
Tea Time最終号

このTea Timeが産声をあげてから早22年、1997年の初回編集ミーティングには「いつまで続けていけるかしら

ね」と口走りながらも、「ハンプトンロード地区に住む日本女性たちの助けになる」ような情報誌を立ち上げようと
集まった女性たちが6人集合、私もその一人でした。小学校の壁新聞作り以来編集作業などにはすっかり縁のな

かった私たちでしたが、何のたたき台もないまま妙に楽観的で、頭の中は掲載記事や紙面デザインへのアイデア、
実行可能な編集方法などでいっぱいでした。何はともあれ一生懸命走り続けてみよう、そんな気持ちでスタートを
切ったのでした。正直なところ22年という年月は自分なりの予測を大幅に超え、本当に22年も？と感慨を新たに

するばかりです。今日まで様々な日本人女性が編集員として入れ替わり立ち替わりそれぞれに大きな足跡を残
していってくれました。お互いに学び合い、触発し合い、笑い転げ、時には額にシワ寄せ合って共に悩み…。全て
が素晴らしい出会いであり、間違いなくそれが今日まで続けてこられた大きな原動力です。もちろんもう一つの大
きな原動力は、読者の皆さんがこのTea Timeを楽しんでくださっている、待っていてくださっているという励ましの
お言葉でした。手探り状態の中、ワープロ原稿やイラストの切り貼りをしたり、白黒コピー印刷に色鉛筆で一枚ず

つ色を挿してみたり、と今振り返れば冷や汗ものの原始的な手段を使い、現在の何倍もの時間を費やして仕上
げていた当時を懐かしく思い返します。それから20年、テクノロジーのめざましい進歩で私たちの編集方法も少し

ずつ進化していきました。インターネットがあっという間に普及した現在、ちまたの情報量や情報入手手段は当時
と比べものになりません。私たちもそうした時代の流れを何年も前からひしひしと感じつつ、それでも日本語の印
刷物を喜んでくださる読者の皆さんの声に背中を押されながら、「もうしばらく私たちなりの方法でがんばってみよ

う」と毎号毎号手を抜かずに続けてきました。ただ、何事にも潮時というものがあるようです。それぞれに多忙な
編集員の時間とエネルギーを費やしたTea Timeが、以前のように皆さんの助けや楽しみとなれる度合いが随分
薄れてきたことは否めません。スマホやPC一つでどんな情報でも詳細に、かつ日本語で入手できる世の中となり

ました。そろそろTea Timeも潮時のようです。ずっとご愛読下さった読者の方々、有難いご寄付によって応援して
くださった多くの方々、印刷を請け負ってくださった日本企業の方々、これまでのご厚意を心から御礼申し上げま
す。当地に引っ越されて来て日本人の友達や地元情報を必要とされている方々が、Tea Time宛に連絡してきて
下さったことも何度かありました。私個人としましては、アメリカ生活の大半の年月をTea Timeと共に歩み、ふと

気がつけば 終号にこのようなご挨拶の筆をとって 後の幕引きができることを静かな満足をもって受け止めて
います。Tea Timeを通して大変優秀で素敵な仲間と出会い、新たな友達の輪が広がり、一人では不可能だった
パソコン使いも随分勉強させてもらうことができました。有難いことです。そして私たちが一生懸命作り続けてきた
Tea Timeが、縁あってこの地域に集まった日本人の皆さんのお一人でもお二人でも、お役に立てることができた

のであれば、こんな嬉しいことはありません。長きにわたり、ご支援とご愛読を誠に有難うございました。
（編集員 安田千秋）

第65号 2019年10月15日

Tea Timeのバックナンバーは是非このウェブサイトから閲覧下さい！

http://teatime-va.jimdo.com

＊バックナンバーの古い情報の中には時間とともに色あせるものも多々ありますが、

今しばらくは皆さんのお役に立てる情報や読み物もまだまだあります。
時々読んでみてくださいね
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昨今の旅行ブームで飛行機を利用する人々がますます増え、国内、国外のトラベルセキュリティー対策が強化されると共
に変化、進化を遂げています。疲れているのに空港で長蛇の列を見ると辛くなりますよね？国内、国外共に事前に承認を
得ておき、少しでもスムーズな旅行にするために、知っておくべきトラベル情報をお知らせします！ちなみに今年、我が家
のスペイン旅行でマドリッドに入国した際、息子が間違えて娘のパスポートですんなり入国出来てしまったのは笑い話と
なりました。情報量が多いため、詳細は各ホームページを参照して下さい。

