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偉人の名言

偉人の名言
色々な経験をしてきた偉人だからこそ、発することができる言葉があ
ります。いつも新しい視点に気づかせてくれる偉人達の心に残る名言。

スティーブ・ジョブズ
名前：スティーブン・ポール・
“スティーブ”
・ジョブズ
（Steven Paul "Steve" Jobs)
国 : サンフランシスコ、アメリカ合衆国
生 : 1955 年 2 月 24 日 - 2011 年 10 月 5 日
アメリカの実業家で、アップル ( 前アップルコンピュータ )
墓場で一番の金持ちになることは
の共同設立者の 1 人。1976 年、最初のコンピュータ「アッ
私には重要ではない。
プルⅠ」
、翌年に「アップルⅡ」を発売、革命的なパーソナ
夜眠るとき、
ル・コンピューターとの評価を得る。85 年に退社後は同社と
我々は素晴らしいことをしたと言えること、
距離を置いたが、2000 年、再び同社の CEO に就任。以後は
それが重要だ。
iPod、iPhone、MacBook Air、iPad など、新製品を次々に市
場へ投入。09 年、経済誌「フォーチュン」から「過去 10 年
Stay hungry. Stay foolish.
間のもっとも優れた CEO」に選出。11 年、膵臓がんにより死
ハングリーであれ。愚か者であれ。
去した ( 享年 56)。
長年ライバル関係であり、30 年来の良き友人でもあったビル・ 私は、本当に好きな物事しか続けられないと確信している。
ゲイツは「スティーブのように深い影響力を与えられる人間
何が好きなのかを探しなさい。あなたの仕事にも、恋人にも。
はめったにいない。その影響はこれからの多くの世代にも受
け継がれるだろう」とその死を惜しんだ。
「もし今日が人生最後の日だったら、今日やることは本当にし
たいことなのか？」
あなたの時間は限られている。
この問いに「NO」が何日も続くのなら、なにかを変えなくて
だから他人の人生を生きたりして
はならない。
無駄に過ごしてはいけない。
ドグマ（教義、常識、既存の理論）にとらわれるな。
直観、運命、命、カルマ……
それは他人の考えた結果で生きていることなのだから。
何かしらを、あなたは信じなければならない。
他人の意見が雑音のようにあなたの内面の声を
私の人生はいつも、信じることで変わったのだ。
かき消したりすることのないようにしなさい。
そして最も重要なのは、
シンプルであることは、
自分の心と直感を信じる勇気を持ちなさい。
複雑であることよりもむずかしいときがある。
それはどういうわけか
物事をシンプルにするためには、
あなたが本当になりたいものを
懸命に努力して思考を明瞭にしなければならないからだ。
すでによく知っているのだから。
だが、それだけの価値はある。
それ以外のことは、
なぜなら、ひとたびそこに到達できれば、
全部二の次の意味しかない。
山をも動かせるからだ
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ニュースダイジェスト

ニュースダイジェスト
ナイキが NFL 追放の有名選手とコラボのシューズ
12 月 23 日、ナイキが北米で発売した全米プロフットボール
リーグ（NFL）のコリン・キャパニック元選手とのコラボによ
るスニーカーは 24 時間以内に完売となった。

悪いのは、衣料品チェーン大手のギャップ（マイナス 31％）
。
11 月にはアート・ペック CEO が突然退任し、創業者の息子が
暫定 CEO に就いた。ギャップは業績が比較的好調な
「オールド・
ネイビー」を分社化し、残りの「GAP」や「バナナ・リパブリッ
ク」などでもう 1 社をつくる再編計画を進めているが、最近は
オールド・ネイビーの売り上げにも陰りが見られ、投資家の懸
念材料になっている。
また、女性用下着ブランド「ヴィクトリアズ・シークレッ
ト」などを展開するエル・ブランズの株価も低迷し、年初から
28％下落している。ヴィクトリアズ・シークレットは、新興
下着通販サイトのサードラヴ（ThirdLove）やトゥルー・アン
ド・コー（True & Co）にシェアを奪われた。エル・ブランズ
の CEO レスリー・ウェクスナーと、未成年者の性的人身売買
に関わったとして起訴された資産家のジェフリー・エプスタイ
ンの関係も問題視された。

詐欺サイトに
「寄生」
カード情報を盗む悪質ウィルス
「サンフランシスコ・フォーティナイナーズ（49ers）
」のクォー
ターバックとして活躍したキャパニックは、NFL の選手らが黒
人に対する警察の暴力に抗議するため、試合前の国歌斉唱で起
立することを拒否し、膝をつくポーズをとった運動「Taking A
Knee ムーブメント」の中心人物だ。
ナイキが彼をマーケティングに起用することは、米国の保守
層から強い反発を浴びていた。同社は昨年からキャパニックを
広告に起用し、彼のアップの白黒写真に「何かを信じるんだ。
それがすべてを犠牲にすることになったとしても（Believe in
something. Even if it means sacrificing everything.）
」という言
葉を重ねていた。

下落率ワーストはメイシーズやギャップ
かつては米国を代表する由緒ある小売商として知られたメイ
シーズも、今では疲弊した百貨店の一つに零落している。競合
他社との差別化に苦慮し、無秩序に広がったモールベースの店
舗への集客も苦戦が続いている。
メイシーズは 11 月の決算で、既存店売上高が 2 年ぶりに減
少し、通期見通しを下方修正した。最高経営責任者（CEO）の
ジェフ・ジェネットは「売り上げの減速が想定していたよりも
きつかった」と述べ、中低級のモールに入る店舗の売り上げが
振るわなかったことが一因だと説明している。
S&P500 指数の小売り銘柄で年初からの騰落率が 2 番目に

精神 科 、心 療内科 、カウンセリング

松木隆志医師
ジョージアオフィス
(713)489-4207

米国精神科専門医、
マウントサイナイ医科大学精神科助教授

各種民間医療保険・海外旅行保険ご利用可

心の不調、日本語で何でもお気軽にご相談下さい。

ジョージア州全域にお住いの方を対象にオンラインでの
ビデオ通話を用いた遠隔診療を行っています。

Georgia.TakashiMatsukiMD.com
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有名ブランドの商品が格安で入手できると騙り、インター
ネットユーザーをおびき寄せる詐欺サイトは古典的存在だが、
騙される人は後をたたない。
偽物の商品をつかまされるのであれば、まだましなほうで、
重要な個人データを盗まれる事例も多発している。セキュリ
ティ企業の Malwarebytes の調査チームが、偽物を売る E コマー
スサイトにマルウェアが仕込まれているのを発見した。
これらのマルウェアは決済画面からクレジットカード情報を
抜き取るもので、近年は特に、偽物のスニーカーを販売するサ
イトにマルウェアが仕込まれるケースが急増しているという。
Malwarebytes の調査によると、犯罪者たちは自動化ツール
を用いてカード情報を盗み取るマルウェアを送り込んでいる。
盗まれたカード情報や E メールアドレスなどは、犯罪者向けの
フォーラムで販売されている模様だ。
このような犯罪の被害を避けるためにまず大切なのは、不自
然に安い価格を謳うサイトの利用を避けることだ。偽物を犯罪
するサイトは、驚くような価格で貴重なアイテムを販売してい
る場合が多い。
さらにマルウェアを検知する拡張機能をブラウザにインス
トールしておくのも、有効な対策の一つだ。Malwarebytes も
自社のマルウェア検知ソフトやブラウザ用の拡張機能を公開し
ている。

米 FBI が「旅先のネット接続」に警告

ユーチューバー年収ランキング

米連邦捜査局
（FBI）
は、旅行先でスマホやラップトップを無
料の Wi-Fi スポットに接続することを控えるよう警告を発した。
無料の Wi-Fi スポットは手軽に利用可能で、通信キャリアへ
の超過分のデータ利用料の支払いを抑えられる。しかし、これ
はセキュリティと引き換えに危険を冒す行為でもあるのだ。テ
クノロジーが急速に発展する中で、ハッキングの脅威は増して
いる。
「無料の暗号化されていない Wi-Fi ネットワークを利用する
と、自身のデータを犯罪者に明け渡すことにつながりかねない」
と FBI は述べている。
「ハッカーにマルウェアを仕込まれたり、
パスワードを盗まれる危険がある。さらには、端末を乗っ取ら
れるリスクもある」と FBI は警告文で述べた。
また、やむをえず空港やホテルなどで無料の Wi-Fi スポット
につなぐ場合は、ネットバンキングの利用は控え、クレジット
カード情報などのセンシティブなデータのやり取りを行わない
よう FBI は勧めている。

米誌フォーブスがまとめた 2019 年のユーチューバー年収ラ
ンキングで、玩具のレビューチャンネルを運営する８歳の少年
が首位に立った。

これがワープ実現の宇宙船
米航空宇宙局（NASA）は、光速を超えて宇宙空間を移動す
る「ワープ航法」の性能をもった宇宙船の設計画像を公開した。
ワープ航法を実現する宇宙船の研究は、NASA の先端推進
技術研究チームを率いる物理学者のハロルド・ホワイト氏が
2010 年から取り組んできた。

イメージ図は同氏の設計をもとに、アーティストのマーク・
レドメーカー氏が制作した。制作には 1600 時間以上を要した
という。ホワイト氏は SF 映画「スター・トレック」に登場す
る宇宙船にちなんで、この宇宙船を「IXS エンタープライズ」
と命名。同船の設計も、1965 年に描かれたスター・トレック
のスケッチを参考にしている。

年収トップは「Ryan's World」を運営するライアン・ケイ
ジ君（８）。2019 年の視聴者は 2290 万人、年収は前年より
400 万ドル増えて 2600 万ドル（約 28 億円）だった。
ケイジ君は、カメラの前でプレゼントの箱を開けてそれぞれ
にコメントする「アンボクシング」のジャンルで注目を集めた。
フォーブスのランキングは、スポンサー付きコンテンツや広
告掲載、商品の販売などで得た税引前収入に基づく。上位 10
位までのユーチューバーを合わせると、2019 年 6 月 1 日まで
の 1 年間の年商は合計で 1 億 6200 万ドルだった。

76％が米経済は「好調」トランプ氏再選に追い風か
米国の経済状況について、国民の 76％が「非常に良い」
「あ
る程度良い」と考えていることがわかった。昨年と比較すると
肯定的な答えが大きく増えた。昨年の同時期には 67％が同様
の回答をしていた。来年の大統領選で再選を目指すトランプ大
統領にとっては追い風となりそうだ。
経済が良いと考える人の割合が 76％というのは、2001 年 2
月の同 80％以来の高水準だった。
共和党支持の 97％が現在の経済状況は良いと答えた。無党
派層で良いと答えた人の割合は 75％、民主党支持では 62％
だった。
経済の見通しについても、向こう１年間の経済状況が良いと
考える人の割合は 68％だった。これは CNN が世論調査を行っ
た 2003 年 12 月以降で最高の水準だった。
現在は良いが 2020 年は悪化すると回答した人の割合は 9％
にとどまった。
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ジョージア日米協会・年次晩餐会

