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Hot News!! 

TikTokの使用と国家安全保障 

1日の中でSNSアプリを何回確認されるでしょうか。Techjury.comによるとネットユーザー

平均は、1日に2時間30分ほどネット利用をするそうです。その中でもSNSは、Facebook

ユーザーで1日平均58分、Instagramでは平均28分閲覧しているという結果になっていま

す。SNSの種類もその用途やユーザーの年齢、ライフスタイルにより様々ですが、それぞ

れの保有ユーザー数は、Facebook、2.9B、YouTube が2.2B,  Instagramでは1.4Bとなって

います。それらに次ぐのがアクティブユーザー数、1Bを誇る、TikTokです。アプリの新規ダ

ウンロード数は、2022年、世界第一位となっています。TikTokは短い動画を編集しBGMを

付けてアップロードしたり他のユーザーの動画を閲覧できるプラットホームで、米国内

ユーザーの半数以上が30歳以下、1日ユーザー平均約90分使用されているという情報も

あります。他のSNS同様、芸能人やインフルエンサーのライフスタイルなどを見ることがで

き、各ユーザーは、最長3分の動画をアップロードすることができます。米国内にHQのあ

る、InstagramやFacebookと異なり、TikTokは、中国、北京にあるByteDanceが運営するア

プリです。中国政府が、ByteDanceを通し、米国ユーザー情報へのアクセス、またアプリ

上での情報操作をできる可能性について、トランプ政権時より、何度も話題に上がりまし

た。当ByteDanceは、米国ユーザー情報管理はOracle社の米国スタッフのみが米国ユー

ザーのデータにアクセスできるというアルゴリズムを説明、中国側では情報にアクセスで

きないことを強く主張しました。しかし現在、半数以上の米国州政府、また米国内企業、

教育機関でも保有デバイスでのアプリダウンロード禁止、また私有デバイスからでも施設

内でのアプリ使用の禁止など、国家安全保障に対する当アプリ使用禁止対策が進んでい

ます。3月には当社の最高責任者が米下院公聴会にて証人尋問にて証言することが決

まっており、新たな動きが出ると予測されます。 

 

ノースカロライナ州上院法案 49 が可決されました 

子供の教育と健康に対する親の権限を強化するというノースカロライナ州の法案が上院

議で可決されました。この法案はK-4 教室での性同一性とセクシュアリティについての指

導も、生徒側から自発的に質問が発せられた場合などを除いて禁止することや、名前、

また自身の性自認・性表現に使用するプロナウン（pronoun）変更の場合は親の確認が必

要になることから、若い LGBTQ に影響を及ぼすだろうとの懸念もありましたが、それを斥

けての可決です。法案の中身は、こちらで読むことができます。 

https://ncleg.gov/BillLookUp/2023/S49 

 

卵の値段 in 2023 

インフレーションの波は、台所にも影響を与えています。卵に至っては、肥料や、輸送費

の高騰、また鳥インフルエンザの影響も併せて受け、右肩上がりです。卵の値段は、昨年

末で米国内平均で１パック（12個入り）が$4.25、そこからまだまだ上昇し、昨年比60％に

なるとの予想もあります。鳥インフルエンザが大流行した2015年（平均値/$2.75）と比較し

ても現在の価格高騰は、はっきりと見て取れるようです。 

about:blank
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    トライアングル日本クラブだより 

   ==コロナ禍の学びと2023年の抱負==  

 
 

  昨年度2022年は日本クラブにとって試練の年でした。下火に

なってきたコロナ禍を見て5月ごろから対面イベントの開催に舵を

きりました。5月のこどもの日イベントは360名の参加を得て大成

功、しかし10月の秋祭りイベントは当誌冬号に「てんまつ記」として

掲載しました通りハリケーン・イアンのせいで急遽中止になり、かろ

うじて12月の年の瀬お楽しみ会イベントで270名の参加者から好評

をいただくことができました。 

  その前の対面イベントが全く行われなかったコロナ禍の３年を

含めて、日本クラブはいくつかの事を学ぶことができました。 

    その一つ目が対面イベントの大事さでした。コロナ期間中は落

語や折り紙など様々な日本文化紹介をかねたオンライン・イベント

を精一杯取り揃えましたが、いずれも参加者が40-50名規模が最

大でした。ところが前述したように対面イベントになればそれが一

気に200-300名規模になり、中止となってしまった秋祭りでも1,500

名の方々が事前チケット($10)の購入をしてくれていました。日本ク

ラブ・メンバー構成のうち７割が通常のアメリカ人、それも日本文化

好きなアメリカ人であることも考慮すれば、対面イベントを通しての

日本文化の実演や日本食の提供などがその動員力であるといえ

ます。 

  二つ目が、いかに日本クラブ同好会の日頃の活動が大事だっ

たかという点でした。イベント企画が低調であったに対して、太鼓、盆踊り、茶の湯、コー

ラスなどそれぞれのクラブが様々な工夫をしながら、練習のための集会を続けていまし

た。トライアングル太鼓のように毎週練習とまでは行かなくても、月1-2回は集まって練習

をしてきたのです。練習のため集まり、日本文化を学ぶことこそ、日本クラブの日米文化

交流の趣旨に沿ったプログラムなのです。 

  三つ目は、イベント規模の拡大にそんなに集中しなくてもいいのではないかという気運

が生まれてきているということです。コロナ禍の始まる3年前までは、当クラブ最大の夏祭

りは毎年参加者数が増え続け6,000名までになりました。そのために準備労力も膨らみ続

けてきましたが、しかしこの３年間を振り返ると、果たしてそのゴールは正しかったのか、

もっと参加者一人一人との触れ合いを中心とする「草の根運動」のようなものでもよいの

ではないかという考えも生まれてきています。つまりクラブゴールへの新しい価値観がう

まれてきているのです。 

  たまたま昨年末で12人いた日本クラブ役員のうち５人の役員がリタイアすることとなり

ました。これを一つの機会に組織としての若返りを図り、新しい日本クラブを作り直すこと

ができないかという気運が盛りあがってきています。読者の方々の中に、このような気運

に参加なさりたい方がいらっしゃいましたら、ぜひTriangle_nippon-club@yahoo.comまでご

一報ください。 

  なお現在のところ、今年のイベントプログラムとしては、５月の「こどもの日」、８月の

「夏祭り」、１２月の「年の瀬お楽しみ会」を予定しています。 

              /日本クラブ代表：ロッキー岩島、東京都出身、ラーレイ在住35年 
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         イースター 
 

今年のイースターは４月９日です。イースターが持つ意味や重要度は人それぞれです

が、ここではカトリック教会におけるイースター・サンデーまでの基本的な習慣・流れ、また

アメリカでは一般的にどのようにイースターが祝われるかを簡単にまとめてみます。イー

スター（復活祭／復活の主日）は、キリストの復活を記念する、キリスト教の最も重要な祭

日です。復活祭の４６日前の水曜日（灰の水曜日－今年は2月22日）ではじまる四旬節の

４０日間（復活の主日の前日まで）は、1年の典礼の頂点である復活祭を目指しての準備

期間です。 

 

まず、この期間は三世紀頃から、復活祭に洗礼を受ける志願者の直前の準備期間と考

えられてきました。すでに洗礼を受けた信者にとっては、特に節制と回心につとめながら、

自分の生活をふり返り、復活祭を目指すという期間です。４０という数字は、イエスが４０

日間荒野で祈り、断食し、宣教の準備をしたことに由来しています。それにならって教会

では４０日の断食という習慣が生まれました。四旬節が復活祭の４６日前の水曜日に始ま

るのは、主日（日曜日）には断食をしない習慣だったからです。灰の水曜日に教会では

「灰の式」という典礼があります。司祭は、聖水をかけて灰を祝福し、「あなたはちりであ

り、ちりに帰って 行くのです」と唱えながら、信者一人一人の額に灰で十字の印をします。 

 

断食ですが、現在ヴァチカンのガイドラインでは完全に食事を断つというよりも、十分な食

事をひかえることと解釈されており、以下のように「大斎・小斎」があります。大斎と小斎を

守る日は灰の水曜日と聖金曜日（復活祭直前の金曜日）、小斎を守る日は祭日を除く毎

金曜日です。 

 

アメリカのカトリック教徒も回心と自己犠牲の精神に倣い、四旬節中は進んで告解の機会

を求める一方、日々の生活では悪い習慣を見直して断ち切ったり、食べ物や娯楽を控え

たり、聖書の勉強会を開いたり、人に奉仕したり、慈善寄付をしたりします。具体的には大

人がアルコールや嗜好品、子供が甘いお菓子を我慢するというのはよくあるパターンで

す。また四旬節中の金曜日は小斎にあたり肉を食べないことになっているので、この時期

金曜日に魚料理を宣伝するレストランを普段より多く見かけます。 

 

復活祭前の最後の一週間は聖週間と呼ばれ、枝の主 (Palm Sunday）で始まります。聖週

間と主の過越しの聖なる三日間は教会暦の一年の中心です。聖なる三日間はキリストが

死を「過越し」新しい命に移られたことを三日間全体で記念するもので、聖木曜日 (Holy 

Thursday)、聖金曜日 (Good Friday)、復活の主日からなります。復活の主日の礼拝は普

段教会に行かない人も多く来るため、クリスマスの礼拝と並んで大変な混雑となります。

普段はカジュアルなアメリカ人もこの日は正装して教会へ出かけます。 

 

