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日本語で安心の歯科治療

www.MyHaishaSan.com www.NihonDentalDuluth.com

カンバーランドファミリーデンタル 日本デンタル
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お問合せ下さい

カンバーランドファミリーデンタル

歯とお口の健康をお守りする「かかりつけ歯科」として
日本人コミュニティーに携わり 20 年以上
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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。

　マハトマ・ガンジーはインドの弁護士、宗教家、政治指導者。

インド独立の父と称される。
　1869 年 10 月 2 日、英国領インド帝国（現在のグジャラー
ト州ポールバンダル）に生まれる。父は当時のポールバンダ
ル藩王国の宰相。
　小学校時代は成績や素行も悪く、ヒンドゥー教の戒律で禁
じられている肉食を繰り返したり、タバコ代欲しさに召し使
いの金を盗んだこともあった。
　13 歳のときにインド幼児婚の慣習により結婚。18 歳で弁
護士になるためにロンドンに留学。卒業後に南アフリカで弁
護士として開業するも白人優位の人種差別政策下で強烈な人
種差別を体験。インド系移民の法的権利を擁護する活動に従
事するようになる。
　インド帰国後は「非暴力、不服従」運動によってイギリス
からの独立運動を指揮。1947 年、ついにインドを独立させ、
イギリス帝国をイギリス連邦へと転換させることになる。
　1947 年 8 月、パキスタンがインドから分離独立。ガンジー
はヒンドゥー原理主義者からムスリムに対して譲歩しすぎる
として敵対視される。
　1948 年 1 月、ガンディーは狂信的なヒンドゥー原理主義
集団民族義勇団によって襲撃される。ピストルで撃たれたと
き、ガンジーは自らの額に手を当ててこの世を去った。
　それはイスラム教で「あなたを許す」という意味の動作。
78 年の生涯であった。
　ガンジーの平和主義的手法はキング牧師など、人権運動や
植民地解放運動において世界中に大きな影響を与えた。

明日死ぬかのように生きよ。
永遠に生きるかのように学べ。

この 7 つが私たちを破壊する。
労働なき富。
良心なき快楽。
人格なき学識。
献身なき宗教。
理念なき政治。
人間性なき科学。
道徳なきビジネス。墓場で一番の金持ちになることは
私には重要ではない。
夜眠るとき、
我々は素晴らしいことをしたと言えること、
それが重要だ。

毎晩眠りにつくたびに、私は死ぬ。
そして翌朝目をさますとき、生まれ変わる。

束縛があるからこそ、
私は飛べるのだ。
悲しみがあるからこそ、
私は高く舞い上がれるのだ。
逆境があるからこそ、
私は走れるのだ。
涙があるからこそ、
私は前に進めるのだ。

マハトマ・ガンジー

名前：モーハンダース・カラムチャンド・ガーンディー
	 （Mohandas	Karamchand	Gandhi)
国 :　イギリス領インド帝国
生 :　1869 年 10 月 2日	-	1948 年 1 月 30 日

偉人の名言
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ニュースダイジェスト
英ヘンリー王子「深い悲しみ」表明　王室の発表受け
　英王室のヘンリー王子は 1 月 19 日、ロンドン市内で行った
講演の中で、ヘンリー王子夫妻が王室のメンバーではなくなる
という王室の発表について、「深い悲しみ」を表明した。今回
の発表について王子が公の場で発言したのは初めてだった。

　ヘンリー王子は講演の中で、「妻と自分のために公務から退
くという私の決断は、軽い気持ちで決めたことではない」と述
べ、長年の苦難を経て、何カ月にもわたる話し合いの末に決め
たことだったと説明。「この件に関する限り、ほかに選択肢は
なかった」と振り返った。
　さらに、「私たちの願いは、引き続き女王と英連邦と軍関係
者のために仕えながら、公費を受け取らないことだった」とし
たうえで、「残念ながら、それは不可能だった」とした。

レバノン検察、ゴーン被告を渡航禁止に
　レバノン検察は 1 月９日、日本から逃亡した日産自動車前会
長のカルロス・ゴーン被告に対し、渡航禁止を命じたことを確
認した。
　ゴーン被告はこの前日、レバノンで各国のメディアを前に記
者会見し、日本から逃亡した理由を語っていた。
　レバノン検察によると、渡航禁止により、ゴーン被告はレバ
ノンから出国できなくなる。
　レバノンは２日、国際刑事警察機構（ICPO）からゴーン被
告に対する「レッド・ノーティス」と呼ばれる手配書を受け取っ
たことを明らかにし、同被告が日本の警察に指名手配されてい
ることを確認していた。
　レッドノーティスでは、司法当局に対して逃亡者の逮捕を求