ジョージア日米協会・年次晩餐会
The Japan-American society of Georgia
去る 12 月 12 日 ( 木 ) ピドモント・ドライビング・クラブにて、ジョージア日米協会（JASG）主催の第 41 回年次晩餐
会が催されました。在アトランタ総領事館の竹内総領事をはじめとし、会場には約 280 名の参加者が集まり、恒例のサイ
レントオークションや Madoka Oshima Trio のジャズ演奏とともにディナーを楽しみました。
サイレント・オークションでは、ホテル宿泊券、有名レストラン ･ デパートのギフト券やデルタ航空券等数々の品を取り
揃えられ、参加者はレセプションや会食の合間をぬって入札し、ほとんどの品が競売されました。
恒例の晩餐会は、アトランタの異文化理解交流の場となっており、ジョージア州でビジネスを行う日本人リーダーの方々
をはじめ、州内の米系企業はもとより日本でビジネスを展開する米系企業の方々等が参加されております。
今後の協会の活動等に関しては、ジョージア日米協会のホームページ：http://www.jasgeorgia.org/ 又は、404-842-1400
までお問合わせください。
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格闘家の戯言◎高橋督

格闘家の戯言

国際大山空手道連盟
アトランタ支部長 高橋督

謹賀新年
明けましておめでとうございます。
令和初のお正月。平成最後の正月と何が違うかと考えても
特に変わったことは何もないと油断していたら、超重要案
件に気づいてしまった。
ウチのカレンダーは毎年皇室カレンダー（室皇室御写真
集）なのだが、
今年から上皇上皇后陛下の文字がカレンダー
上に印刷されている。これは明らかに歴史の転換点。あり
がたい。
皇室カレンダーは日本人としてのアイデンティティーを
高めるのにはもってこいのものなのだが、終わった月のカ
レンダーをどうするか？という大きな問題がある。普通の
カレンダーなら問題なくゴミ箱に捨ててしまうか、裏の白
いところを道場で張り紙に使ったりするのだが、皇室カレ
ンダーとなるとそうもいかない。
竹田恒泰（明治天皇の玄孫・作家）によると皇室関連の
印刷物、お写真等を処分しなくてはいけないときはお焚き
上げという手段があると言ったのを聞いて「それは良い」
と思ってはみたものの、燃やしてしまうというのも心苦し
いので、結局過去数年分のカレンダーはすべて保存してい
るのが実は密かな自慢である。
2020 年はオリンピックイヤーです。1996 年のオリン
ピックを経験したアトランタの住人としては灌漑深いもの
があります。
オリンピックといえばキーワードとして「夢」
「努力」
「感
動」など色々あります。実際に「オリンピックで金メダル
を取るのが夢です」と公言するアスリートも沢山いるので
「夢」
は良いとしましょう。感動も勿論します。ただ「努力」っ
てどうなんだ？オリンピックに出場するレベルのアスリー
ト達は努力レベルの上をいっているはず。
私にとって努力という言葉の意味は「嫌なことを嫌々や
ること」なので決して良い印象を持ってはいません。天才
は 1％の才能と 99％の努力といいますが、イヤイヤ違う
でしょう。
天才は自分で努力しているという自覚など一切ないで

しょう。他人から見たら大変だと思うことを当たり前のこ
ととしてやるのが天才だと思います。
例えばイチロー選手。彼の現役時代の体調管理やトレー
ニングは彼にとっては特別なことでも苦痛でもなくプロと
して当たり前のことをやっていただけ。
それを素人が「彼は努力を怠らない」などと称える。イ
チローにとっては他人に「努力している」などと言われた
ら見下されているくらいに感じたかもしれません。
私の空手の師匠である大山泰彦最高師範。77 になった
今でも毎日のトレーニングを怠りません。怠け者の私から
すれば「凄い」と思いますが、本人にしてみれば当たり前
の事をやっているだけの事なので私たちの「凄い」という
評価は「何でお前たちはやらないんだ？」という疑問になっ
ていることでしょう。
大会でサンフランシスコやニューヨークに行く時でもフ
ライトの到着時間は必ずホテルに着いて、食事前に軽く汗
を流す時間があるようなフライトを選びます。空港に着い
たその足で食事に向かう私とは基本的な心構えが違うので
す。
勿論、天才と呼ばれるには身体的能力がずば抜けている
ことが第一条件ですが、そんな人はそこらへんにゴロゴロ
います。空手の世界でも「こいつ凄い！」と思った人は何
人もいましたが、そういう人は挫折の経験がないので挫折
した時に弱い。
空手のような地味な稽古が必要な武道は、身体的能力が
ずば抜けてい無くても、地味な稽古を継続できる力を持つ
人の方が強くなったりします。私はそれを「才能」と呼ん
でいます。
それを引き出すのが指導者の役目。今年も弟子たちの才
能を最大限引き出していきます。でも一部の現役選手共は
調子に乗って昨年股関節置換の手術を受けたオッサンを本
気で倒しに来るので、そういうところは何とかしないとオ
レの身が持たない…。今年も気が抜けません。

住宅 “売買∙ 賃貸∙ 投資” は信頼と実績 の

HT International Realty LLC
Hisako Paris Tsumagari
津曲久子までお問い合わせ下さい。
お客様の大切な不動産、親切丁寧に
お仕事いたします。

Tel. 770-851-7030
Email: htparis@gmail.com
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季節のスープレシピ◎スープ料理家・東條真千子
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Hello! Atlanta ◎鎌田桃佳
鎌田桃佳
イラストレーター名は紀平桃佳。雑誌や書籍の表紙やカットを
手掛ける。ペーパー雑貨や、天然石やタッセルを使ったアクセ
サリー小物も制作。2016 年からアトランタ在住。
Instagram : momoka_and_kelirbulan

〜

Farewell Party 編〜

パーティーグッズで盛り上げよう
海外駐在になってから何故か、
「パーティーが盛んに違いない」と思い込んでいました。
生活は変わらないのに、住む場所が変わるだけで、そんな急にパーティー三昧な日々になる
わけがないのに、「いつかパーティーで使うかもしれない」と鼻息荒くクラッチバックを物
色する私。その後夫が誕生日プレゼントにくれたパーティー用バッグは、一度も開封される
事の無いまま埃かぶっています。当時は「あれ、いつ使うの？」と言われ、言われる度に蚤
の心臓が罪悪感でドキドキしたけれど、もうそれすら言われなくなって数年。
「いつかパー
ティーで・・」の文句も「うん、無いよね」のツッコミが入るスピードが増し、今では目線
のみで牽制されるように。ようやく、自分が思ってたようなパーティーなんて日常に転がっ
てない事に気付きました。・・でもパーティーはあった！クラッチバック持って登場するよ
うなパーティーは無かったけれど、誕生日会、ベビーシャワー、ハロウィンパーティー、ク
リスマス会、そして海外にいたら最も多いであろう Farewell パーティーが。今は何にでも

【イニシャルライト】
主役のイニシャルのライトが光ってると、
パーティーの特別感が増します。
(HomeGoods)

資格や検定が作られる時代。パーティー関連の資格もここ 10 年で沢山出来たし、商品化さ
れたパーティーグッズも飛躍的に進歩。洋書でしか見掛けないようなパーティーを、遠い存
在としてため息交じりに憧れを抱いていた一昔前と違い、思い描いたパーティーを簡単に実
現出来る時代なのです。「南国風のパーティーをしたい」と思えば、大きな南国の葉の形の
ランチョンマットが売ってるし、パイナップルが付いたストローも売ってる。なんなら南国
の鳥の形のペーパーナプキンすら買える、そんな時代。今回は、Farewell Party の一案を紹
介させて頂きます。クリスマス、正月とイベントが続くこの時期。パーティーグッズを駆使
して、胸ときめくイベントを楽しみましょう！

【リース】
葉のワイヤーで
輪 っ か を 作 り、
ヒンメリオーナ
メントをぶら下
げたリース。

【グラス】
細かな模様が金で
彫られたグラス。
(ANTHROPOLOGIE)

【ケーキピック】
一粒チョコやカップケーキ、一口サイズのおかずなど
にさすと、飾りとしてだけでなく、手が汚れずに済む
ので重宝します。
(Party City)

16
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【ヒンメリオーナメント】
元々は一本の紐にヒンメリが幾つもぶらさがった
ガーランド。ばらしてクリスマスオーナメントに
したり、S 字フックを使って縦にぶら下げてみた
りして使ってます。
(Hobby Lobby)

【看板】
手 持 ち の ア ー ト フ レ ー ム に、
それらしく手書きした紙を
貼った簡易看板。

【Instamag】
写 真 加 工 ア プ リ で ま と め た 写 真。
ペーパーフラワーは半面だけ開いて
平置き。風船は膨らまし加減をわざ
とバラバラにして、バランスを見な
がら紐にくくっていきます。白と半
透明、パールホワイトの３色。

ANIS ATLANTA - January 2020
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ANIS
ATLANTA
生 活から食・教育・娯楽まで
アメリカ暮らしに必要な情報をカバー
アメリカで暮らしてい行くうえで欠かせない、
教育、医療、ビザ、住まいなどの生活所法から、
食、映画、スポーツ、旅行などのエンターテイ
ンメント、地元の最新情報まで、オリジナルコ
ンテンツが満載。

あなたのビジネスを
強力にバックアップ
します !

ホームページで更に詳しい情報を発信！
アニスアトランタをご覧ください。
www.anisatlanta.com

お問合せは ☎ 404-510-8534
infojp@anisatlanta.com
18
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アトランタ in-Town News ◎
ウインタースチャペル幼稚園

アトランタ
in-Town News
最強の女性剣士アトランタに来る
2019 年 11 月 9 日と 10 日の 2 日間、山本雅彦教士
8 段と山本真理子練士 6 段（大阪府警）の剣道セミナー
が開催されました。
お二人とも輝かしいトーナメント・レコードを持たれ、
正彦先生は 1991 年カナダ・トロント世界剣道選手権大
会個人 3 位の他、数々のタイトルを取られました。真理
子先生は全日本女子剣道選手権大会 2 回優勝の他、世界
大会でも素晴らしい活躍をされました。
セミナーでは剣道の礼法、基本動作、基本の技に始ま
り、出端技、応じ技まで丁寧に教えてくださいました。
最後の 40 分間は先生方との稽古を行い、交剣知愛の思
い出深いものでした。
雅彦先生より「真っ直ぐな打突を心がけ正しい剣道に
取り組んで欲しい」との言葉を頂きセミナーを締めくく
りました。
ジョージア剣道アソシエーション
会長

新井

邦俊

剣道教士 7 段

ANIS ATLANTA - January 2020
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バイリンガル求職者の就職・転職事情◎ PASONA