知ってると便利︕⾶⾏機最新トラベル情報︕

REAL ID
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TSA Pre✓®と Global Entry

TSA Pre✓は、米国運輸保安局(TSA)が運営する出発事前検査プログラムで、事前にTSAから承認を受けた
搭乗者は、米国の加盟空港出発時の保安検査場にて専用レーンを利用することができ、検査においても、靴、ベル
ト、薄手のジャケットの着脱や、機内持ち込み手荷物に収納されたノートパソコン、液体物を取り出す必要がない。搭
乗券を発行する際、ランダムに選ばれることもあるが、常時対象になるには、米国市民、米国永住権保持者のみ申
請が可能。オンラインで申し込みした後、指定された場所で面接を受ける。面接オフィスは、現在バージニアビーチと
ニューポートニュースにある。申し込み料$85で5年間有効。

TSA Pre✔

Global Entry

9.11のテロ事件後改正が進められて来た新しい運転免許証/身分証明証。いずれの州においても18歳以上の成人
は2020年10月1日以降、米国国内線航空機への搭乗に際してはREAL IDか、運輸保安局(TSA)が認める身分証が
必要になる。バージニア州のREAL IDには右上に星★マークが付く。REAL IDが無い場合は第二の身分証、パス
ポート、グリーンカード、グローバルエントリー、ミリタリーIDなどが必要となる。REAL IDを取得するには、直接DMV
に行って申し込みをする。オンラインでは申請できない。必要な書類は、パスポート、ソーシャルセキュリティーカード、
住所を証明できるもの（住宅ローンや電気・水道などの請求書など）。詳細はホームページを参照。書類が一つでも
不足すると受け付けてもらえないので、注意。料金は通常の更新料$32に加え、REAL ID申請料$10（一回のみ）が
かかる。来年の10月まで時間はあるが、早めに取得しておきたい。18歳以下の子供は成人と一緒であれば、REAL
IDは必要ない。

米国CBP（税関・国境警備局）が開発した入国事前審査プログラムのひとつ。Global Entryを取得した渡航者は米
国の空港に到着した後、ダイレクトに自動キオスク（自動化された審査のためのブース）へ進むことができ、入国審
査の列に並ぶ必要がない。こちらも米国市民、米国永住権保持者のみ申請可能。オンラインで申し込み、州内のエ
ンロールメントセンターで面接を受ける。バージニア州内では現時点でワシントンダレスセンターかリッチモンドセン
ターのみ。 近は申請者が増え今年の政府機関閉鎖の影響で遅延も生じているため、現在は海外旅行から戻り再
入国する際、予約なしで入国国際空港内のオフィスで面接が可能になっている(Enrollment on Arrival)。 申請料
$100で5年間有効のカードが発行される。

Global EntryにはTSA Pre✔が含まれるため、これからどちらかを申請しようとするならば、Global Entryの方が
断然お勧め。特に私たち日本人は日本とアメリカを行き来する事が多いので価値がある。注意しなくてはいけない
のが、どちらも登録する際の名前と飛行機を予約する際の氏名が完全に一致していること。クレジットカードやマイ
レージカードによっては、申請料を払ってくれる場合もあるので、持っているカード会社に確認すると良い。

