんは、半年前に車の衝突事故の後遺症で、胸や腰の

痛みが続いていました。カイロプラクターに15回通ったにも関わらず、なかなか改善が見

られなかったため、もうこれからは、この痛みと一緒に、生きて行くしかないとさえ思って

いたとおっしゃいました。 

 

体に痛みがあると、ついつい精神的にも落ち込んでしまいがちです。ストレスや何かに悩

んでいる時も、これが永遠に続くのではないかと、なおさら、憂うつになってしまうもので

す。しかしながら、そう考えている脳の細胞でさえも、いずれは全て入れ替わるのです。

であれば、苦しい時も、いつか必ず、痛みが消え、悩みが解決する日がやってくるんだ、

と信じましょう。 

 

明日には、必ず違う自分になっている！ 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

これまで、4年間ほどお読みいただいたこのシリーズですが、今号が最後になります。長

い間、ありがとうございました。 
/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/ 

     日本人ソフトボールチームTyphoonsチームメンバー募集  
 

ノースカロライナ州にお住いの皆様こんにちは。日本人ソフト

ボールチームのTyphoonsと申します。Typhoonsでは常時チー

ムメンバーを募集しております。活動内容としては、下記の通

りです。 

 

1.毎週土曜日午前中（9:30-11:30）チャペルヒル市内のソフト

ボール場（Ephesus Park Ball 

  Field、1495 Ephesus Church Rd, Chapel Hill, NC 27517あるいはCedar falls park、501 

  Weaver Dairy Rd, Chapel Hill, NC 27514）にて練習 （毎年3月上旬から12月上旬まで。 

  任意参加） 

2. コロナ以前は毎年レクリエーションカテゴリーの公式戦に出場して、アメリカ人チームと 

  対戦していました。公式戦の参加もそろそろ再開したいと考えています。 

3.シーズン前後での食事会、歓送迎会など。 

 

昨年はコロナ禍で活動を自粛する期間もありましたが、現在は活動を再開しています。 

チームメンバーは全員ワクチン接種を済ませたうえで、感染に気を付けながら活動してい

ます。 

 

Typhoonsでは、経験も年齢も職種も性別も異なるメンバーが楽しく活動しております。 

コロナ自粛以降、身体を動かしていないという方、最近ノースカロライナにやってきたけれ

ど、まだ知り合いが少ないという方、ノースカロライナに住んでいるけど、Typhoonsのこと

は知らなかったという方、ソフトボールに興味があれば是非ご参加ください。経験も年齢も

性別も問いません。ご興味のある方はnc.typhoons@gmail.comまで是非ご連絡ください。 

皆様のご参加をお待ちしております。 
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           瘀血の体質別タイプと改善法  

         ――血液をサラサラにしましょう！―― 

 

「万病の本」は瘀血です。よく見られる病気は、狭心

症、心筋梗塞、動脈硬化、癌、高血圧や糖尿病など

と、女性では、月経不調、月経困難症、子宮内膜症、

子宮筋腫や更年期障害などがあります。病名がなく

でも、手足の冷えやしびれ、乾燥肌、肌色が黒ずむ、

肩こりなども瘀血によって起こります。体に発生した

瘀血を除去する方法は、中国漢方では、「活血化瘀」

と呼んでいます。これは、ドロドロになった血液をサラ

サラに変え、うっ滞を取り除き、スムーズに流れるよう

改善するものです。 

  

元気不足タイプ：元気がない、息切れ、倦怠感、汗をかきやすい、風邪を引きやすい、食

欲不振、下痢しやすいなど。元気を補う方法で、朝鮮人参、黄耆などを使います。 

  

血液不足タイプ：顔色が悪い、動悸、立ちくらみ、皮膚につやがない、経血量が少ない。

血液を増やす方法で、当帰、阿膠などを使います。 

  

冷え、寒がりタイプ：手足の冷え、寒がり、倦怠感、むくみ、夜間多尿など。体を温める方

法で、肉桂、生姜などを使います。 

 

体液不足タイプ：口やのどが渇き、水を飲みたがる、手足がほてる。のぼせ、寝汗、皮膚

が乾燥など。体液を増やす方法で、麦門冬、生地黄などを使います。 

  

イライラタイプ：胸部や腹部に張り、痛みがある、ため息が多い、イライラ、怒りっぽいな

ど。緊張を緩和する方法で、柴胡、木香などを使います。 

  

漢方薬の中に、血液の汚れを除去し、血液の滞りを阻止する力をもった生薬がたくさんあ

ります。よく使われるものは丹参、芍薬、川芎などです。このような生薬を上記のタイプに

加えることで、瘀血の発生、予防に優れた効果を発揮します。 

  

瘀血の予防は毎日の生活が基本です。適度な運動を行い、ストレスがたまらないよう心

がけましょう。さらに、十分な睡眠をとり、いろいろなものをバランスよく食べ、生活環境に

注意することが養生法となります。 

 