バイリンガル求職者の
就 職 ・ 転 職 事 情
就職・転職活動をスムーズにするためにできる事 (96)
新年明けましておめでとうございます。本年もパソナは
お仕事探しのパートナーとして、求職者の皆様をサポート
させていただきますので、昨年同様のご愛顧を賜ります様
お願い申し上げます。
今回は、業界・企業分析についてお話しします。就職活
動はレジュメを作る所から、と以前お話しいたしましたが、
次に業界・企業分析をする事が大切になります。気になる
業界があればその業界にどのような企業があるのか、また
は、興味のある企業があれば、その会社はどの業界に属す
るのか調べて見ましょう。
早い時点でひとつの業種・企業に的を絞ってしまうので
はなく、幅広く研究してみてください。現在では、インター
ネットを使ってほとんどの企業・業界情報が簡単に手に入
りますので、企業のホームページで企業規模や事業内容、
取扱い製品、所在地などの基本データを得られるのは勿論
のこと、就職関連サイトなどを使うと、仕事内容別、企業
データ別などで会社を検索できるので、業界・企業分析に
とても有効です。
参考書籍として、東洋経済新報社が発行している就職四
季報をご紹介します。就職四季報は、採用実績、有給取得
状況、離職率、待遇など、普段見えない会社の全容が分か
る書籍です。また、会社四季報 業界地図を見ると、業界
での各企業の立ち位置が非常に分かりやすく図解されてい
るので、自身が希望する会社がどこに位置するか、どの業
界が伸びるかなど、色々な情報が完結に示されているので、
おすすめです。
参考 : 就職四季報 Web（東洋経済新報社）
http://www.toyokeizai.net/shop/magazine/shushoku_all/
もし、どこからアクションを開始すればいいか分からない、
という方は、下記のリストを参考に活動してみましょう。
分析 :
 興味がある職業は、どんな業界・企業？
 以前の同僚や友人は、転職先でどんな仕事に就いてい
る？それらの仕事は自分も興味がある？

調査 :
 興味のある業界・企業が分かったら、インターネット
で企業動向、業界動向、採用状況などを調べる。
 プロのリクルーターからアドバイスをもらう。
業界・企業の情報に最も詳しく、最新の情報を持ってい
るのが、プロのリクルーターです。パソナでは、全米で約
9,000 を超える企業との取引があり、どんな仕事があるか、
どのような業界・企業があるか、また、あなたに合う企業・
職種はどんなものか等をカウンセリングすることが可能で
す。もしカウンセリングをご希望の方は、お気軽にパソナ
各オフィスまでご連絡下さい。
自分が前に進もうと思った時、助けてくれるものは身近に
沢山あるものです。自身に合ったツールを見つけ、ぜひ考
えを行動に移してみて下さい。思ったよりも意外にも早く
物事が動くかもしれませんよ。今年も皆様の希望の就職・
転職が叶います様、願っております。

Pasona NA, INC.
Atlanta 支店
3525 Piedmont Rd. NE
Bldg 7, Suite 420
Atlanta, GA 30305
TEL:(404) 848-9221
E-mail:atlanta@pasona.com

Akiko Komura
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アイアイアイ キャリアからのお知らせ◎大蔵昌枝弁護士
と旅行許可証を申請できるので、I-485 を提出後６カ月が経
過すれば、同類職種であれば転職することができるようにな

アイアイアイ キャリアからの

お知らせ

今月の雇用・労働・移民法ニュース

人材総合サービスを提供する iiicareer では求職者・企業の
皆様に随時移民法、ビザ情報をアップデートしております。

永住権と公的扶助
2019 年度は移民法や移民局の内部方針などに多大な変更
が見られ、移民局での書類審査やアメリカ大使館や領事館で
のビザ面接審査は非常に厳しくなりました。2020 年度も引
き続き、様々な面で変化がみられる模様です。2019 年度に
提案された法案の中でも 2020 年度に討議が持ち越されるも
のと、2020 年度から施行が予定されるものとがあります。
ここに、2020 年度に注目すべき法案について説明します。

ります。また、配偶者も就労許可書を入手できるので、自由
に仕事をすることができます。なお、H1B や L ビザは移民を
する意思を示してよいビザなので、永住権申請中も国外から
の出入りは自由ですが、それ以外のビザ保持者は、旅行許可
書を入手したら、永住権申請中も自由に国外に出て入国する
ことができるようになります。
この他には、今後６年間にわたり人材不足の職種には 4,400
程ビザの枠を設け、今後９年間にわたりインドや中国以外の
国に在住する申請者に永住権申請枠の 5.75％を充てる法案
も提出されています。家族スポンサー移民申請の方では国別
枠の数を増やすよう提案されています。短期就労ビザでは、
５０名以上社員を雇用する会社で H1B や L ビザ社員が 50％
以上いる会社は、H １B 社員をそれ以上スポンサーできない
法案が出されています。
上記の移民法案以外にも、2020 年４月には、雇用主の移
民スポンサー申請（I-140）と永住権への滞在資格の変更（I485）
の同時申請を取りやめる法案が提出される予定です。
現在、
雇用ベースによる永住権申請では、国別年間枠による待時間
のない国の申請者は、雇用主の I-140 と I-485 を同時に提出

昨年２月に提案された 2019 年の高度技能移民法の公平性
案に訂正が加えられ、現時点では雇用ベースの永住権申請に
関して、国別年間枠を取り除く法案が検討されています。永
住権申請者が多いインドや中国には、優先枠によっては現時
点で 2 年から 10 年以上の待ち時間があります。国別の年間
枠がなくなると、インドや中国の待ち時間は大幅に短縮され
る半面、日本を含み現在待ち時間のない国には待ち時間がで
きることになります。2017 年度から雇用ベースの永住権申
請には全員面接が義務付けられましたが、場所によって面接
の待時間が６カ月から３年以上あるため、それまでは I-485
を申請後 4 ～ 8 か月ほどで発行されたグリーンカードが今で
は１～３年以上ほどかかるようになりました。この法案が可
決すれば、全体の年間枠が増やされない限りは、インドや中
国以外の国籍保持者の永住権取得までの時間がさらに長引く
ことになります。
永住権申請過程の最後の滞在資格の変更（I-485）を提出す
るまでに待ち時間がある場合、ビザ種類によってはその間の
旅行や転職に制限がでてきます。このような不便をなくすた
めに、雇用主スポンサー申請（I-140）が承認されていれば、
国別の待ち時間の有無にかかわらず、I-485 を提出できるよ
うに提案されています。I-485 を提出後、実際に審査される
まで待ち時間が長くても、I-485 の提出と同時に就労許可証

することができますが、この法案が可決すれば、I-140 が承
認されるまで I-485 を提出できなくなります。I-485 を提出
できなければ、就労許可書と旅行許可書も一緒に申請できな
いので、ビザ種類によっては就労や旅行制限を受ける期間が
長くなります。
2015 年に H4 保持者は H1B 配偶者が永住権の申請を始め
て一定条件を満たせば就労許可証（EAD）を申請することが
できるようになりましたが、H4 保持者が IT 関連のアメリカ
人の職を奪っているというクレームがでているために、H4
保持者の EAD 申請権利を抹消しようという法案があがってま
す。2020 年３月には再度詳細な規定が検討される予定です。
従って、EAD を使って就労している H4 保持者は、EAD 申請
ができなくなる場合に備えて、その他の就労ビザのオプショ
ンも検討したほうがよいでしょう。
執筆：大蔵昌枝弁護士
Taylor English Duma LLP 法律事務所
＊ Copyright reserved. 著作権所有
1600 Parkwood Circle, Suite 200,
Atlanta, GA 30339
DIRECT: 678.426.4641
OFFICE: 770.434.6868
E-Mail: mokura@taylorenglish.com
www.taylorenglish.com
本ニュース記事に関する注意事項（DISCLAIMER）
本雇用・労働・移民法ニュース記事は弁護士として法律上または専門的なアドバイスの提供を意図したもので
はなく、一般的情報の提供を目的とするものです。また、記載されている情報に関しては、できるだけ正確な
ものにする努力をしておりますが、正確さについての保証はできません。しかも、法律や政府の方針は頻繁に
変更するものであるため、実際の法律問題の処理に当っては、必ず専門の弁護士もしくは専門家の意見を求め
て下さい。Taylor English Duma 法律事務所および筆者はこの記事に含まれる情報を現実の問題に適用するこ
とによって生じる結果や損失に関して何ら責任も負うことは出来ませんのであらかじめご承知おき下さい。
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我楽多横丁こぼれ話◎野呂利

歩

我楽多横丁こぼれ話

野呂利

歩

アメリカの「かたち」

日本の敗戦後の混乱が落ち着いた 1950 年代後
半から 60 年代はアメリカ文化が溢れていた。身近

クラホマに居住代替地を用意して強制移住封じ込
めを計った。移住は困難を極め、多くの犠牲者が

になりつつあったテレビにはアメリカのドラマが
幅を利かし、巷で上映されるアメリカ映画は西部
劇が多かった。西部劇には二つのパターンがあり、

出たという。これが Tears of Trail と言われ、それ
は今から約 200 年前に起こった。

ひとつは白人の保安官と白人の無法者の対決であ
り、もうひとつは白人とインディアンの戦いであっ
た。インディアンとの戦いでは常にインディアン
が悪者であり、白人は常に善人のヒーローとして
描かれ、
”悪いインディアン”が日本人に定着した。
本当は土地を搾取略奪していったのは白人なのに。

アメリカの骨格は 51 州と５つの自治領（ＤＣ、
グアム、アメリカンサモア、北マリアナ諸島、米
領バージン諸島とプエルトリコ）から成り立っ
ている、と言うのが一般的なところであるが、約
200 年前の協定に基づき合衆国が自治権を認めて
いるアメリカ先住民自治区が存在することはあま
り知られていない。

アメリカに来ると、やたらと変わった地名や固
有名詞に遭遇する。身近な所では Chattahoochee
リバー。アメリカの南部のみならず北へ旅行して
も随所で変わった地名に出会う。そんな時、あ～、
ここは元々アメリカ先住民達の土地だったのだな、
と思い、
”征服する者とされる者”を実感する。

26

アメリカ南部に住むと、一度は「Tears of Trail」
という言葉を耳にする。かつて南部には５つのア
メリカ先住民部族があった（GA/AL-Cherokee 族、
Creek 族、MS-Chickasaw 族、Choktaw 族、FL-

５自治領とアメリ
カ先住民自治区の違
いは国政への参加の
有無にある。５自治
領の代表は議会での
議決権こそ無いが、
所属する下部の個別
部会での議決権を有
する。これに対し、
アメリカ先住民自治

Seminole 族）。攻勢に立った当時の合衆国政府は
南部の攻略と安定の為に、部族と協定を結び、オ

区はいかなる議決権
も有していない。
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子育て知恵袋 in Atlanta ◎長谷川ゆかり