イースター当日は家族でごちそうを食べてお祝いするのが一般的です。アメリカでは、伝

統的なイースターの食事にはハムが含まれます。ハム料理と一緒に食べるサイドディッ

シュは家庭によって様々ですが、ポテトや野菜が含まれるのが一般的です。また、多くの

レストランでは、イースターの日に特別なブランチメニューが用意されています。 

 

アメリカではイースターのマスコットは、イースターバニーです。子供たちにとってイース

ター・バニーは、クリスマス時期のサンタクロースのような存在です。イースターの前の
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晩、子供たちはイースター・バニーのためにバスケットを用意しま

す。親は子供たちが寝たあと、バスケットの中にお菓子を入れて家

のどこかに隠します。 朝起きた子供たちは自分のバスケットを家中

探し回ります。イースターバスケットに入れるお菓子は、イースター

エッグ、ジェリービーンズ、チョコレートなどです。このためイースター

の時期になると卵やうさぎのモチーフのお菓子がたくさん店頭に並びます。 

 

多くのコミュニティでは、子供たちのためにイースター・エッグハントを開催します。このよ

うなイベントでは、子供たちは空のバスケットを持参し、イベントの主催者が隠したお菓子

を探します。キャンディーやその他のお菓子は、中が空洞のプラスチックの卵の中に隠さ

れていることが多いようです。また、カラフルにペイントされた「イースターエッグ」はこの時

期欠かせないアイテムです。卵の中身を取り出して作る方法もありますが、簡単にゆで卵

をペイントして部屋に飾ったり、エッグハントで使用したりします。 

 

イースターは日本でも少しずつ定着しつつあるようですが、イースターエッグを作ってみた

り、少し思い切って地元の教会の礼拝や地域のイベントに参加したりするのも新しい発見

があり、楽しい思い出になるかもしれません。 

 

参考：四旬節 断食（大斎・小斎）とは？ | カトリック中央協議会 (catholic.jp)                           

                                     /ミツコ：東京出身 Apex在住 

  

 

  

昨年はコロナの為、日本からのゲストさんが3名のイベントになりましたが、（そのかわり、

アメリカ人の声優さんが盛り上げてくださいました！）今年も日本からのゲストさんをお呼

びすることができました。京都精華大学マンガ学部教授、NHK「みんなのうた」「ピタゴラス

イッチ」などのOP/EDなど、「タッチ」、「まんが日本昔ばなし」などを手がけられた遊佐か

ずしげ先生がアニメ教室を、長濱博史監督は東京国際アニメフェアでテレビ部門優秀作

品賞を受賞した「蟲師」を手がけられ、「The Reflection」ではアメリカン・コミックの巨匠の

スタン・リーとの共同で原作、監督もなさいました。また、永井幸治プロデューサーは「僕

のヒーローアカデミア」、「逆転裁判」、「宇宙兄弟」、「夜叉姫」などを手がけられ、昨年は

日本からのZoomでの参加でしたが、今年は会場で講演していただけます。 

 

 音楽は沖永良部・沖縄民謡を中心に沖縄ポップスや歌謡曲など広いジャンルを演奏さ

れる新田開山さん、日本で静かなブームを引き起こしたアニメ「平家物語」にちなんで「琵

琶を担いでどこまでも」とおっしゃるの錦心流薩摩琵琶奏者の荻山泊水さんをむかえ、日

本の和楽器を参加者の皆様に楽しんでいただけたらと思いっております。また、暫くぶり

でThe☆Jacabal'sの皆さん、着物や日本の伝統文化についてお話ししてくださる河村悦

子先生、英語で落語の林家染太さんが参加してくださいます。これからもバンドやゲスト

さんの告知をしてまいります。どうぞwww.animezement.comをご覧ください。Animazement

はRaleigh Convention Centerにて5月26日から28日まで開催いたします。今年は25周年

記念となります。今年のテーマは「夏祭り」。日本の夏祭りを持ってくることはできません

が、コンベンションセンターの横にフードトラックを配置、ちょっとだけ夏祭り気分を味わっ

ていただけたらと思います。コンベンションセンターで五月にお待ちしております！ 

about:blank
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                     『旅行と食』 

 

旅の楽しみと言えば、食べ物は大きい。トライアングル地区

では世界数十か国の料理が楽しめるが、旅がスパイスとな

るのか海外での食事は美味しく感じる。ただ、よく知らない

町でのレストラン探しには難しさもある。 

 

昨年9月には、友人とスペインのマヨルカ島とドイツのベル

リンを訪れた。ベルリンは数度目だが、マヨルカ島は初めてだった。私の世界で好きな料

理トップスリーにスペイン料理は入るし、海があればシーフードも期待できると楽しみにし

て行った。しかし、悪い予感通りにホテル周辺は明らかな観光客ゾーンで、中途半端な外

国料理にコロナで閉店した店が混在、全く食指が動かず、結局時差ボケも冷めぬまま、

ネット検索を始めた。ただ、土地勘もなく、見つけたレストランの遠近も分からず、Google

マップに切り替えた。初日は、ガイドブックにもあったレストランが多い地区がホテル近くと

判明し、その中でもレストランが集中している道を目指した。結局、観光客と地元客が混

じる、レストランゾーンで、メニューが美味しそうで明るく楽しそうな店に入ったら大正解、

魚もタコも新鮮で、料理全ての味付けも申し分なく、心地よい夜風のもと、大変に楽しい

食事となった。その後、ホテルの裏手が観光客の少ないエリアと分かり、さらにグーグル

マップ等から検索し、朝食は地元の人がゆったり朝の時間を過ごすカフェに通い、夕食は

雰囲気がいいのに安いバスク料理を堪能したりした。国によっていろいろだが、YELP、

Google、またはネット記事の、その町のレストランランキング等と、Google Mapからの検索

の併用はかなり有効なようだ。 

 

ベルリンは数回目なので土地勘もある。事前に検索したら、週末は、ある公園にタイ料理

の屋台が沢山並ぶとあり、金曜の午後に立ち寄った。平日なので比較的静かだったが、

一緒に行ったタイ系アメリカ人の友人も太鼓判の美味しさで、それを昼下がりの公園で青

空のもと食べた美味しさは格別だった。また、ベルリンは、旧東欧だったこともあり、アメリ

カでは縁遠い料理も数多い。ハンガリー料理、ジョージア（グルジア）料理などは複数あ

る。中でも、ベルリンは、イスタンブールの次にトルコ人の人口が多い街で、トルコ料理は

充実している。どれも大変に美味しく、いつも行く度に美味しく食べているが、今回は、ホ

テルの前がOktoberfestの会場となっていて、最後の夜は、そこでドイツ料理を堪能した。

一応コロナ禍だが、とてもそうとは思えない賑わいのなか、夜空に星を見ながらソーセー

ジとビールの、まさに旅行最後を飾る食事だった。 

 

しかし、一人旅のレストラン選びはさらに難しい。美味しい店には、一人で入り辛い店も多

い。9月の地中海方面は開放的で、一人でも何とかなる雰囲気だったが、11月に乗り継ぎ

で一泊したロンドンは、屋内が基本で、なかなか店の雰囲気なども分かりにくかった。そ

こで思い付いて、お一人様向き、とネット検索したら、鉄道高架下のカジュアルな人気店

がヒットした。入店に30分待たされたものの、タラコの燻製とカリフラワー等、独創的な料

理がゆっくり楽しめる店で、一人でも座りやすいカウンター席もあり、料理も雰囲気も堪能

した。しかし、同じ手は小さい町では使えないようで、マルタ島と、シシリー島のカターニャ

では、検索がヒットしない。マルタ島では、ミシェランの星がついた店があったが、それは

予約なしでは入店を断られ、有名店はオフシーズンでも予約を考えた方がいいと痛感し
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た挙句、結局ツアーガイドに教えてもらった店に入ったりした。美味しかったのだが、実は

記憶に残ったのは、通り道のスペイン料理のバルだ。何か惹かれるものがあり、最終日

に行きなおしたら、マルタ在住のスペイン人のたまり場となっていて、ワールドカップのス

ペイン・ドイツ戦観戦中だった。ちょうど日本がドイツに勝った直後で、日本人と分かると

親しく声を掛けられ、一緒にスペインを応援して盛り上がった。料理は電子レンジで温め

直したものなども多かったが、それでも店の人の温かさの印象が強く心に残り、満ち足り

てホテルへ戻った。 

 

旅先でレストランを探すのは、苦労も多いが、その上で巡り合った素晴らしいレストラン

は、一生の思い出ともなる。ネット検索やガイドブック、地元の人に聞くことなどももちろん

有効で、大いに活用したい。しかし、食べるのは自分だ。その店に入った自分が心地よく

食事できるのか、その勘も大事にし、いい思い出をさらに増やしてほしいと思う。 

 

/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 

第21回NC州高校生日本語スピーチコンテスト 
 
-アメリカ人高校生が考える日本、アメリカ、そして世界！- 

 

日本語を学ぶアメリカ人高校生のスピーチをお楽しみくださ

い！ 

 

日時：3月25日（土）午後1:30～5:00 

場所：FedEx Global Education Center (UNC Chapel Hill校キャンパス

内) 

    (住所) 301 Pittsboro Street, Chapel Hill, NC 27516 USA 

                   *駐車場は建物の中です（無料） 

 

*一般公開となっております。どうぞご自由にお入り下さい。     

*お問い合わせ：yaoyagi@chccs.k12.nc.us 
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     －旅行保険いろいろ－ 
 