国内・国際線に限らず持っていると便利

国外から米国に入国する際にあると便利

www.tsa.gov/precheck

www.cbp.gov/travel/trusted-traveler-programs/global-entry

www.dmv.virginia.gov/drivers/#real_id.asp



ホームページ︓

在米日本大使館からも通知が来たように、今年4月22日から、日本の空港や港で手荷物検査の強化が始まった。
近、海外（特にアジア）から持ち込まれる可能性のある口蹄疫、鳥インフルエンザ、豚コレラなどが懸念され、旅行者
の荷物が厳しくチェックされる。主要空港では訓練された可愛い犬たちが、手荷物受取所で手荷物を嗅ぎ分けてい
るのに気付いた人もいるだろう。生肉はもちろん、ジャーキー、ソーセージ、餃子などの加工品を含めた全ての肉製
品が、市販品や自家製にかかわらず、日本には持ち込めない。違反すると警告書が出され、3年以下の懲役または
100万円以下の罰金となる場合があるので要注意。今年8月より成田の第三ターミナルで税関手続きも税関検査場
電子申告ゲートの利用が可能になった。専用のアプリを事前にダウンロードし、必要な情報を記入するとQRコード
が発行され、申告ゲートでパスポートと照会・顔認証される。詳しくはホームページを参照。

また、海外からの旅客便が到着する全ての空港・海港において、靴底消毒を実施している。例えば海外で牧場やハ
イキング、あるいはゴルフ場を歩いたりした際に土が靴に付き、なんらかの菌が国内に持ち込まれるのを防ぐため、
到着エリアの入国審査場前の区域やボーディングブリッジなど、全ての旅客が通る場所に、靴底消毒用のマットが
敷かれている。消毒マットには消毒薬が浸透しているのでしっかりと踏み込むこと。土のついた靴を持ち込む場合は、
動物検疫カウンターにおいて靴を消毒することが出来るので、立ち寄ると良い。

⽇本に持ち込まれる⼿荷物検査の強化
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顔認証ゲートと⾃動化ゲート
さて、今度は日本の新システム。海外からの旅行者が年々増え、来年のオリンピックも見据えて、日本でも色々な試
みがされている。日本の出入国には現在、有人審査、顔認証ゲート、自動化ゲートの3通りがあるが、無人の顔認証
ゲートや自動化ゲートを利用すると、長い有人審査より、スムーズなおかつスピーディーな出入国が可能になる。

顔認証ゲート︓事前登録なし

日本人を対象に随時試験運転されてきたシステムで、パスポートを機械が読み取り、
本人の顔と確認して出入国管理をする。今年7月から、外国人も日本を出国の際の
み、利用できるようになった。成田・羽田・関空など全国に展開中。顔認証ゲートを
利用するには事前登録が要らないので、ICチップ内蔵のパスポートがあれば、誰で
も利用できる。

⾃動化ゲート︓事前登録あり（無料）

基本的には日本人が利用できるゲートで、事前に指紋を登録する。申請フォームを
記入して各空港に設置されている審査オフィスにて登録することができる。次に日本
に行く予定があれば、事前にフォームを記入して日本に着いた後登録を済ませてお
くと良い。手続き自体は5分ほどで済むらしいが、並んでいる場合もあるので、日本
出国前にする場合には時間に余裕を持って行く事。
外国人であっても、日本に居住していたり頻繁に出入国する人であれば、Trusted
Traveler Program登録を前提に自動化ゲートも利用できる場合がある。

上記⼆つのゲートを利⽤する場合
は⼊国スタンプが押されない。⽇
本でJRパスを使うときなどスタン
プが必要な場合は、ゲートを抜け
た後に出⼊国管理事務所に寄ると
スタンプを押してもらえる。

⽇本での最新情報

2020年5月より、東海道・山陽新幹線と九州新幹線に特大荷物を持ち込む場合は事前に指定席と合わせての予約
が必要になる。予約をしていない場合は有料で1000円支払わなければならない。対象となるのは、特大スーツケー
スなど3辺の合計が160cm~250cmの物。荷物は車両後部にあるスペースやデッキに鍵付きの専用コーナーが設け
られる予定。詳しくはホームページを参照。https://railway.jr-central.co.jp/oversized-baggage/index.html

www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00168.html

www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00111.html

www.customs.go.jp/kaigairyoko/egate.htm
www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html
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「交通事故の対処法」 (41号)
とっさに慌ててしまい適切な対処ができないのを防ぐための
読んでおきたい情報。車に常備しておくと便利な表も。