☺ 子育て知恵袋

in Atlanta

長谷川ゆかり

高い国語力は人生の通行手形
みなさんはエントリーシートをご存知ですか？企業が就職
希望の学生に提出させる身上書のことです。かつて就職に付
き物だった履歴書と違い、自己アピールや志望動機など文章
を書くスペースがたっぷりあるのが特徴です。
出身大学に頼らず学生の適正を見極めたいと考える企業に
急速に普及しました。多くの企業はまずエントリーシートを
提出させて、そこから採用の面接に呼び出す学生を選抜する
のです。エントリーシートが採用担当者の目に止まらなけれ
ば次の選考に進めないのです。
今から十数年ほど前のソニーの場合、事務系だけで五千人
がエントリーシートを提出しました。そのうち面接に進むこ
とができたのは千人でした。エントリーシートは、学生時代
の経験、入社後の希望職種やそこで実現したい内容までを細
かく聞くものです。いずれも企業研究をしっかりした上で、
自分をしっかり見つめ直さないと書けない内容です。
ソニーの人事部長は、
「途中採用でいくらでも即戦力ある
人材を集められる現状を考えれば、一人前になるまで 10 年
もかかるような新卒は経営効率の面から不用になる。した
がって、新卒にも専門性や入社後何をしたいかを問わざるを
得ない。
」と言います。
上記の内容は、その頃の日経ビジネスの記事です。アメリ
カでは、履歴書につけるカバーレターでしょうか。企業の人
事担当者は、カバーレターの内容で履歴書を読むかまで決め
ることがあります。今や就職戦線の第一関門が「エントリー
シートにどれだけ自分を売り込める文章を書けるか」だと言
えるでしょう。
ところで、自己アピールなどを「限られたスペースの中で
どれだけ文章化できるか」というのは、まさに国語力そのも
のです。例えば、500 字程度のスペースがあいていて、「あ
なた自身の主張を自由に表現してください」と、ある項目に
あったとします。これで、面接に進むことができるかどうか
判定されるのは、国語力のない大学生にとっては、大変な障
壁ではないでしょうか。
アメリカの大学では記述式のテストも多く、幅広く学ぶ教
養課程や専門分野の研究をし、発表する論文等においても文
章での表現力を高等学問へ進めば進むほど必要とします。し
かし、現実問題として多くの子供たちは「作文」を苦手とし
ています。たくさんのお母様は「うちの子は感想文とか作文
が苦手で、何とか書き方を教えてやってください。
」と嘆か
れますが、こういうことは一朝一夕に身につくものではあり
ません。
感想文や作文だという前に、どれだけ本好きにしてあげる
ことができるかが勝負です。いろいろな文章を読んでいくう
ちに語彙力が高まり、
「言い回し」や「表現方法」なども自
然と学ぶのです。たくさんの文章をたくさん読んで、その中

で最終的に沈殿して残ったもの、それこそがその人が自由自
在に使える表現力ではないでしょうか。さらに、そういう『読
む力』のある子が「あぁでもない、こうでもない」と文章表
現を試行錯誤することで作文能力も高まってくるのです。
公文式国語の高教材では「90 字～ 100 字以内で答えなさ
い」などの問題が必ず 10 枚目に入っています。こういう問
題もそれまでの教材でしっかり国語力をつけているからでき
るのですが、この訓練こそ、まさに文章表現の試行錯誤です。
こういう訓練を系統立てて、その子が読めるレベルのとこ
ろから順を追って学習できるのは公文教材以外ありません。
だからこそ、「やっててよかった公文式」を実感するのが、
高校教材を超えた子達にすごく多いのです。
最近の子供たちはテクノロジーの関係もあり本離なれが進
んでいます。そのせいか、ボキャブラリーの少ない子供たち
が多いように思います。読書力が高まれは、当然語彙力が高
まり表現力豊かな子になります。そうなれば、間違いなく子
供の人生は充実したものになりますから、どうあっても文章
に親しむ子にしたいでうよね。
そのためにも、文章を読むときに「音読」することを習慣
化することをお勧めします。音読をさせてみると「うちの子、
この言葉の意味がわかってないな」とすぐピンとくるもので
す。また、読み聞かせをされることで本の面白さを体感しま
す。音読も読み聞かせも幼い頃からやっているのがベストで
すが、物事に手遅れはありません。高学年であってもあきら
めずに実行すべきです。
繰り返し言いますが、思っていることを表現できる力とい
うのは、結局「読む力」を高め、いろいろな文章に触れる以
外にありません。公文式国語教材高校レベル終了でしっかり
した『国語力』がつけられます。本物の『国語力』は受験や
就職試験のみならず、どんな世の中になっても役立つ、素晴
らしい『人生の通行手形』になるのです。
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髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉

By ますみ

「たとい山々が移り、丘が動いても、わたしの変わらぬ愛
はあなたから移らず、わたしの平和の契約は動かない。」と
あなたをあわれむ主は仰せられる。
イザヤ書 54 章 10 節
神は、真実なお方です。旧約聖書の列王記の書でも、神
がモーセに語られた約束は何一つも違わなかったと記され
ています。
『その良き約束は一つも違わなかった。
』もし、
神の約束が一言でも違ったと仮定するならどうなるでしょ
う。 また、どのような金言も、その実、ニセモノである
とされた場合はどうでしょう。 そして、そのような事が、
何処でも許されることなら、それは大変な事です。私達の
行き付く道は、ことごとく恐怖に満ちた疑惑の黒雲に覆わ
れてしまいます。現に、今、人は、約束を違い合い、ニセ
モノの金言に惑わされ、猜疑、疑惑と不安の中で希望を失
いかけています。 私たちは、そのような時代を迎えてい
るのではないでしょうか。

2020 年がいよいよスタートしました！皆様は新年をどん
な風に迎えましたか？！気温も湿度も下がり、空気が乾燥す
る冬の季節。髪がパサついたり、静電気が起きたり、冬なら
ではの髪の悩みがありますが、対策は何かされてますでしょ
うか？髪にうるおいとツヤを与える、とっておきのヘアケア
法を紹介したいと思います。
パサパサ髪は、保湿が肝心
冬になると気になってくるのが、乾燥による髪のパサつき。
肌と同じく、髪も室外の冷たい空気や室内のエアコンなど、
1 日中乾燥した空気にさらされることで、水分と油分が不足
し、パサついてダメージを受けやすい状態に。
髪の保湿について、補修効果が高いもの、保湿成分をたっ
ぷり含んだシャンプー、コンディショナー、ヘアマスクを使
用することにより、ダメージを補修しながら、水分をしっか
りと中に閉じ込めることで、しなやかでツヤのある髪に導い
てくれます。

どんなに美しい音楽も、音階が壊れてしまうと、その音
楽は破壊されてしまいますが、幸いなことに、神は、永遠
に変わることなく真実なお方なので、神の言葉は崩れるこ
となく、一つも違わず、天の美しい栄えの音楽は『神は真
実であるから、それを成し遂げられる』と奏で続けられて
います。

静電気は、乾燥と摩擦に注意！
冬の大敵と言えば「静電気」。空気の乾燥と摩擦によって
起こりやすく、とくに寒い冬場は発生率が高いことで知ら
れています。帯電すると髪が広がりやすくなるだけでなく、
キューティクルも剥がれやすくなり、ダメージを進行させて
しまう恐れがあります。

また、
『神は愛である。愛 はいつま でも耐えることがな
い。』と。愛の光は、真夜中のどんな暗闇にも絶やされる
事がなく、愛の泉は荒野においても枯れる事はありません。
神の慰めは、私達が苦悩する時にも、余すところなく注が
れて、私達を力づけて下さいます。

バチバチ広がる髪とおさらば！静電気を防ぐ方法
保湿効果の高いヘアケアを使用するのはもちろん、イオン
ドライヤーを使うのもオススメです。微粒子レベルの水分を
髪に吹きつけるイオンドライヤーを使うことで髪の保水率を
アップさせ、静電気の発生を抑えることができるそうです。
それでも静電気が発生した場合は、ヘアオイルやクリーム
を手の平に伸ばして、髪をやさしく押さえると静電気はかな
り落ち着きます。

愛は、全てのものを供給します。私達を愛する愛ゆえに、
神ご自身が私達の側に近づいて来られました。そして、人
と約束を交わされた真実な神が、その約束を守って下さい
ます。神は偽りのない、真実なお方ですから、信頼するこ
とが出来ます。
聖書のことばは、約束です。新約聖書とは新しい約束 ( 契
約）と言う意味です。聖書のことばは、
神が定められた時に、
その約束 ( 契約）の宝箱が開かれ、神に信頼する人は、神
の恵みと、力によって、永遠に富んだ者とされます。聖書
のことばは、真実で、信頼できるものです。それは、歴史
が証明しています。 聖書のことばを覆した者はいません。
世々代々、多くの人々が、あら捜しをしますが、見つかり
ません。永遠に変わらない聖書の神を信頼する者は幸いで
す。 神は愛です。私達は愛されています。
移り変わる世の中で、永遠に変わらない確かな神に、信
頼と希望を託しましょう。
2020 年が、希望に満ちた良き年となりますように。
Happy New Year !

28

髪＆ヘアケア

ANIS ATLANTA - January 2020

リーガでは、皆様の髪のお悩みに合わせたサロンでしかで
きないトリートメントも揃えています！髪のエキスパートで
あるスタイリストが、髪のお悩みを解消するアドバイスをし
ております。
リーガは昨年は新しくスタッフが加わり、パワーアップし、
今年はますます盛り上がること間違いないです！
本年もどうぞよろしくお願い致します！
2020 年のスタートの月に、なにか新しい事を髪にしてみま
せんか！？皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしてお
ります。
サロンリーガの美輪でした。

健康とカイロプラクティック◎矢島敬朗

健康とカイロプラクティック
足が痛い
新年明けましておめでとうございます。オリンピックイ
ヤーの幕開け…日本から遠く離れたアメリカでもワクワク
しますね！アトランタ矢島カイロプラクティックは本年も
地域の「健康よろず相談処」として精進してまいります。
今年もどうぞよろしくお願いたします。
ある日、突然足の裏が痛くなる…あれ？足の裏つった？？
ビックリしてちょっとストレッチしてみるものの痛みはあ
まり治らない。どうしよう？なんか悪い病気かも。と不安
に思っていたら翌日にはなんとなく痛みがひいてきた。あ

靴も踵への負担が大きいためです。
発症初期の段階であれば、簡単なふくらはぎや足裏のス
トレッチ、また、ゴルフボールを使ったマッサージなどで
回復が可能です。他にも足裏の筋肉強化トレーニング、テー
ピングの使用、足関節の可動域修復など、治療法もカイロ
プラクティックやフィジカルセラピーで痛みの改善・コン
トロールが可能です。

返す。
「足が痛い」この一言に該当する症状はたくさんあります。
パッと思いつくだけでも、関節炎、腫瘍、坐骨神経痛、疲

現在、足裏に痛みや違和感を感じている方は、ぜひ一度
診察をお勧めします。足底筋膜炎は早めの対処・治療が功
を奏する症状の１つだからです。また、現在、痛みや違和
感はないけれど、激しいスポーツをしている、長時間の立
ち仕事に従事している、加齢や運動不足で筋力低下が気に
なる、足首関節が硬い、などの心あたりがある方は毎晩、
就寝前に足裏をほぐすようなマッサージ・ストレッチをし

労骨折…。部位も股関節、膝、ふくらはぎ、足首…。そん
な中でも、冒頭のような症状を繰り返す、痛みが足裏、特
に踵（かかと）や土踏まずに集中している、痛みのピーク

てみてください。それだけでもずいぶん違ってきますよ。
足裏が痛いだけで歩行が困難になり日常生活に支障をきた
します。“一生健脚！”のためにまずは足裏ケア！！です。

〜よかった。でも、忘れた頃にまた同じような痛みを繰り

が朝の動き出し、という場合には足底腱膜炎かもしれませ
ん。
足の裏には、踵の骨から５本の指の付け根の骨にむかっ
て足底腱膜という腱が扇状に広がっています。この足底腱
膜は足のアーチを支える役目と足が地面に当たった時の