コロナ禍も落ち着きを見せ始め、国内だけではなく、海外への渡航者も以前に匹敵する

勢いとなってきた。しかし、往来が活発になれば、その分だけ問題も起きる。何もコロナに

は限らない。足を踏み外すこともあれば、荷物を持ち逃げされることも、インフルエンザに

かかることもあるだろう。安心を買うとすれば、旅行保険は大きいだろう。 

 

旅行保険については、加入すれば不可抗力の問題は全て補償されると思う向きもあるよ

うだが、保険も商売、免責事項がある。一般において、アメリカで販売されているものは、

予告済みのスト・予報されている数日内の天候異変等の予測可能な状況はもちろん、パ

ンデミック、戦争などは免責事項として記載されていることが多い。それでは意味がない、

と思われるかもしれないが、実際には、予測不能な大規模な免責事項は、保険会社が瞬

時に倒産するようなケース以外は補償していて、今回のコロナ禍も、特に初期の予測不

能な時期に購入されたものについては、ほぼ全面的に補償されたようだ。対して、個人の

行為について設定されている、故意の行為、バンジージャンプ・スカイダイビング・コース

外のスキー等の危険行為、犯罪行為などの免責事項は文面通りに適用されることが多

い。アマチュアスポーツの大会参加なども免責とされていたりするので、気になるときは

確認をお勧めする。 

 また、問い合わせが多い点としては、アメリカで日本発の旅客の旅行保険を購入するこ

とだが、これは原則として対応できないので、出発国で確認・購入が必要となる。出発国

の一部旅行代理店や、空港で購入する人が多いようだ。 

 

保険会社も複数あるが、各種商品もあり、金額は旅行代金に比例することが多く、単純

比較は難しい。ここでは、補償対象となることが多い項目を挙げる。なお、航空券等、購

入時にクレジットカードを使用した場合、そのカードによっては旅行に関する補償が付随

する場合もあるので、それらの対象範囲も含め、知っておきたい。 

* Trip Cancellation Coverage 旅行取り消しに関する補償： 旅行代金に対応させた保険

を購入した場合、所定の理由により旅行を取り消さざるを得ない場合、払い戻されない旅

行代金が補償される。病気・けがによる取り消しが一番多いが、自宅が火事にあった場

合、裁判の陪審員になってしまった場合なども対象となることが多い。また、保険によって

は、勤務先より業務への支障から旅行取り消しを命じられてしまった場合なども補償され

ることもある。ただし、病気については、Pre-existing Medical Condition 既往症に関する

規定がある場合があり、これは特定の条件を満たす場合、購入時に渡航に問題がない

場合は、その後問題となってしまっても補償されるという内容のもので、該当する場合に

ついては、必ず確認したい。最初に旅行代金を支払ってから数日以内に保険を購入した

場合に適用となるケースも多いので、早めに考えたい。また、保険の中には、どのような

理由での取り消しでも8割の代金を払い戻す、といったようなものもある。安くはないが、

万が一に特殊な事情でのキャンセルが見込まれる場合などには、考えてもいいだろう。な

お、最近は、コロナ羅漢は、他の病気と同じくこの項目での補償となるケースが多いよう

だ。 

* Trip Interruption Coverage 旅行中断保険：これは、出発後に、何らかの事情でそのま

ま旅行を継続できなかった場合に支払われる。私がよく販売する保険では、旅行代金の

１５０％を上限に、実費ないし完了できなかった旅行代金相当などで支払われる。コロナ

を含む病気やけが、同行していない身内の不幸、スト、避難命令などが該当することが多

い。該当する事態が発生したら、速やかに保険会社へ連絡することを条件としているケー

スもあるようなので、確認しておきたい。 
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* Change Fee Coverage 変更補償：既定の理由により、変更をせざるを得ない場合の、そ

の代金の補償がこれに当たる。コロナを含む病気などの取り消し補償の対象になる理由

と、合わせて、天候により空港にたどり着けなかったり、ツアー会社やクルーズ会社によ

る旅程の変更なども該当する場合があるようだ。変更料は、航空券のみや、それと鉄道

代金などに限られるケースもあるようだが、保険によるだろう。 

＊ Loyalty Program Redeposit マイレージ等払い戻し手数料補償：比較的新しい項目だ

が、マイレージ等で購入した航空券の場合、所定の理由でキャンセルし、マイレージを口

座に戻す際に手数料が発生するとその金額が補償される。 

* Travel Delay Coverage 遅延補償：交通事故、ハイジャック、スト、自然災害などによる

遅延による、追加料金が該当し、変更により生じた実費と、旅行先で事前購入していたが

参加できなかったツアーの代金の補償などが該当する。一定以上の時間の遅延が対象

になり、上限も保険ごとに異なるが、おおむね保険代金が高いほど条件が良くなるケース

が多いように感じる。 

* Travel Delay Coverage 手荷物遅延および紛失補償： 預けた荷物が紛失した場合、所

有物の盗難などが該当する。補償対象はあまり大きな差はないが、確認したいのは、携

帯電話を含む電子機器の盗難・紛失で、これを除外規定としている保険を見ることがある

（追加料金で補償対象となるケースもある）。また、権利書、航空券、パスポート、現金、

補聴器等を除外しているケースが多いようだ。概ね、飛行機に預けることが非常識なもの

が多いが、一度目を通して確認するのがいいだろう。なお、除外規定に当てはまる物品

の補償が必須の場合は、別途保険を考える必要があるだろう。一点ごとの上限、および

全体としての上限もあるが、これらは保険代金が高ければ、補償上限も上がるだろう。 

* Emergency Transportation 緊急医療輸送: 旅先で重病ないし重傷を負った場合に、特

別機で医療搬送される場合などが該当する。医療従事者同乗のチャーター機ともなれ

ば、並大抵の金額では収まらない。補償対象となる場合、数万ドル以上の上限が記載さ

れていることが多いが、それをさらに超える設定の物もあり、実際に適用となったケース

では、十万ドル以上の補償額となったケースも聞いたことがある。不慮の失費の中でも、

自己支払い能力を軽く超える可能性が高い項目だ。これも、保険代金が高ければ上限が

上がることが多い項目だ。適用はまれだが、一番気を付けたい項目でもある。 

* Emergency Medical/Dental 緊急治療費用補償：旅先で病気・けがなどになってしまっ

た場合に適用される。例えば、旅先でコロナに罹ってしまい、病院へ行った際の治療費な

ども該当する。他の保険（別途加入している医療保険等）が適用される場合は、そちらの

支払いで補償されない金額が対象となるケースが多い。また、歯科治療については、別

途上限が設けられているケースもよく見る。この項目も、保険代金が高いものほど上限が

高いものが多いように思う。 

 

その他、上記以外に、レンタカーに関する補償などを追加したり、電子機器の盗難の補償

を追加できるケースもあるので、必要によって確認するとよいだろう。逆に、旅行代金や

変更などに関する補償が不要であれば、盗難や医療補償などのみが対象となる保険も

あり、往々にしてこちらの方が安価ではあり、有効なケースもあるだろう。 

 

こういった項目は、通常渡航終了と共に補償が終了するが、一年間の複数回の渡航をカ

バーする保険もある。頻繁に渡航する人は考える価値があるだろう。また、これは余談だ

が、以前に南米チリで盗難にあった際に、パスポートや現金や携帯電話などの貴重品の

盗難にあった事があるが、その際には、住宅保険に補償項目があり、そちらからかなりの

金額が補償され、自己負担額の一部を旅行保険で補償されたため、損害を軽度に抑えら

れた経験がある。万が一の際には、こちらも合わせて確認したい。    



 

10 

     先生を募集しています ― ローリー日本語補習学校 ― 

   

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。 

  

＜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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  プロム 
 
高校生にとって、卒業式前の大イベントといえば、「プロム」です。

春の訪れと共に、卒業式間近のちょっと心がウキウキするような

時に行われます。皆さんも時々アメリカのドラマや映画に出てくる

のでご存じの方も多いかと思います。またこの時期はプロムに行

く前に、正装してレストランで食事をしている高校生を目にしたこ

とがあるのではないでしょうか。 

 

プロムとは、学校主催のダンスパーティーで正装で参加しなけれ

ばなりません。基本的にはカップルで参加しますが、近年では、

男女だけでなく、男同士や女の子同士でも大丈夫です。パート

ナーがいなくても参加できる学校も増えてきています。また、どち

らかが、シニアーの生徒であれば、そのパートナーは他校でも、

学年が下でも構わないようです。プロムの前には、パートナーに

誘われたい人や、パートナーに誘いたくても言い出せなかったり、

ハラハラ、ドキドキの大変な毎日になります。 

 

さてお相手が決まったら男の子も女の子も次は洋服選びです。男

の子はタキシードとか、スーツです。女の子は初めてのロングドレ

ス着用なので、色々と着たいドレスの夢もあり、ロングドレス選び

に時間を費やします。お友達から聞いた話ですが、トライアングル地区にはプロムの時

期だけ、ロングドレスを売るためにオープンしているお店が何件かあるそうです。女の子

は、その他アクセサリーや、靴、バックなどもドレスに合わせて準備しなければなりませ

ん。また、女の子はネイルサロンに行ったり、お肌のパックをしたりと大忙しです。またプ

ロム当日は美容院の予約もいっぱいだそうです。 

 