める強制力はない。レバノンと日本は犯罪人引き渡し条約を締
結しておらず、レバノン当局者は、ゴーン容疑者が合法的にレ
バノンに入国したと語っていた。

USJ で「マリオ」になれる？テーマパーク
　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は 1 月 14 日、
任天堂の人気ゲームキャラクター「マリオ」を題材にしたテー
マパークについて発表した。現実の世界とゲームの世界が融合
し、来場者はゲームの世界の中で遊んでいるように感じられる
とうたっている。

　テーマパークのオープンは今夏を予定。夏には東京で五輪も
開催される。
　来場者はリストバンドを装着して、バーチャルな世界に参加。
マリオがゲーム内でするようにデジタルのコインを集める。来
場者は腕や手など体全体を利用できるという。
　詳細はまだ明らかになっていないが、専用サイトが開設され
たほか、プロモーション用の動画も公開された。動画内で流れ
ている音楽はギャランティスとチャーリー XCX が担当した。
　マリオは 1980 年代に登場し、任天堂にとって大きな収益源
となっている。
　昨年９月にリリースされたアプリゲーム「マリオカートツ
アー」は最初の１週間で 9000 万回ダウンロードされ、任天堂
のアプリゲームとしては過去最高を記録した。 

ＭＳの「ウィンドウズ７」がサポート終了
　米マイクロソフトは 1 月 14 日、ＯＳ「ウィンドウズ７」へ
のサポートを終了する。このため、ウィンドウズ７のアップデー
トやセキュリティー上の脆弱（ぜいじゃく）性を修正するため
のプログラムも提供されなくなる。
　サポート終了は数億人の人々に影響を与えそうだ。ネット

ニュースダイジェスト
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マーケットシェアによれば、３分の１以上のパソコンがウィン
ドウズ７を利用している。
　ウィンドウズ７が動いている PC の数は、「ウィンドウズ 10」
が稼働する PC の数をわずかに下回るにすぎない。ウィンドウ
ズ１０は最も利用されている OS で、マイクロソフトの直近の
数字によれば、ウィンドウズ 10 は 9 億台の端末で利用されて
いる。
　サポート終了後もウィンドウズ７を利用し続けることは可能
だが、マイクロソフトはウイルスやマルウェアに対して、より
大きなリスクにさらされることになると警告している。
　マイクロソフトはウィンドウズ７のサポート終了にあたり、
ウィンドウズ 10 への無償でのアップデートなどを呼び掛けて
いた。

トヨタ自動車 富士山麓に「スマートシティー」建設へ
　トヨタ自動車はこのほど、自動運転車やスマートテクノロ
ジー、生活支援ロボットの実証実験を行う「未来都市」を富士
山麓に建設すると発表した。
　米ラスベガスで開催されているデジタル技術見本市「CES」
で、豊田章男社長が構想を明らかにした。

　「ウーブン・シティ」と名付けられたこの街は、トヨタの工
場跡地を利用し、来年着工する予定。豊田氏は「人工知能（AI）
を知能増幅（IA）に転換したい」と語った。
　敷地面積は約 71 万平方メートル。水素燃料電池や太陽光パ
ネルを使って「完全に持続可能」な街をつくる。完全自動運転
の無公害車だけを走らせ、同社の電気自動車（EV）「イー・パレッ
ト」で商品などを配送する。
　当初は同社の従業員と家族ら 2000 人が入居する見通しだ。
住居内ではＡＩが冷蔵庫の中身を補充したりごみを出したり、
健康状態をチェックしたりして生活を支援する。

観光名所の奇岩「プンタ・ベンターナ」、地震で崩壊
　米カリブ海の米自治領プエルトリコを襲った地震で、同島南
部の観光名所だったアーチ形の奇岩「プンタ・ベンターナ」が
崩壊した。地元グアヤニリャ市の市長が確認した。
　プンタ・ベンターナは海岸にそびえる岸壁の中央に円形の窓
が開いたように見える奇岩で、プエルトリコの主要観光名所の
ひとつだったが、６日に起きたマグニチュード（Ｍ）5.8 の地
震で崩壊した。

　現地の大学の気象研究所は、プンタ・ベンターナが崩壊する
前と、地震によって崩壊した後の写真をツイッターに投稿。「プ
ンタ・ベンターナの自然の窓が消滅した」とツイートしている。
　市長によると、1 月 6 日の地震では、1841 年に建造された
植民地時代の教会も全壊した。
　プエルトリコは７日にもＭ 6.4 の地震に見舞われ、少なくと
も１人が死亡、数人が負傷している。