矢島

敬朗

カイロプラクター

クッションの役割をします。しかし、足を使いすぎたり走
りすぎたり酷使していると、足底腱膜に大きな負荷がかか
り続け、炎症や小さな断裂を繰り返し、痛みを感じるよう
になります。これが足底腱膜炎です。
痛みは足底腱膜が踵の骨につく部分に起こりやすいため、
踵に出ることが多いです。踵以外には、足底腱膜の中央部
分・土踏まずにも痛みを感じることがあります。発症初期
は自己修復能力で自然に痛みが引く場合が多いですが、繰
り返し症状が出ている場合は、腱膜組織の修復が追いつか
ず、難治性の足底腱膜炎に進行してしまうこともあります。
足底腱膜炎の原因は様々ありますが、多いのはスポーツ・
立ち仕事・加齢です。バスケットボールやバレーボール、サッ
カー、マラソンなどの走ったりジャンプの動作が多いスポー
ツはそれだけ足裏への負担も大きいので発症のリスクが上
がります。また、長時間の立ち仕事も足裏での体重を支え
る時間が長くなるので足底腱膜への圧迫が多くなり負担が
増します。その他にも加齢による筋力低下や肥満、足首関
節の硬さなどが原因で発症することがあります。
それと、これは女性に多いですが、靴の不具合が原因で
発症することもあります。クッション性がない靴を履いて
いると足が着地した時の衝撃が足裏に伝わりやく足底腱膜
に負荷をかけるし、
足の指が使いづらい（足指が窮屈な状態）
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教えて歯医者さん◎カンバーランドファミリーデンタル

教えて歯医者さん！
歯とお口に関するデンタルコラム

質問：歯がガタガタで噛み合わせが悪いのが気になります。
噛み合わせが悪いことで起こる問題点を教えてください。
回答：歯並びや噛み合わせというと見た目ばかり注目されが
ちですが、全身の健康にも密接に関係しています。整った噛
み合わせは身体のバランスを保ち、しっかりと噛み締めるこ
とで力も発揮しやすくなります。そのためアスリートの間で
は、実力を発揮するために噛み合わせを整えることが常識に
なっています。それは一般の方も同様で、正しい噛み合わせ
は健康的な生活を送るうえでとても重要と言えます。噛み合
わせが悪いと力が発揮できないばかりか、肩こりや頭痛など
を引き起こす原因にもなりかねません。
＜噛み合わせと健康の関係＞

噛み合わせの乱れによって、お口や顔に影響がでることは
想像しやすいと思います。たとえば噛み合わせが悪く、食べ
カスが溜まりやすければ虫歯・歯周病のリスクが高くなり、
噛み合わせのバランスが悪ければ顔が歪んでしまうこともあ
ります。その影響は、お口や顔だけにとどまらず、全身にも
悪影響を及ぼす危険性があるのです。
噛み合わせを整えることで、長年悩まされ続けていた頭痛
や肩こりなどの不調が改善した、体調がよくなったという症
例は多数あります。噛み合わせの乱れを改善することは全身
の健康につながるのです。
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＜噛み合わせチェックシート＞
自分でも簡単にできる噛み合わせのチェック方法をご紹介
します。一つでも当てはまる項目があれば噛み合わせに問題
がある可能性が高いでしょう。噛み合わせが乱れる原因はさ
まざまですので、ご不明な点は歯科医にご相談ください。
•
食べ物を片側の歯で噛んでいることが多い
•
歯ぎしりをするクセがある
•
顎を動かすと「ガクガク」という音がする
•
下の前歯が上の前歯に被さっている
•
うどんやラーメンなどが前歯で噛み切れない
•
八重歯など歯列から飛び出た歯がある
•
歯並びがガタガタしている
•
歯と歯の隙間が大きく、食べ物が挟まりやすい
•
頬や唇を噛みやすい
•
歯を噛み合わせると下の前歯が隠れてしまう
•
唇が前歯に引っかかることがある
•
知覚過敏のような歯がしみる症状がある
その他、病院に行っても改善しない頭痛や肩こり、めまい
や疲労感がある場合ももしかしたらお口の中に原因があるか
もしれません。これらの症状は、筋肉や筋肉を覆っている膜
が凝り固まった場所「トリガーポイント」が関連していると
いわれています。そして、トリガーポイントができる原因の
一つとして、噛み合わせの乱れが指摘されているのです。
また、噛み合わせが悪く上手く咀嚼
でいないとそれがストレスになったり
します。噛み合わせを整えることでト
リガーポイントが解消でき、結果的に
全身の不調が改善する可能性も考えら
れるのです。
カンバーランドファミリーデンタル
歯科医 岡部知花

メディカルコラム◎倉岡クリニック

Kuraoka
Clinic

メディカルコラム
MONTHLY NEWS LETTER for HEALTH

●風邪に効く食べ物
引いてしまった風邪を長引かせず少しでも早く治すために、
『食べ物』での改善方法をご紹介します。
食べ物で早く風邪を治すためには、風邪を治すのに必要な
栄養素を知らないといけません。
風邪に良いとされる食べ物、飲み物として、
• 新陳代謝を高めるタンパク質
• 白血球の働きを良くするビタミン C
• エネルギーとなる炭水化物、糖質
これらの作用、栄養素が含まれているものが適しています。

食べ物。消化がよく、タンパク質、ビタミン類が豊富。
• ニンニク
スタミナ回復と疲労回復を助けてくれます。ニンニクに
は抗菌作用があるため、普段から摂取することで免疫力
を高めてくれます。
• みかん
ビタミン C の補給に最適。せきや痰を鎮める作用があり、
漢方でも使用されています。
• 緑黄色野菜
ピーマンやブロッコリー
といった緑黄色野菜には、
ビタミン C を始め、βカ
ロチン、ビタミン A といっ
た多くの栄養素が含まれ
ています。風邪をひいた
時はもちろん、普段から
意識的に取ることで、風
邪の予防にもなります。
風邪に効く食べ物はまだまだ多くありますが、その時の体
調や食欲に合わせて無理の無い範囲で取るようにしましょう。

簡単にまとめると下記の通りとなります。
• 新陳代謝をよくする（体を温めてくれる）
レバー 豚肉 生姜 ネギ にら
• 白血球の働きをよくする
じゃがいも
• 咳や痰を抑える
生姜 みかん 大根 はちみつ
• 疲労回復・体力回復
豚肉 生姜 ニンニク
特におすすめの食べ物を、順番にご紹介していきます。
• たまご
アレルギーを持っていなければ、必ず摂取しておきたい

食欲のない場合に無理やり食事をとることは、胃に大きな
負担をかけることになってしまいますのでよくありません。
例えば卵がゆなどは、お決まりではありますが、かなりの栄
養が取れます。他にも食べ物だけでなく、温かい飲み物は鼻
屋喉を温めてくれるため、咳や鼻詰まりを緩和してくれます。
また、スポーツ飲料は汗をかいて失われた水分やミネラル、
食欲がない場合にはカロリーも摂取できるため風邪の時には
特におすすめの飲み物だと思われます。
普段の食生活にこれらの食べ物・飲み物を加え、免疫力向
上に努めて風邪と無縁の健康な体を手に入れたいですね。
今回紹介した食べ物や飲み物を風邪をひいた時に口にすれ
ば、症状の緩和や、早期治療の手助けとなります。これにプ
ラスして、十分な睡眠を取ることを忘れないようにしましょ
う。
休息と栄養、そしてひどいようであれば病院へ行くのを忘れ
ずにいて下さい。
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「歯」の話◎植月歯科医院

植 月歯 科医院 から「歯」の 話
自分の歯とお口を守る基礎知識
新年明けましておめでとうございます。
昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を
申し上げます。
本年も社員一同、皆様にご満足頂ける
サービスを心がける所存でございますの
で、何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりま
すよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心
よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
植月 ジョン
植月歯科医院 at Henderson Mill Dental Care
～

咬合・咀嚼は脳へどう影響する？ その 5 ～
日本歯科医師会 8020 推進財団会誌に記載された朝日大学
名誉教授 船越正也氏の「咬合・咀嚼は脳へどう影響する？」
から抜粋してご紹介させていただきます。
咬合と気分
気分とは、その人がその時々に持つ快不快、躁うつ、喜怒
哀楽などの心の状態で、視床下部などの脳深部の働きによる
ものであるとされています。最近、咬合異常患者にうつ状態
を訴える例が報告されていますが、うつ病は代表的なストレ
ス関連疾患で有病率は約 10％といわれていますので、咬合
異常がその患者にストレスとなっている場合には、うつ病が
生じても不思議ではありません。
うつ病患者では脳内セロトニンが減少していることがわ
かっているので、咬合異常でセロトニンが減少するとうつ病
になるのであろうと思われます。
うつ病にはシナプスでセロトニンが死蔵されるのを阻止す
る SSRI という薬剤が有効であるとされていますが、咬合治
療によって咬合ストレスを除去できれば薬物に依存すること
なくうつ病を治療できる可能性も出てきます。事実、咬合治
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療で患者が明るく、朗らかになったという報告も多いのです。
うつ病とは反対に気分が愉快になり高揚する場合には、脳内
ドーパミンが優勢の時でこれが過剰になると躁状態になりま
す。
しかし、躁状態と咬合異常の関
係は未だ報告されていないようで
す。また、ドーパミンで興奮する
脳内ドーパミン細胞はグルタミン
酸によって活動を増幅されるので、
脳内グルタミン酸が不足すると、
ドーパミン細胞の活動が低下し行
動計画や思考統合が困難になり統
合失調症 ( 精神分裂症 ) の原因に
なると考えられています。しかし、
本症と咬合の関係も不明です。
おわりに
咬合と咀嚼が脳に及ぼす影響をまとめると、咀嚼により脳
内に幾種類もの化学伝達物質が遊離され、脳細胞が活性化し、
その部の血流量が増加します。特に海馬という脳部位の神経
細胞活動が盛んになるので、記憶、学習効果などが向上しま
す。逆に、よく噛まないとか歯が失われると、歯や歯冠膜か
らの感覚が脳に到達しないため、記憶、学習効果が低下し、
認知症（痴呆）をまねきやすくなります。
咀嚼に関係する化学物質の中には、脳血管の拡張、収縮や
気分の高揚、抑圧に関係するものがあり、咬合異常が頭痛や
躁うつ症の原因になることがよくあるので、かみ合わせの正
しいよく噛める歯を多く残すことが大切です。
(8020 財団資料より )
歯や歯周病などについてのご質問等がございましたらお気軽
に御連絡ください。
植月歯科医院 at Henderson Mill Dental Care
４０４－４０９－６２３７ 泉まで

今月の運勢

あなたの星座は今月、 どんな運勢をたどるのでしょうか？
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×危険日：2