 血液をサラサラにする食べ物がたくさんあります。生姜、ニラ、小松菜、せり、玉ねぎ、に

んにく、ラッキョウ、青魚、黒キクラゲ、金針菜、黒豆、ワカメ、昆布、あずき、豆腐、トマト、

茶などを心掛けて摂取しましょう！ 

/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
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           「Karavan By 3 Olives」 
             1493 Garner Station Blvd, Raleigh, NC 27603 

 

アメリカでも非常に珍しいウズベキスタン料理のお店が

ローリーにあります。お店の「表の看板」は「3 Olives Piz-

za」なので要注意。。店内はどこ風とも言えない感じです。

まず「孤独のグルメ」で有名になった「ラグマン」。ここでの

カテゴリーはスープですが、羊肉を使った独特な味わいの

饂飩です。そして前菜「マンディ」。肉まんのような巨大なマ

ンドウ…といえばイメージしやすい。結構スパイシーです。

ヨーグルト・ソースでいただきます。ウズベキスタン料理は

羊肉が基本。これは典型的な「ラム・チョップ」。風味はクミ

ンとコリアンダーで、ウズベキスタン風。「プロフ」。名前か

ら想像がつきますが、これはトルコのピラフがシルクロード

を通って中国に伝わり、「炒飯」になる途中のご飯料理で

す。インドのビニヤーニに似ているようにも思えますが、

ベースは羊の油をたっぷり使った、トルコのバターピラフの

様に思われます。勿論、バターピラフよりは数段美味しい。ここの肉は牛肉です。全般に

日本人の味覚にはとても食べやすい味付けになっています。見た目も何やらなじみ深く

て不思議な感じにとらわれるお店です。お値段もお安くて、お勧めです。  
 

 

 

 

 

 
 

 
ラグマン マンドゥ ラム・チョップ プロフ 
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         ごちそうさまぁ～❢ 
     

 

 

              「夏でも食が進む＂こってり”お料理」 

「四日市のトンテキ」 

黒っぽい濃いソース、厚切り豚ロース、ニンニクと細きりキャベツが

必須という四日市の地元グルメです。厚切り豚肉でスタミナ抜群。 

 

（材料；２人前）豚肉２枚、塩コショウ適量、にんにく 沢山、ウスター

ソース 大匙２，醤油 大匙１、味醂 大匙１、砂糖 小匙１、キャベ

ツたっぷり、トマト、キュウリはお好みで。 

 

（作り方） 

1:ニンニクの皮を剥き、大きいなら半分に切る。豚肉は筋切りし軽く包丁で叩き、はさみで 

 グローブのように切れ込みを入れる。 

2:フライパンを温め、ニンニクを入れて香りが立ったら、豚肉を焼いていきます。 

3:肉に焼き目がついてきたら、ウスターソース以下の調味料を投入。水っぽくならないよう 

 に、煮詰めていきます。 

4:千切りキャベツをお皿に山盛りに盛りつけ、肉とニンニクを一緒に盛りつけ、トマトや 

 キュウリを添えます。 

 

「豚しゃぶサラダ」 

簡単で美味しい暑い季節にピッタリのひんやり冷たい一品です。 

 

（材料；２人前） 

豚肉（薄切り）0.5lb.（最近ではWegmansなどのグロッサリーで売っ

ています）。 

豆苗などのグリーン 適量、玉葱1／2個、大葉 １枚、（あればミョウガ） 

タレ；梅肉 大匙1/2、ポン酢 大匙3， 

 

（作り方） 

1:大葉、タマネギは千切りにし、タマネギは水に晒しておく。 

2:豆苗等グリーン類は食べ易い大きさに切っておく。 

3:鍋に湯を沸かし、豚肉を１枚ずつ茹で、冷水にとって冷やします。作業としてはココくら 

 いです。。丁寧に茹でてください。 

4:皿にレタスなどグリーン類、タマネギをのせ、冷やした豚肉を水気を切ってのせます。 

5:大葉を散らし、梅肉をのせて、上からポン酢をかけます。 

 

 

「鮭のユッケ丼」 

アメリカでは新鮮な鮭は手に入るので、一塩して一晩冷蔵庫で

〆ておきます。 

 

工夫がいるのは「タレ」ですね。 

酒 大さじ１ みりん 大さじ１ ごま油 大さじ１ 醤油 大さじ２ 

コチュジャン 大さじ１ 砂糖 小さじ２ 
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1:これにサーモンの切り身を漬けて３０分。あとは丼ぶりによそったご飯の上に並べて、い

ただきましょう。卵の黄身、海苔、ゴマはお好みで。。。 

 

「納豆モロヘイヤ丼」 

薬味にアオシソを加えて、夏の風味たっぷりです。ベジタリ

アン・メニューです。 

 