最後にしなければいけないのは、男の子は女の子が腕につける生花のリストコサージュ

を用意し、女の子はお返しに男の子が胸元につける生花を用意することです。このお互

いの生花は、お揃いにコーディネイトした方がいいので、男の子が両方用意する場合も

あるそうです。 

 

当日は、プロムの前に食事に行き、それから学校のプロムに行きます。プロムは健全に

行われるため、もちろんアルコール、タバコなどは禁止で、夜中の１２時くらいには終わり

ます。卒業前に、ちょっと大人の仲間入りをしたような、子供たちにとっては一生忘れられ

ない楽しい思い出となるに違いありません。プロムに行く前には、子供たちの晴れの姿の

写真をたくさん撮ったりして、親御さんも子供たちの成長を感じる喜びのひと時でもありま

す。 

 

       /荒竹由紀：東京出身 UNC日本語教師 Chapel Hill学校区選任通訳翻訳者 
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 日本の年金における外国との「社会保障協定」とは？ 

 
  

 米国など日本国外に居住している人が日本の年金について調べる際に「社会保障協

定」というワードが登場すると思います。これは日本と日本以外の国の間でそれぞれの

年金制度に関する取り決めなのですが、今回はその内容、目的、効果について紹介しま

す。 

 

１．社会保障協定とは？ 

社会のグローバル化が進み国際的な交流が活発化する中、日本から派遣されて海外で

働くことや、将来を海外で生活する人が年々増加しています。海外で働く場合は、働いて

いる国の社会保障制度に加入する必要があり、日本の社会保障制度との保険料を二重

に負担しなければならない状況が生じています。また日本や海外の年金を受けるために

は、一定の期間その国の年金制度に加入しなければならないため、保険料の掛け捨て

になってしまうことがあります。例えば日本の年金制度では、老後に年金を受給するた

めには日本の年金（国民年金または厚生年金）保険料を10年以上納める必要がありま

すが、9年納めたところで海外へ移住してしまうと、10年に達していないため老後の年金

をもらうことはできず掛け捨てになってしまいます。社会保障協定はこうした問題点を回

避するために2国間で締結されました。日本はドイツとの締結を皮切りに米国など20か国

と締結しています。 

 

 ＜社会保障協定締結国一覧＞ 2023年1月18日現在。カッコ内は発効年 

ドイツ(2000) イギリス※(2001) 韓国※(2005) アメリカ(2005) ベルギー(2007)  

フランス(2007)  カナダ(2008)  オーストラリア(2009) オランダ(2009) チェコ(2009)  

スペイン(2010) アイルランド(2010) ブラジル(2012) スイス(2012) ハンガリー(2014)  

インド(2016) ルクセンブルグ(2017) フィリピン(2018) スロバキア(2019) 中国※(2019)  

フィンランド（2022） スウェーデン（2022）（準備中）イタリア※（※部分については後述） 

 

２．目的、効果 

社会保障協定では次の2点が取り決められています。 

 

●二重加入の防止 

「保険料の二重払い」を回避するために加入するべき制度を両国間で調整します。たと

えば日系企業の駐在員はその間も本社（日本国内）で厚生年金に加入していれば、この

間現地居住国の年金に加入する必要はありません。ただこの期間は5年が上限となって

います。日系企業では駐在期間が5年以内というのが大体のケースだと思いますが、何

か予見できない事情で5年以上駐在することになった場合、両国の年金管轄局（日本は

日本年金機構、共済組合）の合意を以って5年以上の適用が認められます。 

 

●年金加入期間の通算 

保険料の掛け捨てとならないよう年金受給に必要な加入期間について、日本と相手国

の年金制度の加入期間を通算（合計）し、両国の年金を受給できるようにします。たとえ

ば日本で自営業をしていた人が9年間国民年金保険料を納めた後に海外へ移った場

合、老後の年金受給に必要な保険料納付期間10年に達していませんが、現地居住国の

年金に1年以上加入すれば通算で10年となり、日本の年金を受給することができるので

す。 
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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 

尚上記一覧表の内、※がついた4つの国については二重加入の防止のみ適用され、年

金加入期間の通算は適用されていません。 

 

３．米国との社会保障協定 

米国との協定では、対象となる年金制度はSocial Security（以下「SS」）になります。SSで

は老後に受給するためには最低40クレジット（約10年間）の保険料（SS Tax）の納付期間

が必要ですが、40クレジットに達していない人で日本居住時に年金保険料を納めた時期

があれば、その期間と通算して40クレジットあれば米国年金（SS Benefit）を受給すること

ができます。 

 

４．その他補足情報 

年金加入期間の通算については、似たような制度として合算対象期間（カラ期間）があり

ます。これは海外に居住する日本人（外国籍取得者を除く）について、海外在住期間を日

本の年金保険料納付期間と通算できる制度です。この制度を適用すれば主婦など居住

国で年金に加入していないケースでも、通算のメリットを活かすことができます。尚別の似

たような制度として二国間の税金の取決めを行う「租税条約」があります。こちらは両国で

の税金の二重払いを回避するためのものです。具体的には日本の年金受給時の源泉徴

収税額を回避するものなのですが、社会保障協定とは異なります 。 

 

いかがでしょうか？こうした知識を持つことで日米年金制度上のメリットがあるかもしれま

せんので覚えておくとよいでしょう。詳しく知りたい方は弊社へお問い合わせください。 

 

無料セミナー（ウェビナー）のご案内 

①2月25日（土）／日本から突然の訃報、どうすればいい？親の死後の事務手続き 

②4月 1日（土）／事例で紹介。日本の親の死後事務・相続手続き 

※詳細、お申し込みはwww.life-mates.jp/0225SOまで。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

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（東京本社TEL:+81-3-6411-8984、 Line, Skype利用可） 

      www.life-mates.jp info@life-mates.jp  

http://www.life-mates.jp/
mailto:info@life-mates.jp
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コロナ以来リモートワークが始まり三年が経過した。朝

昼晩と犬の散歩をしてストレスを発散して、リモート

モードに毎日浸っていたが、今年から会社の方針が変

わり、週２日のオフィス出勤になった。リモート中、会社

の会議などはマイクロソフトのティームズで行われてい

たが、今年から実際にオフィスに行って人と接するわ

けだ。ということで、コミュニケーションに磨きをかける

ため、「センス・オブ・ヒューマーを全開にしていこう。」

と確認する。 

  

まず、久しぶりに通勤用の靴を履いて出かける朝。靴ベラを使い「そうそう、週末のゴルフ

コンペ。」と靴ベラでゴルフのスウィングをし「俺は昭和のサラリーマンか！」とまず朝いち

ばんに冗談をかます。「おし、ジョークが冴えてる。全く衰えていない。」  

 

朝の交通渋滞を避けようと、朝は早めに出発。インディアナポリスのダウンタウンまで40

分のドライブ。インディアナ州はインディー５００のレース魂が宿っているのか、皆猛ス

ピードで車を飛ばし、俺もそれに追随。「おれはレーサーの佐藤琢磨か！」とまずジャブ。

そしてドライバー達が車間を開けずピッタリと真後ろについているのに自分も加わり「俺

は皇居のカルガモの親子の引っ越しか！」とアッパーカットを決める。  

 

コロナ以降、会社のカフェテリアはコストカットのために閉店してしまった。その代わりにス

タバみたいなカフェテリアが設置され、そこではコーヒーが3ドル５０で販売されている。

「そうそう、コーヒーにはお金をかけなきゃね。って誰が買うか！ここは特急列車の車内販

売か！」とさらに冗談をかます。そこのカフェにはランチ用に小さい箱にはいったサラダが

売っている。「この量で１０ドル？機内食か？ビーフ・オアー・チキン？」と冗談に冗談を上

乗せ「まさかここまで、腕が上がっているとは。」  

 

家で朝準備したお弁当。たっぷりのご飯にデカいソーセージを二本入れてある。小さいポ

テトチップスも持ってきており遠足気分だ。「お菓子は300円まで！バナナはお菓子に入

るの？」。お腹がへり、気が付けば１0時半には弁当をレンジでチンしていた。「お箸お付

けしますか？ブレックファースト後、またブランチか！そしたらディナーは午後三時？」と

しっかり鋭い冗談が鳴りやまない。  

 

三年ぶりに社員と廊下で鉢合わせる。「どうだい？」と挨拶をして、普通に握手するか、コ

ロナ式にグーで挨拶するかお互いに戸惑ったが、結局握手した。「グーチョキパーって、

じゃんけんか！」と言うと爆笑の渦だった。相手は廊下で笑い転げまわっている。「よし！

今日初の一笑いゲット。」  

 

仕事から帰宅すると落ち着く。「ただいま！」と玄関を開け「あなたお風呂できてるわよ！」

自分で妻に伝える。すると妻は大爆笑。そういうわけで、三年ぶりの通勤日を終えた。 

                           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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        暮らしの中のコーチング 
 

  春の異動時期、不本意な人事異動になった人や親の都

合で渡米した子どもが、気づかぬうちにメンタル不調を起こしやすく

なっている割合が増えることをご存知ですか？大人も子どもも環境の

変化などさまざまな理由でストレスを感じることがあります。環境が変わった直後は、今ま

でと違う環境に興奮状態で、そのストレスに気づきにくいことも。日本でよく言われる「5月

病」は、その興奮状態を過ぎた頃、起こりやすくなることも多くの方が経験されてきている

と思います。子どもから学校に行きたくない、習い事に行くのが面倒くさい、お腹が痛いか

ら今日は休む…などの言葉が出て来た時がそのサイン。 

 