11

25

27

×危険日：4

16

24

28

×危険日：5

15

23

28

×危険日：3

16

30

26

×危険日：10

19

28

×危険日：9

19

28

座

22

15

28

16

20

×危険日：5

14

26

24

30

×危険日：7

17

22

17

28

×危険日：8

14

27

全体運：好調な運気とあいまって、物事がスムーズに進む良い毎日を過ご
すことができそうです。心配事が解消され、トラブルが発生して
も長く悩まされることなく、あなたの力や周りの力によって早期
に解決されていくことでしょう。
恋愛運 : 周りから寄せられている思いに気付けるかどうか、そこで恋愛に
発展できるかどうかが決まります。相手と近過ぎて気付かない、
まだ遠くて気付かない。その両方の可能性がありますので、注意
深く人の言動を気にしておきましょう。
金 運：なにかとおごってもらえる機会があり、自分の出費を減らすこと
ができそうです。食事に誘われたときは、恋愛感情やその後の発
展の有無に関わらず、素直に応じてみると良いかもしれません。
♥ラッキーデー：9

魚

14

3/20

9/22

♥ラッキーデー：3

～
2/20

乙女座

～
8/23

全体運：自身の成長を実感できる出来事が何度かあり、目の前の壁をクリ
アするたびに自分の糧となっていることに気付けるでしょう。苦
手の克服が達成されることで、あなたの視野や行動範囲が大きく
拡がっていくチャンスになりそうです。
恋愛運 : あまり良いとは言えません。ですが、あなたの身近には、あなた
のことを想っている人がいます。その想いや視線に気付ければ、
良い縁が結ばれることでしょう。周りからの視線、ちょっとした
会話の内容などに、気を配っておくようにしましょう。
金 運：ちょっとした逡巡があっても、思い切って欲しい物の購入やサー
ビスへの出費などをしてみましょう。得られるものも大きく、損
をしたといった気持ちにはならないでしょう。

水瓶座

14

×危険日：9

全体運：ややフワフワした運気をしているようで、良い方向へも悪い方向
へも転がる可能性を持っているようです。自分の意思や意識をしっ
かりと持たなければ、その場の雰囲気や空気にも容易に流されて
しまうことでしょう。
恋愛運 : 出会いを望めば出会いを引き寄せ、終わらせたいと思えば恋人と
の関係を切ることができそう。マンネリを感じている人は、新し
い恋愛を求めるのも吉。交際が長く続いているにも関わらず、結
婚が意識できない時は、別れることが最善の選択かもしれません。
金 運：ちょっとした油断でさえ、大きな損失へとつながっている危うさ
を持っています。新年だからとついつい気を緩めてしまわないで、
むしろ年末のように財布の紐を締めるようにすべきでしょう。
♥ラッキーデー：2

2/19

8/22

♥ラッキーデー：8

～
1/21

獅子座

～
7/23

全体運：なにかと力が発揮されて、上手い具合に物事が進みそうです。注
意すべき点としては、周りのことが見えなくなりがちになること。
ついつい夢中になったり、先へ先へと行ってしまったりで、周り
の人と歩調を合わせることを忘れてしまうかもしれません。
恋愛運 : 言葉に出すとその通りになるような運気。気になっている人がい
れば、その人とどうなりたいのか、具体的に口に出して自分に念
じてみると良さそうです。同じく、ライバルを遠ざけたい、邪魔
者を消し去りたいときも同じように、念じてみると良いでしょう。
金 運：宝くじやギャンブルなどは良い方面であり、少し奮発した購入を
考えても良いでしょう。思い切った行動や手を打てる月とも言え
ますが、守りに入っても問題はありません。

1/20

19

～
12/23

座

7/22

♥ラッキーデー：7

29

全体運：自分の頭と身体とが合わずに、思ったことが実行できずもどかし
さの積もる月となりそう。やらなければならないことがわかって
おり、また問題事などもどうすれば解決できるかわかっていても、
思うように身体が着いて来ないと言いますか、動けないようです。
恋愛運 : 自分から想いを伝えてみるのも良いでしょう。以心伝心を期待す
るのではなく、はっきりと気持ちを言葉にしましょう。なんとな
くや、その場の空気で察して欲しいではなく、相手からその場で
イエスかノーかの答えをもらうくらいの勢いを持ちましょう。
金 運：金運はほど良く、ですが気持ちが切れると一気に損失へと傾くや
や危ない位置にいると言えます。仕事で成功をつかんだ途端、足
元をすくわれて谷底へ落ちることも有り得ます。
♥ラッキーデー：8

山羊座

蟹
～
6/22

全体運：思ったことに着手すると、人よりも先行することができそうな気
配です。良いなと思ったことに手を出したり、この先流行りそう
と思ったものを取り入れてみたり、他人とは違う目線を持つこと
で近い未来に優位に立てるかもしれません。
恋愛運 : 波がありそうで、嬉しいことが続いた後にショックな出来事があ
りそうで、幸せがずっと続くとは思っておかない方が良いでしょ
う。ある程度の覚悟を持って相手との関係に臨み、一度気持ちが
切れたときは縁を切るくらいの方が、精神的にも楽なようです。
金 運：やや下がるもののおおむね好調といったところ。20 日くらいまで
は、嬉しいことが期待できます。ただし、それ以降は要注意でしょ
う。仕事絡み、家族絡みでお金に関する運気低下が見られます。

射手座

19

18

全体運：着実に進んではいるのですが、目に見える大きな変化や成長がな
いことに焦りを感じるかもしれません。都度都度で状況を確認す
るのではなく、ひと月やりきった後で振り返るようにすれば、あ
まり進行状況が気になることもないでしょう。
恋愛運 : 特にパートナーとの衝突がありそうで、下手をすると縁が切れる
未来に進むこともあるでしょう。出会いがあるのなら、それは 10
日くらいまで。それまでに動きがなかったら、1 月の恋愛成就は
ひとまず置いておき、別の道を探るようにしましょう。
金 運：金運は、仕事運との相乗効果で上昇しそうです。頑張れば頑張る
だけの結果につながり、その分の実入りも増えていくことでしょ
う。
♥ラッキーデー：2

1/20

6/21

♥ラッキーデー：10

～
11/23

双子座

～
5/22

全体運：新しい縁ができそうです。異性ではなく、友人としての縁になり
そうで、趣味の合う仲間ができるでしょう。自分と違う考え方を
否定せず、それもひとつの道かと受け取って、別の面から物事を
見るとあなたの成長もありえます。
恋愛運 : あまり良いとは言えません。ですがつらいことは特に起こらず、
平凡とも平穏とも言える期間になりそうです。恋愛や結婚に焦ら
ず、なるようになるくらいの大きな気持ちを持っている方が、以
外に良い流れになることもありそうです。
金 運：過剰になってしまい、足元がお留守になってすくわれてしまう可
能性があります。信頼を置いていた人から裏切られ、色々と失う
可能性もあり、対人関係については気を配っておきましょう。

全体運：穏やかなひと月になりそうで、運気も波がなく穏やかな状態のよ
うです。急激に一喜一憂することもなく、良いこともあれば悪い
こともあり、リラックスすることもあればストレスを感じること
もある、そんなバランスの取れた月になるでしょう。
恋愛運 : 初めて出会う人との恋愛はあまり期待が持てません。逆に言えば、
復縁や友人から恋人への発展は期待が持てそうです。身近なとこ
ろにいて、恋人同士になれたら良いなと思っている異性はいませ
んか？いたら積極的に声を掛けてみましょう。
金 運：金運は要注意です。気楽に支出を増やすと、後々大きなピンチの
波がやって来そうです。ある程度自重して、むしろ控えめな状態
を保つようにしておきましょう。
♥ラッキーデー：7

蠍 座

18

11/22

5/21

♥ラッキーデー：10

～
10/24

牡牛座

～
4/21

全体運：挽回の時期。人と比べて遅れている、劣っていると感じている部
分を集中的に補い、能力を押し上げる期間にすると良いでしょう。
普段の倍以上の力が発揮され、大きな差があったとしても一気に
捲り上げることが可能となりそうです。
恋愛運 : あまり良いとは言えなさそう。悪いわけでもありませんが、過度
な期待は持たない方が良いでしょう。ですがチャンスそのものが
ないわけでもありません。友人として近い場所にいる異性と、良
い空気になれることはありそうです。
金 運：最初の大波が来そうです。今、自分の直感を信じずして、いつ動
くと言えましょうか。宝くじを購入するもよし、投資をするもよ
しです。手元のお金を循環させて、新しい金運を引き寄せましょう。

天秤座

15

10/23

4/20

♥ラッキーデー：6

～
9/23

牡羊座

～
3/21

全体運：新年だから勢いをつけよう、スターダッシュを決めようなどと思っ
ていても、心身が思うように着いてこないことでしょう。スロー
スタートでも焦らず、じっくりと物事に向き合う気持ちを持って
臨むようにしましょう。
恋愛運 : 細かく見れば出会い運はあるものの、復縁や復活愛、略奪愛といっ
た願望での恋愛成就は期待薄のようです。動くのも、月の後半に
しましょう。年明け早々に動いても、空回りすることが多そうです。
紹介を受けて知り合った縁は、なかなか相性が良いようです。
金 運：良いとも悪いとも感じないようです。欲しい物を大きな金額を払っ
て手に入れたとしても、それに近いだけの実入りがあるので、出
費にあまり気を回すこともなさそうです。

16

25

×危険日：5

18

29

全体運：人と競うことで自分自身も成長していける月になりそうです。マ
イペースでの計画も良いですが、より上へと行きたいのなら、誰
か目標やライバルを設定して行動を起こすようにしましょう。競
うのであって、争うのではありません。
恋愛運 : 決断力に欠け、タイミングを逃してしまい、せっかくの恋愛チャ
ンスを形にできない可能性が高いです。特に月の前半から半ばに
かけては、数度あったそのチャンスをことごとくミスしてしまい
そう。
金 運：運気の流れがあなたに来ているようで、特に年上の人からなにか
と目を掛けてもらうことができそうです。どうしても欲しい物が
あれば、ねだってみるのもひとつの手と言えそうです。
♥ラッキーデー：4

18

23

×危険日：1

13

28
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ATLANTA お出かけガイド
Let's plan your outing with Atlanta Hangout Guide!