（材料：2～4人前） 

モロヘイヤ 適量（お好みで）、納豆 2パック、青シソ4枚、

卵黄（丼ぶりの個数分）、白ごま 適量、生姜の千切り少々, 

アオシソ好きなだけ、ご飯 適量。 

 

 [タレ] 酢 大匙2、醤油 大匙１、ごま油 小匙2、砂糖 大匙1を予め良く混ぜておく。 

 

1.モロヘイヤは、葉を熱湯でさっと茹でて、冷水にとる。粘りが出るまで、包丁でたたき、 

 [タレ]と良く和えておく。 

2.納豆は、付属のタレを加えて良く混ぜる。青シソを千切りにしておく。 

3.器にご飯を盛り、1と納豆をのせ、中央に卵の黄身をのせ、白ごまをふり、青シソを散ら 

 し、生姜 を添える。 

4.ヴィーガンなら、卵黄を省いてください。 

 

「肉骨茶」（バクテー） 

マレーシアやシンガポール等の暑い地域で働く港湾労働者＝

苦力（クーリー）の料理です。どちらもイスラム教国なので、こ

れを食べるのは中国人港湾労働者。夏の暑さに負けないため

に常食していた漢方薬ベースのスープで煮込んだ豚肉料理で

す。 

 

（材料；２人前） 

豚肉・スペアリブ １ポンド、大根 0.5ポンド、干し椎茸 ４枚、

水１リットル。 

調味料；醤油 大匙1，オイスタソース 大匙1，砂糖 小匙1，トッピングにパクチー お好

みで。 

スパイスは「肉骨茶」のセットが中国系グロッサリーにたくさんあるので、お好みの物をお

求めください。 

 

（作り方） 

1:大根は半月切り。干し椎茸を水で戻し、軸を切っておく。 

2:鍋に豚肉のスペアリブ、スパイスのバッグを入れ、中火で沸騰させる。アクをとりなが

ら、弱火にして大根と椎茸を入れ（戻し汁ごと）、スペアリブに火が通るまで１時間ほ

ど煮込みます。 

3:スペアリブがやわらかくなったら、調味料を入れ、弱火のまま１５分ほど煮込みます。 

4:器に盛りつけ、パクチーを添えて完成です。 

 

                              /Lacy Blue 仙台出身 Durham在住 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

26 

 

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  

    ＜2022年6月後半、7月、8月、9月初めのイベント＞ 
 

＊＊またコロナが広がっているようなので、イベントが中止になる可能性もあるため、お

出かけ前に確認することをお勧めします＊＊ 

 

●Greensboroのダウンタウンにある2つの公園Center City ParkとLeBauer Parkでは、春

から秋にかけて毎週いろいろなイベントが無料で開催されています。毎週土曜日の夜の

コンサート、日曜夕方のラインダンス、第一金曜日夜のラテンダンスなど、子供の無料プ

ログラムも各種あります。駐車は近くの立体駐車場をご利用ください。詳細は次のリンク

を参照。https://www.greensborodowntownparks.org/thingstodo 

 

●マイナーリーグ野球が始まりました。9月中旬まで試合があります。マイナーリーグ野球

は試合の勝ち負けよりも、家族全員で楽しめる娯楽性の高いエンターテインメントです。 

Winston-Salem Dash (https://www.milb.com/winston-salem) 入場料：$8～$15ぐらい。 

金曜日は試合後に花火があります。Promotionのページを見ると各種の割引きやスペ

シャルがあります。 

Greensboro Grasshoppers (https://www.milb.com/greensboro) 入場料：$8～$12ぐらい。

土曜日は試合後に花火があります。4歳未満の子供は親の膝に座る場合は無料。 

 

●ブルーベリー狩り(https://triadmomsonmain.com/my-blog/blueberry-picking-triad/) 

Triad地区の農家でブルーベリー狩りができます。通常7月初めごろから8月ぐらいまでが

シーズンです。農家のウェブサイトかFacebook、または直接農家に電話して確認した方

が良い場合があります。Buttermilk Creek Farmsでは桃狩りもでき、他の農家では他の果

樹やフルーツ狩りができるところもあります。 

 

●July 4th 7:30PM - Salem Band Concert, Winston-Salem入場無料 

https://salemband.org 歴史的なOld Salemのスクエアで行われる独立記念日にちなんだ

コンサートです。折りたたみの椅子かブランケットを持ってきて、独立記念日を祝いましょ

う。雨天7月5日に延期 
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   Triad   Triad   Triad   Triad  Triad   Triad   Triad   Triad   

 

●Wyndham Championship Golf Tournament, Greensboro 

(www.wyndhamchampionship.com) 

8月4日～7日  Sedgefield Country Club 入場料あり、駐車料金 

PGAツアーのゴルファーがグリーンズボロで競います。 

 