そんな時、親としてなにをしてあげられる？ 

親子のコミュニケーションの学習では、親が抱く”心配“の裏側にあるものは何だろう？と

いう問いがあります。その問いの先にあるものとして”親の欲“、例えば、親としては学校

には行ってもらいたい、習い事もできれば休んでほしくない、行かない理由を受け入れて

しまったら、何度もそう言うことが続いてしまうんじゃないだろうか？…などです。 

確かに、心配は尽きませんよね。ではそんな子ども達とどんな関わり方をしていったらい

いのでしょうか？ 

 

親の欲があるかも？が分かる子どもとのコミュニケーションチェック 

□自分は心配性だと思う 

□子どもの言葉をつい遮ってしまうことがある 

□「～したの？」「～しなさい。」の声掛けが多い 

□「すごいね！」「えらいね！」が誉め言葉の定番 

□子どもの不安をあおるような言葉がけをしてしまうことが多い 

□たまに子どもが自分の顔色を見て言葉を選んでいるのを感じる時がある 

□なんでも話してもらえる母親、父親でなければならない、と思っている 

 

このコミュニケーションチェックで、チェック項目が多くついた人ほど、子どもへの声掛けに

（もしかしたら欲が入り込んでいるかも？）を考えてみる必要があるかもしれません。子ど

もへの声掛けに親の欲があるかもしれない、に気づかず、何気ない言葉で日々子どもと

コミュニケーションをしていると、自分に自信がないお子さんは、自分が話したあとの親の

反応を見て、答え合わせをするようになってしまうこともあります。そしてその結果、子ども

は”そっちを選べば、親の機嫌がいいから”と言う理由で物事を選ぶようになってしまうの

かもしれないのです。子どもはただ、新学期や転校などで、環境が変わったときに抱えて

いる不安な気持ちを受け入れてくれて欲しいと思っているのに、そこを受け止めてもらえ

ず「ほら、遅刻しちゃうよ。」「今日も頑張れ。」「ほら、できたでしょ？」「頑張れ！できる！」

などとプッシュされてしまう。子供は逃げ場がなくなってしまいますよね。そんな時、身近

な大人である私たちが少しだけ心に余裕をもって子どもに接することを意識してみる。

「そっか、そっか。大変だったんだね。」と、ただ、受け止めてあげて、それとなく子供が不

安に感じていることを聞いていくと、子どもが抱えている問題に子ども自身の力で自然に

解決方法を見つけていってくれることもあります。シンパイ（心配）より子どもの力をシンラ

イ（信頼）して、お互いに関わってゆけるといいですね。 

              

                /北村千香（マインドバランスコーチ）長野県出身、長野県在住 



 

16 

三角シネマ館 映画大好き倶楽部 

1．Creed III (ドラマ） 3月3日公開 

ボクシングのチャンピオン、アドニス・クリードが、幼なじみの親友でボクシング仲間のダミア

ンに再会することで新たな格闘に直面する。 

 

2. Inside (スリラー） 3月10日公開 

高級美術品泥棒のニモは計画に失敗してニューヨークのペントハウスに閉じ込められる。

美術品しかない中で、ニモは生き残るために知恵と工夫を凝らさなければならない。 

 

3. Scream VI (ホラー） 3月10日公開 

大ヒットホラーシリーズ「スクリーム」の第６弾では、ゴーストフェイスの殺人を生き延びた者

たちが、“眠らない町”ニューヨークでの新生活をスタートさせる。  

 

4. 65 (SF スリラー） 3月17日公開 

宇宙船が小惑星との衝突事故によって不時着したのは六千五百万年前の地球だった。生

き残った船長と少女コアは元の世界に戻るために戦わなければならない。 

 

5. A Snowy Day in Oakland (コメディー） 3月17日公開 

サンフランシスコから来た美人心理学者が、オークランドの小さな商店街にオフィスを開くこ

とになるが、近所の住民達には受け入れられるだろうか。 

 

6. Shazam! Fury of Gods (アクション） 3月17日公開 

「シャザム！」と魔法の言葉を唱えるとヒーローに変身する少年、ビリーの活躍を描いたDC

コミック映画の続編。 

 

7. A Good Person （ドラマ） 3月31日公開 

交通事故で最愛の娘を亡くしてしまったダニエルは、その事故に関わっていたアリソンとの

意外な友情を通して、許しと希望を見出していく物語。 

 

8. On a Wing and a Prayer (ドラマ） 4月5日公開 

操縦中にパイロットが急死してしまい、乗客の一人が飛行機を着陸させる事になるという、

実話に基づいた映画。 

 

9. Air (ドラマ） 4月5日公開 

バスケットボールのスタープレイヤー、マイケル・ジョーダンがまだ新人だった頃、ナイキと

スニーカーブランドの契約をするまでの物語を描く。 

新しい年を迎えて、皆さんにはこの 2 0 2 3年にどんな

“Adventure”が待ち受けているのでしょうか。私は今年は、色

んな人達との出遭いを大切にして、常に新しい事に挑戦してい

きたいと思っています。今年もどうぞ宜しくお願いします！ 

      あーちゃん：三重県出身、Morrisville/津市在住 
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10. The Super Mario Bros. Movie (アニメ） 4月7日公開 

任天堂と米イルミネーション・エンタテインメントが共同で製作する「スーパーマリオブラ

ザーズ」の世界をベースにした長編アニメーション映画 。 

 

11. Chevalier (ドラマ） 4月7日公開 

マリー・アントワネットの時代のフランス宮廷で、作曲家/ヴァイオリン奏者/剣士として 

一世を風靡したジョゼフ・ブローニュ・シュヴァリエ・ド・サン＝ジョルジュの驚くべき実話。 

  

12. Beautiful Disaster （ロマンス） 4月12日公開 

地下のファイトで無敵を誇る、大学一の有名人トラヴィスは、入学したばかりのアビーと出

会う。二人の熱くクレイジーな友情の行方は？   

 

13. Renfield (コメディー） 4月14日公開 

血を飲めば不死の命を手に入れられるとの妄想に取りつかれ、ドラキュラ伯爵のしもべと

なったレンフィールドだが、次第にドラキュラの悪行から目を覚ましていく。   

 

14. Polite Society （コメディー） 4月28日公開 

格闘技やスタントの訓練をしているリアは、彼女を理解し応援してくれる姉のレナがある

男性と婚約するが、彼のことが気に入らず、姉を結婚式から救出しようとする！ 

  

15. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (コメディー） 5月5日公開 

マーベルコミックスのガーディアンズ・オブ・ギャラクシー第３作。“銀河一の落ちこぼれ

チーム”の物語は、全銀河が感動の大団円へ！？ 

 

16. The Little Mermaid (ファンタジー） 5月26日公開 

ディズニーの名作リトル・マーメイドを実写映画化。ハリー・ベイリーが演じる人魚アリエル

が憧れの外の世界で人間の王子との禁断の恋に落ちていく。  

 

17. The Machine (コメディー） 5月26日公開 

バート・クライシャー自身が大学時代ロシアへ旅行した時の経験を語ったスタンダップコメ

ディがSNSで話題になり、映画化されることになった作品。 
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       「ダモクレスの剣」”The Sword of Damocles” 

  