Movie
年間映画興行収入ランキング
１位
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
10 位
11 位
12 位
13 位
14 位
15 位
16 位
17 位
18 位
19 位
20 位

アベンジャーズ 4 エンドゲーム
ライオン・キング（超実写版）
スパイダーマン ファー・フロム・ホーム
キャプテン・マーベル
トイ・ストーリー 4
アラジン（実写版
ジョーカー
ワイルド・スピード スーパーコンボ
Ne Zha（中国アニメ映画）
流転の地球 The Wandering Earth
ヒックとドラゴン 聖地への冒険
マレフィセント 2
IT/ イット THE END
名探偵ピカチュウ
ペット 2
My People, My Country
The Captain
アリータ：バトル ･ エンジェル
アナと雪の女王 2
ゴジラ キング ･ オブ ･ モンスターズ

Spor ts
SUPERBOWL

アメリカ中が沸くスポーツイベ
ントの１つであるスーパーボウル
が、2 月 2 日 ( 日 ) にフロリダ州マ
イアミのハードロック・スタジア
ムで開催されます。
ハーフタイムショーは、
Jennifer Lopez と Shakira が決まっています。

PGA TOUR

PGA プロゴルフのツアー
2019-2020 シーズンです。
■■ 1 月 2 日 -1 月 5 日
Sentry Tournament of Champions
Plantation Course at Kapalua, Kapalua, Maui, HI
■■ 1 月 9 日 -1 月 12 日
Sony Open in Hawaii
Waialae CC, Honolulu, HI

2020

1
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●● インフィニティエナジーアリーナのイベント案内
■■ 3 月 03 日
Post Malone
■■ 9 月 23 日
Camila Cabello

Coca-Cola Roxy Theatre

800 Battery Ave SE Suite 500,
Atlanta, GA. 30339
☎ 470-351- 3866 Ext 38186
www.cocacolaroxy.com
■■ 1 月 19 日
FUTURE & LIL BABY
■■ 3 月 17-18 日
Excision
■■ 5 月 02 日
Snoh Aalegra

アトランタホークス
ホームゲームのみの案内です。
■■ 01 月 04 日 ( 土 )
■■ 01 月 06 日 ( 日 )
■■ 01 月 08 日 ( 水 )
■■ 01 月 14 日 ( 火 )
■■ 01 月 18 日 ( 土 )
■■ 01 月 20 日 ( 月 )
■■ 01 月 22 日 ( 水 )
■■ 01 月 26 日 ( 日 )
■■ 01 月 30 日 ( 木 )
■■ 02 月 03 日 ( 月 )

対
対
対
対
対
対
対
対
対
対

インディアナ
デンバー		
ヒューストン
フェニックス
デトロイト		
トロント		
ロサンゼルス
ワシントン		
フィラデルフィア
ボストン		

7:30pm
7:30pm
7:30pm
7:30pm
7:30pm
2:30pm
7:30pm
6pm
7:30pm
7:30pm

Music
State Farm Arena
1 State Farm Dr, Atlanta, GA 30303
☎ 404- 878-3000
www.statefarmarena.com
■■ 1 月 11 日
Celine Dion
■■ 1 月 11 日
Oprah
■■ 1 月 28 日
TOOL
■■ 1 月 29 日
Chance the Rapper
■■ 2 月 7-8 日
Eagles
■■ 3 月 27 日
Ozzy Osbourne
■■ 4 月 22 日
Niall Horan
■■ 5 月 7 日
Lauren Daigle
■■ 7 月 29 日
Harry Styles
■■ 10 月 2 日
Dan + Shay

元日 (New Year's Day)
新年の幕開けの日。年のはじめを祝
う国民の祝日。
1948( 昭和 23) 年 7 月公布・施行の祝
日法によって制定された。

元日 (New Year's Day)
七種，七種粥
鏡開き
キング牧師誕生日
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6400 Sugarloaf Pkwy, Duluth, GA 30097
☎ 770-813-7600
www.gwinnettcenter.com

NBA ATLANTA HAWKS

JANUARY
1 月 01 日
1 月 07 日
1 月 11 日
1 月 21 日

Infinite Energy Arena

■■ 1 月 16 日 -1 月 19 日
The American Express
Stadium Course, La Quinta, CA
■■ 1 月 23 日 -1 月 26 日
Farmers Insurance Open
Torrey Pines GC (South), San Diego, CA
■■ 1 月 30 日 -2 月 2 日
Waste Management Phoenix Open
TPC Scottsdale, Scottsdale, AZ
■■ 2 月 6 日 -2 月 9 日
AT&T Pebble Beach Pro-Am
Pebble Beach GL, Pebble Beach, CA

1 月のカレンダー

Theatre
Fox Theatre

660 Peachtree Street NE Atlanta, GA 30308
☎ 404-881-2100
www.foxtheatre.org

●● 歴史のある FOX 劇場でさまざまなイ

ベントが開催されています。

●● Broadway Across America
www.broadwayacrossamerica.com
■■ 01 月 21 日 -26 日
The Band’s Visit
■■ 02 月 11 日 -16 日
Hello, Dolly!
■■ 03 月 17 日 -22 日
Miss Saigon
■■ 11 月 30 日 -12 月 01 日 Cirque Dreams Holidaze
■■ 12 月 07 日 -24 日
The Nutcracker

Alliance Theatre
1280 Peachtree Street NE,
Atlanta, GA 30309
☎ 404-733-4650
www.alliancetheatre.org

●● High Museum 横の Woodruff Art Center の劇場

1 月 07 日

七種，七種粥

春の七種を刻んで入れた七種粥を
作って、万病を除くおまじないとして
食べる。
七種は、前日の夜、俎に乗せ、囃し
歌を歌いながら包丁で叩き、当日の朝
に粥に入れる。呪術的な意味ばかりで
なく、おせち料理で疲れた胃を休め、
野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄養
素を補うという効能がある。

Museum
High Museum of Art
近代美術館
1280 Peachtree St Atlanta GA 30309
☎ 404-733-4400
www.high.org
■■ 火－日 10 時―5 時 ( 日曜日は正午から )
◆◆ 大人＄14.50、子供 5 歳以下無料

Fernbank 自然史博物館
767 Clifton Rd. Atlanta GA 30307
☎ 404-929-6300
www.fernbankmuseum.org
■■ 毎日 10 時―5 時 ( 日曜日は正午から )
◆◆ 大人＄17.50、シニアと学生＄16.50、子供＄15.50

Nature,Parks

Atlanta Botanical Garden
アトランタ植物園

Margaret Mitchell House

1345 Piedmont Ave. Atlanta GA 30357
☎ 404-876-5859
www.atlantabotanicalgarden.org
■■ 火－日 9 時―5 時（4 月からは 9 時―7 時）

990 Peachtree St. Atlanta GA 30309
☎ 404-249-7015
www.gwtw.org
■■ 毎日 ツアー :10 時半―5 時 , ショップ :10 時―6 時
◆◆ 大人＄13、シニア＄10、学生＄9、子供＄8.50

MLK Museum キング牧師博物館

Uniquely

AT L

World Of Coca Cola コカコーラ博物館

449 Auburn Ave. Atlanta GA 30312
☎ 404-524-1956
www.thekingcenter.org
■■ 9 時―5 時
◆◆ 無料 ( 寄付を受け付けています )

121 Baker St. Atlanta ジョージア水族館の隣
☎ 404-676-5151
www.worldofcoca-cola.com
■■ 8 時―6 時
◆◆ 大人 ＄16、シニア＄14、子供＄12

Jimmy Carter Library Museum
カーター大統領博物館

CNN Studio Tour
CNN スタジオツアー

Centennial Olympic Park

Georgia Aquarium
ジョージア水族館

441 Freedam Pkwy. Atlanta GA 30307
☎ 404-865-7100
www.jimmycarterlibrary.gov
■■ 9 時―4 時 45 分 ( 日曜日は正午から )
◆◆ 大人＄8、シニアと学生＄6、16 歳以下無料

225 Baker St. Atlanta GA 30313
☎ 404-584-4000
www.georgiaaquarium.org
■■ 日―金曜日 午前 10 時―午後 5 時
土曜日
午前 9 時―午後 6 時

Zoo Atlanta
アトランタ動物園
800 Cherokee Ave. Atlanta GA 30315
☎ 404-624-5600
www.zooatlanta.org
■■ 月―金曜日 午前 9 時半―午後 5 時半
日・土曜日 午前 9 時半―午後 6 時半

Stone Mountain Park

1000 Robert E. Lee Drive,
Stone Mountain, GA 30083
☎ 770-498-5690
www.stonemountainpark.com
◆◆ 車 1 台につき＄10
■■ 1 日有効のアドベンチャーパスは＄28( 子供＄22)

1 月 11 日

190 Marietta St, NW, Atlanta, GA 30303
☎ 404-827-2300
www.cnn.com/tour/atlanta/

●● 予約したほうが確実に参加できる
■■ 9 時―5 時 (10 分おき )
◆◆ 大人＄15、シニア＄14、子供＄12

Atlanta History Center
アトランタ歴史博物館
130 West Paces Ferry Rd. Atlanta GA 30305
☎ 404-814-4000
www.atlhist.org
■■ 10 時―5 時半 ( 日曜日は正午から )
◆◆ 大人＄16.50、シニアと学生＄13、子供＄11

鏡開き

正月に年神様に供えた鏡餅を雑煮や汁粉にして食べ、一家
の円満を願う行事。
武家社会の風習だったものが一般
化した。刃物で切るのは切腹を連想
させるため、手や木鎚で割ったり、砕
いたりする。また、
「切る」という言
葉をさけて、
「開く」という縁起の良
い言葉を使っている。
地方によって日が違い、京都では 4
日に、ほかに 20 日に行う地方もある。

1 月 21 日

265 Park Ave W Northwest, Atlanta, GA
☎ 404-222-7275
www.centennialpark.com/

●● Web のイベントガイドを確認してください

SKY VIEW

168 Luckie St. NW, Atlanta, GA 30303
☎ 678-949-9023
www.skyviewatlanta.com/
■■ 日 – 木 :12 時 –10 時 , 金 :12 時 –11 時 , 土 :10 時 –11 時
◆◆ 大人 $13.50, シニア (65 才 +)$12.15, 子供 (3-12 才 )$8.50

マーティン・ルーサー・キングデー

Martin Luther King Jr. は、アメリカの黒人公民権運動の指
導者で、" キング牧師 " として知られていますよね。
キング牧師のことは、
人類の平等を訴えた "I have a dream."
（私
には夢がある）で始まる演説があまりにも有名なため、多く
の方がご存じだと思います。

ANIS ATLANTA - January 2020

35

36

ANIS ATLANTA - January 2020

クラシファイド広告

クラシフ ァイド広告
Cl a ss i f i ed

一般求人
ヤマト運輸アトランタ支店

引越作業員を募集しています。就労ビザを
お持ちの方、車の運転できる方
☎ 404-550-2628 池谷までご連絡ください。

食品会社セールス募集

月～金、フルタイム、勤務地 :Norcross, GA
( 近辺州に出張へ出れる方 )
詳細は電話又は Email でお願いします。
会社名：Yamasho Atlanta Inc 担当：山内
☎ 770-263-9312 E info@yamashoatl.com

IACE トラベルアトランタ店

業務 : 旅行手配業務全般。就労ステータス
をお持ちの方を募集中。未経験者・OPT も
歓迎。連絡先 : jinji@iace-usa.com

ウィンタースチャペル幼稚園

保育補助を出来る方を募集しております。
時間：月〜金曜日、
午前 7 時半〜午後 3 時半。
午後 3 時半～午後 6 時半。委細面談の上、
決定。☎ 770-394-3242 新井まで。

マリエッタ / ロズウエル公文

採点・事務スタッフ複数急募中。学齢期の
お子さんが学校へいっている間や教室中な
どフレキシブルな時間で働けます。
詳細は長谷川まで ☎ 770-321-2637 メッ
セージを残してください。

日本語補習校教師募集

カンバーランドファミリーデンタル

受付募集、日英バイリンガル、土曜出勤可
能な方、 要 労 働 ビ ザ。詳細は 篠 原 ま で ☎
770-272-1818 E info@myhaishasan.com