「夏の野外は危険がいっぱい」 (6号)
Poison ivyに接触したり、ダニやイエロージャケット(蜂の一種)に襲われた時の症状や処置法の説明。
大自然が身近なアメリカだからこその、知っておくべき知識。手遅れにならないよう的確な判断を。

「ハリケーンなどの災害対策」 (41号)
自然災害のニュースが絶え間なく聞かれる昨今、身を守るために抑えておきたい情報が掲載。
特にハンプトンローズにおける脅威であるハリケーンについて、防災グッズの紹介や、Before・
During・Afterの対策が書かれているので、読んで頭に入れておいて欲しい。

知っておくべき用語は・・・

Ø Tornado（竜巻）/Flash flood（洪水）の Watch（注意報）と Warning（警報）
Ø Recommended evacuation （避難勧告）と Mandatory evacuation （避難命令）

「アメリカ生活での常識」 (11号)
日本での生活とは異なる、押さえておきたい家のメンテナンス情報。オーブンやディッシュ・ウォッシャー、排水管な
どに関する事柄。その他、家を留守にする際にやるべき事項についても言及。

「大統領選挙」 (10号)
来年2020年は大統領選の年。歴代大統領の名前や選挙システム、民主党と共和党の説明、

各党のあだ名がロバとゾウである由来などについて説明されているので、これから加熱する
大統領選の参考として読んでおきたい。

昔のTea Timeから 使える情報ふたたび (1)

「バージニアの公立学校のあれこれ」 (50号) <学校で使われる一般的な用語例>

日本とは大いに異なるアメリカの学校事情を
詳細に説明。進学・進級に役立つ情報が満載！
ちなみに、公立学校のイベント情報は61号を。

School Supply List 事前に準備する文房具やクラス備品

Open House 新年度/新学期の始まりに行われる保護者会

Yearbook 毎年発行されるアルバム

SOL 各学年・各科目の実力テスト

GPA 成績評価値

これまでTea Timeに掲載された膨大な情報の中から、今でも有用だと思われるものをピックアップしてみました。
詳細は是非、バックナンバーのウェブサイト（ https://teatime-va.jimdo.com ）でご覧ください。

生活

学校



「バーベキュー」 (6号)
スペアリブやビーフ、ラムの焼き方、BBQのおススメ万能ソース、BBQ用の野菜やコールスローの

レシピが紹介されている。

「ハーブ・スパイス特集」 (8号、9号)
ハーブ（香草）やスパイス（香辛料）の特徴や便利な利用法などの紹介。

「お肉の部位と使い方」 (22号、43号)
牛肉・豚肉の各部位の名前、特徴、調理法の紹介。ひき肉は見て分かるけど、フィレやばら肉はどれ？という人には
是非おススメ。
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昔のTea Timeから 使える情報ふたたび (2)

コショウ、パプリカ、バジル、タイム、オレガノ、シナモン、キャラウェイ、フェンネル、ディル、ローズマリー

ガラムマサラ、ターメリック、ナツメグ、クローブ、クミン、コリアンダー、オールスパイス、カルダモン

<掲載>

ハーブ

スパイス

<掲載例>

「知っててトッテモ便利帖」 (20号)
シミ（赤ワイン、インク、口紅など）の取り方、家の修理や改装の見積もり、賞味期限/有効期限の話など。

「生活の知恵」 (31・32・33号)
洗濯乾燥機用シートをポケットに入れて蚊よけに、残った紅茶やティーバッグの活用法、

カーペットに落ちた溶けたろうそくの取り除き方など、多岐にわたる問題解決の紹介。

「暮らしの智恵-料理編、お掃除・洗濯編」 (45号)
てんぷらの衣の話や醤油の種類（濃い口、薄口、たまり、白）、アルミホイルを使った
灰汁取りなどの情報。その他、フローリングの掃除、皮ブーツのお手入れ、縮んで
しまったセーターの回復の仕方など。