 あっちもこっちも工事ばかり。次々と林が姿を消していくシャーロットだが、

衛星地図で見るとまだまだ緑がいっぱいだ。意外と頻繁に停電するのは、強風や

雷で倒れた木や落ちた枝で断線するからか。電力会社は日頃から樹木のメンテを

怠らないが、植木屋さんではないので、姿かたちも景観も無視して容赦なく切っ

ていく。前から見ると普通の木なのに横から見ると縦半分しかないという、映画

のセットのような街路樹は、たいていが電力会社の仕業だ。 

 家探しをした時、条件の一つが「裏庭に木がない」だった。以前の家は、裏一

帯が手付かずの雑木林。しかも落葉樹ばかりだったので、秋になると物凄い量の

枯れ葉が舞い落ち、裏庭はあっという間に埋め尽くされていた。毎日、わっさ

わっさと降ってくる無限の枯れ葉とどんぐりを掻きながら、心底うんざりしてい

たのだ。 

 願いが叶って今の家には木がない。ひょろひょろ生えていた数本の若木も、全

て切った。それなのに、枯れ葉もどんぐりも落ちて来る。背中合わせに建つ家の

裏庭が、相も変わらず雑木林だからだ。引っ越して分かったことだが、シャー

ロットには落ち葉バキューム車が来ない。ということは、集めた葉をいちいち紙

袋に詰めてごみの日に出さなければならないのだ。毎週集める十袋分もの葉っぱ

が、全て他人の物かと思うと、心の狭い私はちょっとだけ腹立たしいが、夏の強

い西日と子供たちの叫び声を遮ってくれている上、木漏れ日が美しいことを思え

ば、林があるのは悪くない。柵を越えて伸びてくる枝は、切ってしまえば良いの

だ。だが、木が丸ごとはみ出てきたら、どうしたら良いのだろう。 

 ちょうど、うちとお隣とを分けるフェンスの延長線上に立っている木が、こち

らに向かって傾いているのだ。よく見ると、健康状態もあまり良くないようで、

夏には梢に葉が茂るものの、幹は苔のようなものに覆われていて、地面から２

メートル辺りには浅い「うろ」がある。力をかけたらそこからボッキリ折れそう

なのである。風でゆーらゆーらと大きく揺れるのを眺めていたら、庭に出てきた

お隣さんが言った。「”Eeny, meeny, miny, moe（どちらにしようかな）” さー

て、うちとお宅、どっち側に倒れてくるかな」。根元から折れたとしても、幸

い、どちらの家屋にも届かないが、フェンスは壊れそうだ。まぁ、被害が出たら

弁償して貰えば良いか。 

 さて、ここで問題です。よその家の木が倒れて自分の家が破壊されたら、木の

持ち主に修理代を請求できるでしょうか。 

 念には念を入れ、ご近所掲示板で答えを探してみたところ、なんと自分の保険

で直す必要がある、と書いてあるではないか。自然に倒れたなら責任は問えない

とのこと。相手に支払って貰うには、「倒れる危険があることを持ち主が知って

いた」、つまり、「お宅の木が倒れそう」とあらかじめ知らせてあったという証

拠が必要なのだそうだ。善は急げ、早速、裏の家に事情を話して、証拠写真を

送ってみたのだが、なんだか反応が薄い。「問題があるようには見えないけど

なぁ。まあ、夏になったら見てみます」。向こう側からはうろも見えず、傾き加

減も実感できないのだろう。仕方がない。でも、確かに伝えましたよ〜。 

 葉が繁る季節になったら、風を受けて、ますます揺れが大きくなりそうだ。下

を通るのは止めておこう。         

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  

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～12時00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  

詳細はホームページをご覧ください。https://takenokonc.org/ 

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

 

 

 

              うさぎの耳のお話 
 

 今年はうさぎ年ですね。うさぎは耳に特徴があるので、では

聴覚はどうかと調べてみました。ピンと立っているうさぎの耳

にはとてもよく聞こえる機能があります。まずは音を収音する

機能。 さらに左右それぞれの耳をアンテナのように別々の

向きにかえる（２７０度ぐらい）機能。どちらの方向から天敵が

近づいているかを知り、いち早く逃げることができます。そして

遠くの音も聞こえるようです。犬は１マイル （１．６キロ）とい

われています。うさぎは１．８マイル （だいたい３キロ）離れている音を察知できるようで

す。犬よりも縦に長い耳だからでしょうか。The Journal of the Association for Research in 

Otolaryngology によるとうさぎが聞こえる音域は９６ヘルツから４万９千ヘルツとあります。 

私たちが聞こえる範囲は２０ヘルツから２万ヘルツということですから、かなりの高音域が

聞こえていることになります。このようにうさぎは自然界で身を守るために鋭い聴覚にた

よっているのです。 

 

 さてペットとしてかわいがられてる耳のたれているうさぎ（ロップイヤー あるいはロップう

さぎ）の聴覚は全く異なるようです。多くのロップイヤーうざぎは難聴があるかあるいは

まったく聞こえないということです。もちろん 垂れている耳が音のはいる外耳道を塞いで

いるからと一目瞭然ですよね。解剖学的にいっても外耳道がよじれて音が伝わる道がと

ても細くなってしまっていて、音が鼓膜まで伝わりにくいということです。 

 

最後にぴんと立っているうさぎの耳は放熱器として体温を調節する役割もします。犬は暑

いと舌をだして、はぁはぁさせますがうさぎは汗をかく機能がほどんどないため、ピンと

立った大きな耳で風をうけて血管の流れで体温の上昇を調節します。 

Rabbit Yearにちなんで   Rabbit Earのお話でした。 

 

about:blank
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       第9話 「痴漢」                 

  

毎日電車通勤をしていた頃、毎日悩まされていた事を

思い出した。私は東京に住み勤務をしていたので、毎

日同じ時間の電車に乗り、同じ時間に会社に出社とい

う毎日を送っていた。それでなくても電車通勤はストレ

スなのに、その上に更に重なるストレスがあった。それ

は電車通勤をした経験のある女性なら記憶にある、あ

の痴漢だ。驚くことに痴漢は混みあった電車内に立っ

ているから起こるというわけではなく、座っていても起こることがある。大きなブリーフ

ケースに要注意である。ある朝、始発の電車に乗るため、まだあまり人が座っていない

車両に入り席を選ぶのだが、その時ある男性が大きなブリーフケースを持って車内に

入ってきた。まだどこそこ選ばなくてもガラガラで座るところはどこでもあるのに、わざわ

ざ私の隣に座るのだ。早く起きたのでまだ眠く目を閉じて少しうとうとし始めた時、股の

外側がもぞもぞし始めた。えーっと思ったがあのブリーフケース端の下側に手をかくし

股の外側を触り始めた。すぐに電車は混んで来たため多少の音でも人が注目する混み

ようになった。その時は注目される事が恥ずかしかったためずーっと黙って触られるま

まに３０分くらい我慢をしていた。 

次の日は懲りたので車両を変えた。もうさすがにここには来ないだろうと安心した私はう

とうと居眠りを始めてしまった。電車が走りだした時またもぞもぞが始まった時はもう遅

く、人も沢山入ってきたためまた数十分そのまま降りる駅まで我慢した。その後数回い

ろんな車両を変えたがやはりその男は私を見つけ、どうしても隣に座ってくるので会社

に着くのに丁度よい時間のこの電車も泣く泣くあきらめ他の時間の電車に乗る事にし

た。さすがにもうその男には会うことは無くなった。地下鉄に行き２度ほど乗り換えをす

る時には他の痴漢数人に会いながら会社に着くことになるのだが２、３駅乗るだけなの

で、それはほんの一瞬のため我慢が出来た。 

今は女性専用車両があり、良い時代になったなー、と思う。友人や母の話を聞くと彼女

らは、はっきりとした性格なのでその痴漢の手を持って「止めてください」と言ったり、母

の場合はその時たまたま持っていた先の尖った傘でその痴漢の足を思いっきりつつい

たという話がある。友人や親せきからは私に隙があるから、痴漢の餌食になるのだと注

意をされた事があるが、いったいどうやって隙を見せない様にするのかが分からないた

め、若い間は混んだ電車に乗っている限りは痴漢に会い続けていた。知り合いに聞い

た話だとその人が席に座っていた時、前に立っている女性のスカートが盛り上がってい

たのにびっくりして上を見たらその女性が泣きそうになっていた。良く覚えていないが知

り合いが怒鳴ったらその手の動きがなくなり痴漢が収まったとの話だった気がする。ア

メリカは自動車通勤なので考えられない話だが、日本では動くことも出来ない程混んだ

電車に乗っていた事自分がいた事に驚きを感じる。 

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

変な出来事(匿名)  
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       法律相談 
   

          ー飲酒運転とビザー 

 

新型コロナの蔓延から３年が経ち、今ではコロナと共存しなければならない世の中となっ

てしまいました。地元でも新年会やイベントが再開するなど、コロナ前の生活に戻りつつ

あります。その中で、各種イベントでお酒を飲むことも多くなっていると思われます。そこで 

“ついうっかり”ということにならないよう、アルコールとビザの関連について説明します。 

【DUI】アメリカは飲酒運転に対して大変厳しく取り締まっている国で、飲酒運転

(DUI=driving under the influence)で逮捕されると刑法上の罰則が科せられます。アメリカ

では車内或は公共の場でふたの開いたビールをもっているだけでも逮捕されるところもあ

ります。また、レストランは酔っ払いに対して無制限に酒を提供することもできません。

酔っ払いが後に飲酒運転や人身傷害などの事故を起こした場合、酔っ払っていると知り

つつ酒を提供した者が責任を問われることもあります。 

【ビザ取消】米国内で飲酒運転で逮捕されたら、既存のビザ・スタンプは無効となります。

従って、米国内での違反行為の後に出国したら、既存のビザ・スタンプで再度入国するこ

とはできなくなります。出国をしたら、オンライン・ビザ申請用紙DS160に飲酒運転による

逮捕情報を開示し、裁判書類を添付し、再度ビザの申請をしなおす必要があります。 

【犯罪の種類】飲酒運転で逮捕された場合、初犯であれば、過去の逮捕歴、違法物所

持、第３者に対する人身傷害、など重度の追加違反行為がない限りは、ほとんどの州で

は軽犯罪の判決がいい渡されます。軽犯罪だと、判決文を全うすれば、基本的には滞在

資格には影響しません。将来のビザ申請もできますが、毎回ビザ申請時や入国時に裁判

記録を提示する必要があります。なお、州により飲酒運転に関する法律が異なるので、

必ず違反行為のあった場所の州法を確認することが大切です。 

【ESTA】アメリカで犯罪歴があると将来ESTA（ビザ・ウエイバー）を申請することができなく

なります。既存のESTAを使って入国することもできなくなります。しかし、ESTAが使えな

い場合、観光や短期出張目的であればB1/B2の短期商用・観光ビザを申請することがで

きます。 

【裁判記録】犯罪歴や逮捕歴がある人は、ビザ申請時に米国大使館や米国領事館に裁

判記録を一式提出します。FBIのバックグランドチェックをされるので、ビザ申請は通常よ

りも長くかかることがあります。 

【健康診断】在外公館は、いままで過去５年以内に飲酒運転の逮捕歴がある人、もしくは

過去１０年間に２回以上飲酒運転の逮捕歴がある人、またアルコール依存症だと思われ

る短期ビザ申請者に対しては、大使館指定医師からの健康診断書の取得を要請するこ

とがあります。診断の結果、本人が自分自身や社会に脅威や危害を加えるような障害が

ない、もしくはアルコール依存症ではないと判断されれば、ビザは発行されます。 

【入国審査】無事にビザが発行されても、アメリカ入国時に再度過去の犯罪歴や逮捕歴に

ついて審査されます。米国市民以外のビザ保持者は永住権保持者も含め、入国時に問

題があることが発覚すれば第２次審査室につれていかれ、過去の違反行為に関する書

類の提示を求められることがあります。従って、過去に違反歴がある人は警察の逮捕記

録や裁判所の判決記録を証拠として持参した方がよいでしょう。いずれにしろ、“飲んだら

ウーバー！”を心がけましょう。 
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              漢方とダイエット  