とまとストアー

カブ店

フルタイムまたは、パートを募集しており
ます。詳細は☎ 770-933-0108 まで。

レストラン求 人
カラオケメロディー

明るく元気で歌好きな方。深夜働ける方優
遇。自由シフト制、短期も OK.
お問合せは☎ 770-986-8881

鮨処はや川 スタッフ募集

サーバー、マネージャー補佐急募。フルタ
イム優遇、経験不問、能率給有り。フルタ
イム給与（month）1.5K ~ 5.5K、完全週休 2
日、有給休暇（夏冬、計 3 週間 )
☎ 770-986-0010 or ☎ 404-488-9178

TANAKA レストラン

サーバーを募集しています、
詳細はお電話にて☎ 770-740-1488

Umaido スタッフ募集

従業員募集。詳細は☎ 770-335-3070

はじめ スタッフ募集

従業員募集。詳細は☎ 470-428-2388

サウスカロライナ州グリーンビル日本語補
習校では、中学（国語）、小学（国語、算数）
の教師を募集しています。教育に興味があ
り、子ども好きで経験のある方、情熱のあ
る方を、広く募集していますので是非ご応
募下さい。勤務日は土曜日（年間 40 日）。
当校規定による報酬と交通費を支給。詳し
くは、E gssschool@gmail.com、
☎ 864-554-5224 山川までご連絡下さい。

和楽 スタッフ募集

日本語補習校教師募集

庄や 板前さん募集

アラバマ州バーミングハム日本語補習校 で
は、小学（国語・算数）の教師を募集 して
います。教育に興味がある方のご応募 を心
よりお待ちしております。 勤務日は土曜日
（年間 40 日）
。 当校規定による報酬と交通
費を支給。 詳しくは、
E board@bssal.org、☎ 205-746-1773
担当青木までご連絡下さい。

Salon LIHGA スタッフ募集
スタイリスト、土日受付募集
E salonlihga@gmail.com 迄

Salon i スタッフ募集

スタイリスト / アシスタント ( 経験者・ラ
イセンス者のみ ) 募集。☎ 678-762-7800

ビル / オフィス掃除募集

SmartDog Commercial Cleaning Services 平
日の夜、週末に働ける方を募集。選べる時
間帯。電話は日本語で☎ 770-667-8736
Roswell, Alpharetta, Norcross, Duluth,
Marietta, Dunwoody, Woodstock エリア

シェフ、キッチンシェフ、ウェイトレスを
募集しています。☎ 678-889-4188 まで

春一番

スタッフ募集

サーバー、キッチン及び寿司シェフを募集
しています。学生さん大歓迎。詳細はミッ
シェルまで、☎ 770-622-4060

板前さん、ヘルパーさん募集。年齢、経験
は問わず、パートも可、ディナーのみ。健
保（自己負担無）、有給あり、ビザ相談可。
詳細は 4 時以降に☎ 770-457-5555 マカベ
又は金谷まで

銀や スタッフ募集

寿司・キッチン、各板前さん募集。ディナー
のみ、健保、有給あり、ビザ相談可。サーバー
さんも募集しています。詳細はお電話で☎
678-882-4733 遠藤まで

麺や Okiboru メンバー募集

Ssndy Springs に新規オープンするお店のマ
ネージャー・キッチンシェフ・サーバーを
募集。パートモカ、学生さん歓迎。
お問合せは naoki@okiboru.com

中藤レストラン スタッフ募集
フロントを募集しております。
お問合せは☎ 404-873-6582 もしくは
E yumiko@nakatorestaurant.com

横浜 Yokohama

Draville

サーバー、キッチンシェフを募集。
週 3 日、月金土 r ランチとディナー
詳細はリカまで 678-580-3455

幸楽ラーメン

教
４月開講

授

書道教室生徒募集

成人部 若干名
生徒部（小３～中３）若干名
S.Cobb ☎ 678-468-4493 荒関

Duluth

サーバー、キッチンシェフを募集。学生、
未経験者大歓迎。詳細は木下まで。
☎ 404-786-3307

Gekko Sushi スタッフ募集
寿司シェフを募集しています。
詳細は Jack まで☎ 770-906-6936

ダンスレッスン

バレエ、モダンも含めたルイジのジャズダ
ンスメソッドで踊りを楽しみませんか？詳
細は☎ 770-656-7505 奈保子

ビ ジネ ス
コンシェルジュ

Sakura Sushi Bar

サーバー募集と寿司シェフを募集していま
す。Lower Roswell エリア。
☎ 678-896-0026 Tim まで

サービス

http://atl-concierge.com

お手伝いしていただける仲間を募集してい
ま す。 詳 細 :support@atl-concierge.com ま
でお問い合わせください。

GOTO Peachtree City

サーバーとキッチンアシスタントを募集。
詳しくは 678-431-2059 Wooja まで

日本食シェフ募集 オーガスタ

オーガスタダウンタウン、アパートあり☎
404-451-5447 詳細はヨシまで

ANIS
ATLANTA

MIYABI サバナ GA

寿司シェフ、マネージャー補佐募集。
詳細はE miyabisavannah@gmai.com
☎ 912-352-7300 瀬尾まで。

寿司 KOJI グリーンビル SC

寿司シェフ、ウエイトレスを募集を募集し
ています。詳細は☎ 864-569-7769 まで

クラシファイド広告募集
求人、売買、不動産、
教授、お知らせなど

寿司勝 グリーンビル SC

寿司シェフ、サーバーを急募しています。
詳細は☎ 864-288-2227 まで

クラシファイド申込方法
送付先：ANIS

花水木レストラン FL

寿司シェフ・調理師・サーバー募集。フロ
リダ州オーランド。労働ビザの方は優遇、
ビザスポンサー可。詳しくは当店のウエブ
www.hanamizuki.us 求人情報欄をご覧くだ
さい。花水木レストラン 407-363-7200

お知らせ
ジョージア剣道メンバー募集

剣道を楽しみながら学びたい人たちを募集
しています。新井まで☎ 770-394-3242
W www.GEORGIAKENDO.net

商工会レディースゴルフメンバー募集

ゴルフ好きの方 3 月～ 11 月の第２火曜日
アトランタ近郊でコンペを行っています。
お問合せは ☎ 404-825-0693 西原まで

野球・ソフトボールメンバー募集

日曜日に草野球 (Norcross)、月曜夜にソフ
トボール (Peachtree City) を行っています。
お問合せは 佐々木まで☎ 470-330-0147

ATLANTA

4514 Chamblee Dunwoody Rd,
Suite 249
ATLANTA, GA 30338
Phone: 404-510-8534
E-mail:infojp@anisatlanta.com
◆◆ 料

金

見出し 13 文字ｘ 2 行以内 + 本文 20 文
字ｘ 4 行以内
左記の基本パターン 1 号に付き 15 ドル、
1 行につき 2 ドル追加
◆◆ 追加料金 写真・ロゴ掲載料：1 件につき 10 ドル
◆◆ 掲載期間 1 回の申し込みにつき 1 カ月
◆◆ 締め切り 毎月１５日まで到着分となります。
上記は締切りの目安であり、印刷スケ
ジュール及びスペースの都合上、変わる
可能性がありますのでご了承ください。
◆◆ 申込方法 E メール、FAX にてご連絡ください。
◆◆ 支払方法 チェック、マネーオーダー。
< 前払い＞ ＊掲載料の返金は一切できませんので
ご了承ください。
＊リターンチェックの場合は手数料 10
ドルをいただきます。
尚、求人広告は無料です。

ANIS ATLANTA Classified Ad Information

Rate $15 for 2 title lines and 4 main contents lines.
1 title line 13 Japanese characters or about 25 English
characters.
Additional lines $2 per line
Logo / Pictures Fee $10 each.
Translation Fee $5

●● Advance Payment is required to place your ad. Pay with Check
or Money Order.
●● All ad must be received by the 15th for the issue.
●● No refunds in any case.
●● 掲載された広告内容に関しましてはアクシスは一切責任を
負いかねます。
●● 広告掲載をされる場合、内容によっては掲載をお断りする
こともありますので、ご了承ください。また、レイアウ
トの都合上、広告掲載時の行数は異なる場合があります。
We do not accept responsibility for ads appearing on this
magazine. we may refuse to place the ad if the contents is not
suitable for the magazine. The number of the line may differ
from the original form for the layout reason.
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編集後記
次回 2020 年 2 月号は
2 月 5 日ごろ配布予定

新しい年が明け、私にとっても新しい年も幕開けとなり
ました。2020 年という新しい年に創刊号を発行する運び
となりました。
12 年間、編集のお仕事を続けてきたにも関わらず、独
り立ちすることに躊躇がありましたが、沢山の励ましの
お言葉を頂戴し、大切な人や身近な多くの方に支えられ

ANIS ATLANTA

て、今日まで歩いてこれたということを改めて感じました。
ちょっと浪花節みたいですが、お声をかけてくださった皆

NO. 1
January 2020

さん、本当にありがとうございました。とても嬉しかった
です。
ところで今月号から「アニスアトランタ」と名称変更し
たのに気がつかれた方いらっしゃいますか？ちょっとずつ
ですが内容もアップデートしています。手前味噌になりま
すが、今まで以上に皆さんに身近な情報を発信しつづけた
いと思っています。
今日の日が迎えられることができて、とても嬉しく思い

Published by Anis USA, LLC

ます。もちろん頭をかかえるような難題や失敗の連続もあ

4514 Chamblee Dunwoody Rd,
Suite 249
Atlanta, GA 30338

り、問題から解放されいることなどありませんが、そのお

Phone :
E-mail :
Web :

分でいたいと思っていますので、どうぞよろしくお願い申

かげで成長もできています。いつも挑戦しつづけている自

404-510-8534
infojp@anisatlanta.com
http://www.anisatlanta.com

し上げます。
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本誌掲載の記事・写真の無断複写、複製を禁じます。本誌
に掲載された広告内容に関しましては、アニスアトランタ
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ANIS ATLANTA は以下の場所に配布されています
ジョージア州：
アトランタ主要日本食レストラン

アトランタ総領事館 ジョージア日米協会

ウエストミンスター日本人教会

倉岡クリニック

ジョージア日本語補習校

アトランタ日本語バブテスト教会

ICAGeorgia

アトランタ公文アカデミー

ウィンタースチャペル幼稚園

日系美容室

アジアンスーパー

他

テネシー、アラバマ、サウスカロライナ、ノースカロライナ州：
Wismettac Asian Foods 様のご協力により、30 のレストランと食料品店
に配布されています。
アトランタに住んでいる人、これからアトランタに住む人、アトランタ
を訪れる方の生活情報応援サイトです。ショッピング、不動産、公的手
続き、VISA、公立学校のことなど皆様の生活のお役に立てれば幸いです。
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広告・クラシファイド・取材記事・連載コラム
お問い合わせは、下記までお願いいたします。

E-mail: infojp@anisatlanta.com
Phone: 404-510-8534
締切りは毎月 18 日です。日本人コミュニティのイベント取材依頼や
告知なども受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
クラシファイド広告は、一般求人・レストラン求人・売りたい・買い
たい・イベントの告知・メンバー募集など、幅広くご利用いただけます。
1 ヶ月のみ掲載ですので、特に申し出のない限り自動的に消去します。
ビジネス以外は、無料で掲載できますので、毎月 15 日までにお申し込
みください。
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