「ちょっと便利な暮らしの知恵」 (46号)
菜ばしを使ってお鍋の吹きこぼれ防止、デンタルフロスでケーキを切る、トイレットペーパーの
芯の活用法など、写真入りで分かりやすく説明。その他、高速道路の番号（奇数と偶数の違い）、
出口が左か右かの見分け方などの情報も。

暮らしの智恵

料理
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昔のTea Timeから 使える情報ふたたび (3)

「病院なんて恐くない！」(小児科-2号、婦人科-3号、眼科-4号、耳鼻咽喉科-5号、歯科-7号)
病気になったら避けて通れない、医療機関での英語の説明。受診前の問診票には見慣れない単語がいっぱい！
そんなあなたに、医者にかかるときに知っておきたい英語の単語や表現を、所どころ図解入りで紹介。

小児科（2号） 予約を取る際の表現、緊急時の対処、必要な予防接種など。

婦人科（3号） 婦人科系で使われる単語や病名、更年期などについて。

眼科（4号） アメリカでは年に一度の視力検査が一般的で、その際目の病気が見つかることも。

耳鼻咽喉科（5号）自然豊かで樹木が多いバージニア州では、この科にお世話になる機会が多いかも。

歯科（7号） アメリカでは半年に一度の定期健診（regular check-up）で一般歯科（general dentist）へ行くが、
問題が見つかると、口腔外科（oral surgeon）、矯正歯科（orthodontist）、歯周病専門医
（periodontist）などの専門医に送られる。

「頭字語＆略語」 (55号) 「アメリカで通じないカタカナ言葉」 (51号)
アメリカでよく使われるアルファベット3～4文字や、 英語だと思いがちなカタカナ言葉（和製英語）と

近SNSで使われる略語など、知っていると便利。 その正しい英語を2ページにわたり紹介している。

RSVP 出欠の返事をお願いします

a.k.a. 別名

DOB 生年月日

K-9 警察犬

<例> ナンバープレート license plate
パンク flat tire
コンセント outlet
ジェットコースター roller coaster

<例>

ウィルス virus（発音注意！ヴァイルス）

感染性の contagious
けが injury
扁桃腺が腫れている The tonsil is swollen.

<単語と表現（例）>

悪性腫瘍 malignant tumor
良性のう腫 benign cyst （発音注意！ビナイン）

更年期 menopause
貧血がある I am anemic. （発音注意！アニーミック）

<単語と表現（例）>

白内障 cataract
緑内障 glaucoma
近視 near-sighted
乱視 astigmatism

<単語と表現（例）>

<単語と表現（例）> 耳鳴りがする My ear is ringing.
鼻水が出る I have a runny nose.

(5号に出ている“running nose”より一般的。
鼻が詰まっている I have a stuffy nose.
喉が痛い I have a sore throat.

Benadryl（ベネドリル）
アメリカで一般的な抗アレルギー
市販薬。内服と軟膏がある。

<単語と表現（例）> 虫歯 cavity、tooth decay
歯槽膿漏 periodontitis
親知らず wisdom teeth
さし歯 crown（3つ以上連なったものは“bridge”）

メディカル

ことば



終号を迎え元編集員と読者の方からお言葉を頂きました
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Haru

初代編集長の佐々木美禰子さんの「日本から移住してきた方々に情報を提供し仲間作りの土台になりたい」
という趣旨のもとに、6人の同志が集まって出来た”Tea Time” でした。あの頃（1997年）は結構、日本企業や
その家族又は単独でこのTidewater近郊に来られた方が多く、地元の生活に密着した環境やそれに応じた暮ら
し方など、更に地方のイベント、アメリカ生活で必要な英語（特に医者に行った時に覚えていると便利な単語）、
アメリカ料理（特にホリデー）、地方に蔓延る危険な害虫などの紹介を取り上げていました。