            季節によるダイエット方法 

草木が芽吹き成長し始める春は、人間の体も新陳代謝が活発になる季節です。同じダイ

エットでも、寒い冬に備えて体も栄養分や脂肪を溜め込む秋から冬にかけて始めるより

も、春から夏に向けて始めるほうが効果的なのをご存知ですか。代謝が活発になる春は

ダイエットを始めるには生理的にも理にかなった季節なのです。同じダイエット法を実践し

ているのに、人によって効果があったりなかったりするのは、体質の違いによるもの。自

分の体質が分かれば、太った原因も解決法も見つかります。中医学ダイエットは、漢方の

要である「体質」が基本で、今日ご紹介したいのが春によくみられる二つのタイプです。自

分のタイプを見つけて、食生活の改善をし、太りにくい体質改善を目指しましょう。 

*食欲旺盛な「湿熱太り」タイプ 

原因：このタイプは、エネルギッシュで、疲れ知らずなのが特徴です。体力もあり食欲も旺 

   盛。甘いものや油っこい物が好きで、食べ過ぎてしまう傾向があり、外食や間食が多 

   い、食生活そのものが太る原因。 

特徴：全体に太っていて、がっちりした体格、固太り、体重も多く体脂肪率も高い。元気で 

   疲れ知らず、のぼせやすく暑がり、汗をかきやすい、顔が紅潮しやすい、便秘気味。 

食事：食欲旺盛で、早食いしやすいタイプなので、少ない量でも満腹感を得られるよう 

   に、ゆっくり噛んで食べるのが改善ポイント。体に余分な熱と水分が溜まっているタ 

   イプなので、熱を取り除いて水分代謝を促進させる豆腐などの大豆食品やトマト、 

   キュウリ、ハトムギ茶、食物繊維の多い海藻類や根菜をメニューに取り入れる。 

運動：体力があるタイプなんで、余分なエネルギーを発散できる全身運動の水泳やアクア 

    ビクス、エアロビクス、ウォーキングなどがお勧め。 

漢方薬：竜胆泻肝湯、黄連解毒湯など。 

 

*イライラの「気滞り」タイプ 

原因：このタイプは、精神的に不安定で、思い込みも激しいのが特徴です。過食や拒食を 

    繰り返したり、食欲は波があり。体重の変動も大きく、お酒や煙草、コーヒーなどの 

        嗜好品に依存しがちで、ダイエットも長続きしないタイプ。ストレスを上手く解消でき 

        ず、新陳代謝を促進させる源の「気」の流れが滞ってしまうことが原因。 

特徴：腹部を中心に全体に太っている、むくみが起こりやすい、体重の増減が激しい。ス 

         トレスを溜めやすく、イライラしやすい、気分にムラがある。お腹が張れやすく、ガ 

         スが溜まりやすい、ゲップがよく出る。 

食事：好き嫌いが多く偏食しやすいタイプなので、いろんな種類の食材をバランスよく摂る 

        のがポイント。イライラによって気の流れが滞りやすいので、リフレッシュ効果があ 

        り、気の流れをスムーズにするオレンジなどの柑橘類、バジルやミントなどの香味 

        野菜、気分を穏やかにするジャスミン茶。 

運動：気分にムラがあり、熱しやすく冷めやすいタイプなので、気軽にどこでもできるスト 

         レッチや気功、ラジオ体操など、緊張した筋肉を伸ばす運動で気分もリフレッシュさ 

        せ、ストレス解消を。 

漢方薬：加味逍遥散、小柴胡湯など。 

/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
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       PRESS Coffee Crêpes Cocktails 
               359 Blackwell St, Durham, NC 27701 

 
ダーラム・ブルズの球場ダーラム・ボール・パークに隣接する

「PRESS」です。朝７時からの営業ということで、ブレックファス

トに振ったお店です。クレープ屋さんなのでスイーツとしての甘

いクレープもあるのですが、ここのウリは甘くない、セイボリー

なクレープが充実していること。「South by Southwest」は、ココ

のお勧め。ソーセージやコーン、ハラペーニョなど、南部料理

の素材がいろいろ詰まっていますが、味はマイルド。辛くもな

く、食べにくさはありません。ダウンタウンの中心部にあり、アメ

リカン・タバコキャンパス周辺の駐車場もたくさんあって、便利

です。お店の雰囲気も洗練されていていい感じですが、それだ

けにお昼には混み合ってしまうのが難点。それ以外では、メ

ニューのお値段も＄１０台の物だけで、使い勝手が良い、お勧

めのお店です。 

 South by Southwest 

     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。 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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         ごちそうさまぁ～❢ 
     

 

 

          「端午の節句」のお料理。 
 

「端午の節句」の食べ物というものが「ひな祭り」に較べてぐっと少なくなります。行事食は

「ちまき」。これは古代中国から伝わったものです。 

 

「中華ちまき風おこわ」 
沢山作って冷凍保存できます。持寄りパーテイでも人

気。 

 

（材料）４人前。 

餅米 ３合、干し椎茸 ４枚、豚肉 200g、筍缶 100ｇ、

きくらげ・ニンジン お好みで、 

砂糖 大匙1/2，醤油 大匙３、酒 大匙２、味醂 大匙1，干しエビ 大匙2， 

オイスターソース・ゴマ油 適量。 

 

（作り方） 

1:もち米を洗って半日以上吸水させる。 

2:干し椎茸、きくらげを水で戻す。戻した椎茸、きくらげを刻み、戻し汁にごま油以外の調 

 味料とともに、小鍋で沸騰してから7分程度煮る。 

3:フライパンなどにごま油を引き、1cm角程度に切った豚肉を炒め、肉の色が変わった 

 ら、千切りにした筍の水煮缶を加えて炒めて置く。 

4:炊飯器にもち米と２の汁だけを入れて、既定の水位まで水を加え、２の具材と３を加え 

 て、炊飯する。 

       

「竹の子ご飯」 
 端午の節句の代表的な食べ物に、「筍料理」がありま

す。筍は大きく真っすぐに成長するという特性から、「こど

もの成長を祈願する」縁起のよい食べ物として、お祝いの

料理に取り入れられてきました。   

 

（材料） 4人前 

米 2合、 筍水煮 150g、油揚げ 1枚、 *醤油、砂糖 

各大匙１、*酒、みりん 各大匙2  *白だし 大匙4、 *ほんだし（顆粒） 小匙1/2 水、

万能ねぎ 適量 

 

（作り方） 

1:竹の子と油揚げは短冊切り、万能ねぎは小口切にし、お米はとぎ水に30分ほど浸す。 

2:釜に*印の調味料を全て入れる。 

3:釜にお米を入れて、2合の線まで水を入れ、調味料が溶けるまでよく混ぜる。 

4:3に筍と油揚げを入れる。  

5:炊飯器のスイッチを入れて、炊き上がったらご飯を混ぜる。 

6:お茶碗に盛って、万能ねぎを振りかけて出来上がり。  
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         ごちそうさまぁ～❢デザート編❢❢                  

 
 

アメリカで作る「柏餅」 
 

アメリカで作ろうとすると、まず「カシワ」の葉が

問題になるのですが、この植物は東アジアが

生息地。なので、ここでは形の似たオークの葉

を利用しましょう。 

 

（材料）10個程度分。 

もち粉 150ｇ、砂糖 150ｇ、水 1カップ（230ｇ）、サラダオイル小匙2，打ち粉 適量。（打

ち粉には片栗粉＝ポテトスターチを使用）、小豆餡 100ｇ程度お好みで。 

 

（作り方） 

1:まず求肥を作ります。耐熱ボウルに餅粉と砂糖をいれ、水を４,５回に分けて加えてよく 

 混ぜ、玉ができない様によく混ざったら、サラダオイルを加えてよく混ぜる。 

2:ラップをかけずにレンジで４分程度加熱。表面が軽く固まるまで加熱し、熱いうちに水で 

 濡らした木べらなどで手早く練り合わせる。（やけどしないように注意の事） 

3:木べらで一塊にすくい上げられるくらいの固さになったら、打ち粉をしたまな板のような 

 ものの上に移し、打ち粉をまぶしながら、手で均一の厚さになる様に広げる。 

4:生地が冷めたら必要な大きさに切り分け、手のひらで押し広げながら、小分けにした餡 

 を包んでいく。 

 

「草餅」 
アジア系食材店で購入できるヨモギの葉を混 

ぜ込んで作られたヨモギ独特の香りを持った 

草餅です。端午の節句の始まりとされる古代 

中国では、「5」という数字は縁起が悪く、5月5 

日に薬草であったヨモギを食べて「子供の災厄 

を払う」という意味があります。 

 

（材料） ヨモギ 4g、上新粉 120g、 

白玉粉 60g、ぬるま湯 180㏄、砂糖 30g、 

あんこ 180g 

 