在米日本人のためになるウェブサイト： Just One Cookbook  

 

米国にいると本当の日本食がなかなか食べられなかったり、食材がなかなか入手できな

かったりします。そのために、このウェブサイトでは、在米日本人や在米の日本食大好き

な人がどうやって日本食を手に入れたり、手作りでつくったりする方法を教えてくれます。

レシピあり、購入先の情報あり。Emailを登録してぜひ役に立つ情報を取得してみません

か。https://www.justonecookbook.com/ 

 

 

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-

＊Greensboroの北東、Burlingtonの北西に引っ越しました。 

第6回Greensboro日本語スピーチコンテスト受賞者発表 

 

Category A (Beginner)         Honorable Mention 

1st:  Natalie Walters (UNCG)     ・Jackson Marcellus (Guilford College) 

2nd:: Christine Turnbull (UNCG)   ・Josh Reynolds （WFU） 

3rd:  Margaux Ellis (WFU)       ・Mike Swanson （UNCG) 

 

Category B （Intermediate）             Category C (Advanced) 

1st: Annie Phan (WFU)                   1st: Allison Dobbins (UNCG) 

2nd: Tiffany Yao (WFU)                  2nd: Ashley Birchfield (UNCG) 

3rd: Yue Yu (WFU) 
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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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—–— 

スペイン語を教えます：スペイン語が母国語の先生が、親切に教えます。初心者

も会話中心のレッスンも大歓迎です。お問い合わせ sales@hrbestsolution.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

魚臭くならないタオル：魚釣りが好きな人に最適。魚の匂いが付かず、ごわごわ

固くならないタオルです。お問い合わせ：sales@realtytriangle.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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 
日本語を教えます：日本語をもっと上手に話したい人、日本に留学に行きたい

人。お気軽に連絡ください。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近郊勤務。経験は

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

コーラスメンバー募集：土曜の午前中に日本の歌を唄いませんか？お問合せはト

ライアングルコーラスクラブ trianglechorusclub@gmail.com まで 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—— 
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を教えてみませんか。Zoom

レッスンの大歓迎 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 

 

mailto:trianglechorusclub@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 

6/15 Game Grumps Live: Tournament of Gamers DECPA 

6/24 Air Supply DPAC 

6/25 James Taylor PNC Arena 

7/17 Kingdom Folk Part Two “I Will Survive” DECPA 

7/22 New Kids On The Block PNC Arena 

8/2-7 Harper Lee's To Kill a Mockingbird DPAC 

8/9-14 On Your Feet - North Carolina Theatre DECPA 

8/19 Smokey Robinson Koka Booth Amphitheatre 

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

7/9,10 Paw Patrol Live - The Great Pirate Adventure DECPA 

7/16,17 Dino Stroll Raleigh Convention Center 

8/16 KIDZ BOP LIVE 2022 Koka Booth Amphitheatre 

8/27 Packapalooza 2022 Hillsborough Street 

8/27,28 Lazy Daze Arts and Crafts Festival Cary Town Hall Campus 

その他のイベント 

6/25 Out! Raleigh Pride Downtown Raleigh 

7/16 Southeast Crab Feast Lake Wheeler Park 

7/22,23 Peak City Pig Fest Downtown Apex 

7/28-31 GalaxyCon Raleigh Raleigh Convention Center 

8/5,6 Beer, Bourbon and BBQ Festival Koka Booth Amphitheatre 

8/6,7 NC PET EXPO NC State Fairgrounds  

5/20-22 2022 Got to Be NC Festival NC State Fairgrounds 

6-8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 



 

30 

  * 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」 2022年春号/第73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 

毎日、手作りのシ

ンプル朝食（聞こ

え は 良 い が 、 実

は フ レ ッ シ ュ フ

ルーツにヨーグル

トを合わせただけ。面倒くさい

時はフルーツそのまま。。汗）

を持って、会社に向かう旦那。

入れ物は、ブラウンバックだと

かわいそうなので、ちょっと見

栄えが良いお店の紙袋。同じ

袋を6か月以上使っていたら、

流石に「同じ袋ばかり使って

る！」って仲間に言われたらし

い。そんなことで凹む旦那で

はないが、反省した私は、布

で手作りしランチバックなら

ず、朝食バックを作ると決心。

直ぐにGoogleで「超簡単な朝

食バック」を検索。ミシンを使

わないバックを見つけ、作り方

を読み始めたが、頭が痛くなり

5分後にギブアップ。中学の家

庭科の成績が2だった私には

無理だと変に納得。まして、手

先が不器用で、洋裁が大っ嫌

い。そこで考えついいたのが、

毎日ブラウンバックに、今日の

一言と簡単なイラスト。これも

面倒な時は「Have a Good 

Day]とだけ書くことにした。 

               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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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❢❢ 

 

 

 

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 