私は発足1年後の1998年に編集に加わり、コンピューターの使い方から始まり大変でした。当時のTea Time
は白黒印刷のみでした。ある日本企業のオフィスをお借りして、企画、編集、デザイン、訂正、印刷と出来上が
るのに数ヶ月かかったと思います。この会社が日本へ引き上げてからは、元編集員の節子Orrさんがご自宅の
地下を改築し、ミーティングの場所にと提供してくださいました。このお部屋は広々としていて誰にも遠慮するこ
となく、そして節子さんのご自慢の手料理を頂きながらの楽しい時間でした。私は2010年3月号を 後に辞めま
したが、毎回立派になっていく”Tea Time” を読むのが楽しみでした。現編集員の安田千秋さんだけが発足以
来頑張ってくれていました。その後若い方々が続けて下さっていたので嬉しく思っていました。それにもまして発
足以来、印刷などの面で日系企業各社のご協力には感謝いたしております。平成と共に歩んだ”Tea Time” を
読みながら、時代そのものの変化が手にとるように分かる情報誌、インターネット時代でも編集員の思いやりが
伝わってくる”Tea Time” を読む楽しみを味わっていたのは私だけではないでしょう。編集員の皆さん、長い間
お疲れ様でした。

田中洋子

Tea Time 編集員の皆様、ありがとうございました！！！

年3回、創刊から22年の長きに渡って多種多様な情報を、きめ細やかな女性目線で季節に合った旬の情報を
発信して下さり、読者を楽しませてくれました。愛読者の一人として、この素敵なTea Timeが、65号を持って幕
を閉じることを大変寂しく思っています。

初面に季節の挨拶がありページを捲ると、お料理コーナー、レストラン、ショッピング紹介、旅情報、イベント情
報、知っていそうで知らない暮らしの知恵、Gallery、Japanese in Virginiaなどなど、次々に役立つトピックが
てんこ盛りでしたね。どれをとってもアメリカという異文化の中で暮らす、多くの日本人女性を中心とした読者の
力となり、皆様の生活に生かされてきたと思います。これまで編集に携わって下さった、多くの頼もしく、優しさ
溢れる大和撫子の皆様に心から感謝し、本当に22年間ご苦労様でしたと申し上げたいです。

私は、初刊から22年間ずっと拝読させて貰いました。当時は、今のようにネットもスマホもない時代でした。ハ
ンプトンローズに住んでいるも、中々地元の情報を知ることがままならず、子育てや仕事に追われている私は
なおさらでした。そんな時、日本語補習校の先生から頂いたTea Timeは、すごく新鮮で興味深く一気にファン
になりました。ページを捲り料理やデザートを作ったり、お勧めレストランやコンサートや旅行に行ったり、お陰
様で素敵な時間が楽しめました。当初は今のようなカラー版ではなく白黒印刷でしたが、手書きの可愛いイラ
スト入りで手作り感溢れ、編集する皆様の真心が伝わってきました。それから年を重ねるごとに、更に内容が
洗練され読者の気持ちに寄り添った、痒いところに手が届く、至れり尽くせりの華のある素晴らしいTea Time
に成長し、私達の暮らしの糧となり愛されてきましたね。素敵なTea Time、本当にありがとう！！！閉刊は
本当に寂しくて残念です。でも私はこれからもページを捲りお知恵をお借りしたいと思います。

後にもう一度、編集員の皆様の長年のご努力とご活躍に敬意を表し、そして印刷にご協力頂いたキャノン
社様にも重ねて深く感謝申し上げます。

パットニー勢津江



ニューポートニュースに住んでいた頃、週末はよく女友達と食事を共にした。ワインを片手に、三人寄ればかし
ましい女同士の話は尽きることがなかった。ある夜、一人が読み終えたばかりの本の話をしてくれた。「女たち
のジハード」という題名で、同じ会社のOLだった女性たちがそれぞれ会社を辞め、自分の進むべき道を目指し
て歩み出して行く物語だと説明し、「ジハード」というのは「聖戦」という意味だとも教えてくれた。二人ともぺニン
スラでの生活は私より長く、一人は主婦、母でありながら経営者としてバリバリ仕事をこなし、もう一人は3人の
子供の母であるが、医学を学ぶために大学に進学するという目的を持っている主婦だった。二人ともすでに戦
闘態勢に入っているではないか、と思いつつわが身を顧みれば、日々生活に慣れるのに精一杯で自分のこと
など考える余裕もなく、それきりその本のことも忘れてしまった。