（作り方） 

1:ヨモギをよく洗いごみを取り除き、たっぷりのお湯で5分湯がき、水に1時間ほどさらす。 

2:ヨモギを細かく刻み、フードプロセッサーで細かく刻む。あんこは12等分に丸めておく。 

3:耐熱ボールに上新粉と白玉粉を少しずつ入れて混ぜる。 

4:3をラップしてレンジで3分間加熱。白いところが残っていたら、追加で1分ほど加熱。 

5:4（餡）をヨモギの入ったボールに入れ、ヨモギと餡を混ぜる（熱いので注意） 

6:餅を12等分して、中にあんこを包む。 
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トライアッド かわら版    Triad   Triad   Triad   Triad  

 

まだコロナ以前のようにイベントが開催されていないため、週末かそれプラスの日数で行

けるような近場の観光地をご紹介します。 

 

Piedmont Triadから片道3～5時間ぐらいで行ける距離の観光地は次のとおりです。 

 

*Myrtle Beach, SCと他のビーチリゾート 

マートルビーチは南北カロライナで一番商業的に発展したビーチのリゾート都市で、ラス

ベガスのように各種の娯楽施設、観光客向けのお店がひしめいています。あまりに商業

的なので、もっと落ち着いた場所がよいという人はノースカロライナのアウターバンクスに

あるNags Headが家族連れ向きで落ち着いていてお勧めです。近くのKill Devil Hillsには

アメリカ初の飛行機の飛行を達成したライト兄弟を記念したWright Brothers National 

Memorialもあります。また、NC州の歴史の街Wilmingtonとその近くのCarolina Beachや

Kure Beach、もう少し南に下がったOak Islandやその近くのFort Caswellも家族のバケー

ションには最適です。 

 

*テネシー州Pigeon ForgeとGatlinburg 

ピジョンフォージの最大の観光名所はDolly Partonが

作ったカントリーミュージックやアメリカの田舎の雰囲

気を強調したテーマパークDollywoodです。乗り物だ

けでなく、様々な歌や踊りのショー、動物や鳥などの

自然も楽しめます。この街には各種のディナーショー

がありますが、最大のものは同じくDolly Partonが経

営するStampedeディナーショーでしょう。また、The 

Island in Pigeon Forgeという遊園地＋ショッピング

モールのような観光名所にはレストランやお店がたくさんある中に観覧車や無料の光と

音楽の噴水ショーもあります。Pigeon Forgeの大通りはラスベガスの縮小版のように混雑

しているので時間によっては非常に渋滞することがあります。 

 

隣町ギャトリンバーグは山に囲まれた狭い場所にMyrtle Beachのような各種の観光客向

けの店が軒を並べています。「テネシー州の旧軽井沢銀座通り」といった感じだそうです。

駐車場が豊富ではないのですが、どこかに駐車して町中を散策したりRipley’s Aquarium

など観光名所を訪れたり、ディナーショーを見たり、食事をするのものよいでしょう。 

 

*Great Smokey Mountains National Park & Cherokee, NC 

テネシー州とノースカロライナ州の両州にまたがるこ

の国立公園は入場者数では全米一だそうです。いく

つかの滝までのハイキングやCades Coveのドライ

ブ、Clingmans Domeからの展望はもちろん、複数の

ビジターセンターも十分楽しめます。この国立公園の

手前のNC州側には先住民族インディアンの居留地

Cherokeeがあります。インディアン博物館やインディ

アン文化を再現した村もあります。さらにインディアン

の強制立ち退きの歴史に基づいた野外劇を鑑賞するのも良い思い出になるでしょう。ま



 

27 

   Triad   Triad   Triad   Triad  Triad   Triad   Triad   Triad   

たHarrah’s Casinoもあるので、ちょっと運試しにギャンブルしてみるのも思い出になるか

も。そしてこの豊富な自然を楽しみましょう。 

 

*歴史の街Williamsburg, VAとその周辺 

米国植民地時代の歴史を残すJamestownの史跡と博物館、植

民地戦争の歴史が残るYorktownの戦場跡と博物館、そして植

民地時代のバージニアの州都だったWilliamsburgがあります。

WilliamsburgにあるColonial WilliamsburgはOld Salemより数倍

も大きい野外歴史博物館で、当時の服を着たガイドが当時の

様子を再現しています。また、ヨーロッパをテーマとしたBusch Gardens Williamsburgとい

うテーマパークでは、乗り物の他にたくさんのショーや動物を見ることができます。木陰の

ベンチで休憩することもできるので、子供からお年寄りまで楽しめるテーマパークです。

ディズニーの映画で有名なポカホンタスはこのJamestownの出身でした。 

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。 

Danji 
4929 W Market St, Greensboro, NC 27407  

 

Triad地区で美味しい「ちゃんぽ

ん」と聞き早速トライしました。 

1人でランチ時に行ったのですが、前菜の数が7つ。こ

れだけでお腹が一杯になりそう。どれも家庭的な味で、

白いご飯が欲しくなりました。勿論、前菜はお変わり

オッケー。メインのチャンポンが運ばれてきた時は、目

が点になるほどの量。思わずDinnerサイズを注文した

のかなと思うほど。驚いたのはSnow Clubの大きさで

す。足1本2本の話ではなく、しっかり身の入った半身

に、丁度良い食べごろのムール貝がゴロゴロ、大きなエビも数多く食べ応えあり。野菜

もしっかりとれ、値段の割にお得感ありです。 
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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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

不動産物件： Triangle/Triadで物件をお探しの方に、米不動産業15年以上のプロ

が丁寧に日本語でお手伝いいたします。sales@realtytriangle.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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

コマーシャル用印刷：ビジネスカード、フライヤー、マニュアルなどビジネスに

関する印刷業務を承ります。お問い合わせ： jmoye@universalprinting.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 
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3/233/23コンサート/ミュージカル/演劇などのパフォーマンス 

3/9-26 Mozart: Symphony No. 40 - Carolina Ballet DECPA 

3/17,18 The Music of Phil Collins & Genesis - NC Symphony DECPA 

4/4-9 Les Misérables(musical) DPAC 

4/13-15 Holst: The Planets UNC-CH, DECPA 

4/22-30 The Color Purple - North Carolina Theatre DECPA 

4/27-30 Orpheus & Eurydice - Carolina Ballet DECPA 

4/28-30 Chicago (musical) DPAC 

5/4-6 
Star Wars: The Empire Strikes Back In Concert NC 
Symphony 

DECPA 

5/12 Stevie Nicks PNC Arena 

5/20 John Mellencamp DPAC 

5/30-6/4 1776 (musical) DPAC 

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

4/1 Carnival of the Animals NC Symphony DECPA 

4/16 Harlem Globetrotters PNC Arena 

5/18-21 Sleeping Beauty - Carolina Ballet DECPA 

 日本関連のイベント  

3/23 NC日米協会コンファレンス NC Biotech Center 

3/25 NC高校生スピーチコンテスト FedEx Global Center) 

4/16 Durham Chapel Hill 日本人会春のピクニック TBA 

5/26-28 Animazement Raleigh Convention Center 

その他のイベント 

3/11 Raleigh St. Patrick's Day Parade Downtown Raleigh 

4/1,2 Dreamville Music Festival Dorothea Dix Park 

4/29 Spring Daze Arts and Crafts Festival Bond Park, Cary 

3-6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 

       South Durham Farmer’s Market 
         5410 NC-55, Durham, NC 27713  
 
SW Durhamのサマーファーマーズマーケットが4月1日からスタートし

ます。Raleigh のファーマーズマーケットより規模は大分小さいです

が、ローカルの野菜、果物、乳製品やNCの沿岸で取れた新鮮なシー

フードが揃っています。日本の和野菜の苗、柚、蕗、盆栽も販売されます。4月1日は

Durham County Master GardenのPlant Saleも同時に行われます。それぞれの季節の野

菜、フルーツ、お花を楽しみませんか。ベンダーさんも話し好きな人ばかりです。 
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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 

   sankakuyokochou@gmail.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」 2023年春号/第77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 

2023年の「新年の抱負」は、考

えた末、健康を考慮して「お家

ご飯」に決めた。昨年は忙し

く、いつも外食に頼ってしま

い、多い時は週に3~4回は外

食で飽きてしまうほど。どこの

レストランに行こうか、何を食

べたいのかも分からないなど

がしばしばだった（あまり食べ

る事に興味がないのか。。。い

やいやそんなはずはない）先

ずは買い物に行く前に1~2週

間のおよそのメニューを決め

て買い物リストを作成。それを

もっていくつかのストアーへ。

各ストアーでセールしていて、

使えそうな食材もゲット。なる

べく手間を掛けたくないので、

クロックポットの料理を検索。

今までなら、「新年の抱負」は

数週間で忘れてしまうのに、

今年ばかりはいつもと違う。今

では少しぐらい忙しくても自

炊。昔は「佃煮」「ふりかけ」は

お店で買ってきたのに、簡単

レシピを見つけて作ってみた

り、今まではカピカピに古く

なって、冷蔵庫の奥深くに眠っ

ていた野菜、コンニャク、お豆

腐も腐る前に調理するように

なった。メニューのレパート

リーも増え微笑む。yoko 
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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 

 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 

Taylor English Duma LLP 
1600 Parkwood Cr, suite 200 
Atlanta, GA 30339 

代表:770-434-6868 

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



 

 

 