長い時が流れ、日本にいる私は先日本屋で一冊の本に目が釘付けになった。あの夜が昨晩のことのように、
一瞬で蘇った。ついに「女たちのジハード」を購入し、一気に読み終えた。そしてこの本でいう戦いとは、自分と
の闘いなのだと理解した。海外で暮らすということ自体、自分との闘いの連続だ。言葉が不自由で、環境や習
慣にも不慣れ、働く場を得ることも容易ではない。認めてもらうには挫けそうになる自分を叱咤激励し、少しずつ
レベルアップしていくしかない。ぺニンスラで出会った日本人女性たちは、誰もが才能豊かで個性的だ。よく笑っ
てよく話し、行動的である。待っているだけでは何も手にすることができないことを知っているのだ。自分と向き
合い、自分と戦い、持てるものを磨き上げてきた結果なのだと思う。

そんな折、「Tea Time」がその長い歴史に終止符を打つ、という連絡をいただいた。また心はぺニンスラに飛ぶ。
昨年、「Tea Time」の編集会議に参加させてもらった時のことを思い出した。初期の頃はある編集員のご厚意
で自宅を開放してもらい、ランチ付きの贅沢なミーティングをしていた。その後は一品持ち寄りで編集員の誰か
の家に集まった。そしていつからか、ミーティングの場は編集員が集まりやすいコーヒーショップに変わった。そ
れぞれ自分の仕事を持ちながら編集作業に携わる現在の編集員にとって、コーヒーショップのほうが時間の節
約になり、気分的にも楽なのだろうと想像できた。そう納得しながらも、ザワザワと人が出入りするオープンな場
で不自由ではないのか、と心配していた。しかし、編集員の熱意にも作業にも変わりはなく、朗らかな笑顔と笑
い声に包まれた、従来通りの編集会議だった。その多少の不便をものともしない強い志に感服したものだ。

いま彼女たちは一つの「聖戦」を終えようとしている。背筋を伸ばして惜しみない拍手を送りたい。お疲れさまで
した。

ノーフォーク在住の石橋微笑子様より、Tea Timeへご寄
付を頂きました。編集員一同、心より感謝申し上げます。
また、この場をお借りして、長年にわたり毎年定期的に
ご寄付をくださってきた日本バージニア協会様にも厚く御
礼申し上げます。

ニューポートニュース補習授業校による毎年恒例の古本市・
バザーが開催されます。当日の古本のご寄付も受け付けます。

日時：10月19日（土） 10:30〜13:30
場所：Peninsula Catholic High School 体育館

600 Harpersville Road, Newport News

領事出張サービスも開催しますので詳細は下記をご参照ください。
www.us.emb-japan.go.jp/j/ (別時間帯 9：30〜12：30)

本誌はHampton Roads に住む日本人のための情報誌です。 女性
ボランティアにより年3回、季節の記事やローカル情報などを取り上げ、

発行してまいりました。ご意見、ご希望などございましたら、ご遠慮なく

下記にご一報下さい。
（投稿先）Tea Time E メールアドレス ocha_va@live.com
（編集員） 安田 千秋 / 千香子 Loree /  博子 Burtner /

温子 Smith

「Tea Time」は日系企業CANON社様
のご協力で印刷して頂きました。長い間
誠にありがとうございました。

Thank you掲示板

エッセイ by 小島まちこ

それぞれの「ジハード」

この度小さなエッセイ集を2冊出版しました。「残照」は
亡くなった義父母の終末について、「Dear Friends」で
は初めて駐在員家族として住んだ、インディアナ州で
の体験を記しました。Amazon.co.jpで販売しています。
読んでいただけたら嬉しいです。 小島まち子
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