グーグル親会社アルファベット時価総額１兆ドル突破
　米グーグルの親会社、アルファベットの株価が 1 月 16 日の
株式市場で最高値を更新し、時価総額が１兆ドル（約 110 兆円）
を突破した。
　アルファベットのほか、アップルとマイクロソフトも時価総
額が 1 兆ドルを超えている。米国で時価総額トップのアップ
ルは 1.4 兆ドルに近付き、マイクロソフトはほぼ 1.3 兆ドルに
達した。米国企業３社が同時に１兆ドルを突破したのは初めて
だった。
　時価総額世界一の企業はサウジアラビアの石油会社サウジア
ラムコ。時価総額は先月上場した時点で２兆ドル、現在は 1.8
兆ドル前後で推移している。
　アルファベットは今年に入って急上昇し、年初来８％あまり
上昇している。
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良いものだけで作るシンプルな食事 健康の基本「 粗食」

健康の基本「粗食」

粗食とは？
　肉を摂らずに穀類と野菜を主にした食生活のことを言います。
粗末な食事＝粗食という意味ではありません。お坊さんの一汁
一菜のような精進料理をイメージしていただくとわかりやすい
でしょうか。
　例えばこんな感じの献立です。
ご飯（玄米など）、味噌汁、煮物（炒め物）、魚、これに漬物
魚で動物性たんぱく質を摂るのでお肉は摂りません。充分満足
な美味しいお膳になりますよね。

粗食のメリット
　粗食にすると体内の消化器官が栄養を吸収しようとして一生
懸命働き出します。栄養不足だと体が弱るように思うかもしれ
ませんが、それはちがいます。栄養を摂りすぎると逆に体は、
弱くなるものなのです。
　日本で古来から営まれてきた伝統食はその風土でその季節に
できたものをいただくことでした。風邪などの季節病や流行病
に負けない身体を作ってきたのです。身体の中で無駄となるも
のは一切摂らないのですっきりとした身体になり、そのシンプ
ルさが心の中や顔の表情に表われてきます。昨今ブームのロー
フード、スローフード、ロハスは日本ではすでに古来から実践
されていたのですね。

今からできる！粗食のルール
　いきなり修行僧のようにがっつり粗食生活始めるわけではあ
りません。そもそも粗食は生活習慣病予防や改善効果が大きい
のです。消化されやすい食事なので内臓や血管に負担がかかり

にくいのです。毎日の食事で是非心がけたいこと、今すぐ実践
できそうなものをご紹介します。シンプルな食生活＝粗食なん
です。

その 1. 野菜は旬のもの。地産地消で

　いわゆる「スローフード」と呼ばれるその季節の旬の野菜や
果物、その土地で摂れたものを優先的にいただきましょう。選
ぶ際はなるべく生産者がみえるような野菜などを選びましょう。
　かぼちゃやさつまいもは秋が旬、里芋や葉物野菜ではほうれ
ん草や大根などいわゆるお鍋で使うお野菜も冬が旬です。緑黄
色野菜やキノコ類、海藻類をバランス良く食べることで、血管
が強くなります。

その 2. お米をしっかり食べる！白米よりは玄米や雑穀米で

　炭水化物は麺類やパンよりもお米を食べましょう。お米をしっ
かり食べることで間食をしなくなります。
　雑穀米は白米にあわ、ひえ、きび等、数種類の雑穀を混ぜて
炊くご飯。白米を炊くときに手軽に混ぜて使えるものがスーパー
で売られていますね。白米だけと比べて食物繊維やミネラルを
多く含んでいるのが特徴です。
　そして玄米は白米と同じカロリーなのに含まれる栄養素は数
倍にもなります。例えば食物繊維なら３倍以上、ビタミン B １
なら５倍以上、他にもビタミン E や亜鉛、葉酸なども白米の倍
以上含まれています。
　白米より固いのでよく噛まなければいけないので、その咀嚼
が満腹中枢の刺激になりダイエット効果があるとも言われてい
ます



09ANIS ATLANTA - February 2020

その 3. 腹八分目がちょうどいい

　お腹いっぱい食べることは、体内に入った食べ物を消化する
ために内臓に過度の負担をかけてしまうので禁物。よく言われ
るように腹八分がちょうど良いのです。腹八分目に止めること
で満腹感を得やすくなりますし、満腹状態だと内臓の消化活動
に使われてばかりだった血液が、腹八分目で筋肉にの血液が行
き渡ることになり基礎代謝が上がります。代謝が上がると痩せ
易くなったり良いことばかりです。胃もたれを起こすような満
腹になるまで食べることはダメ。

その 4. たんぱく質は魚や豆腐、大豆で摂取しよう

　たんぱく質は私達の身体を作る最も重要な栄養素です。体内
では作れないので外から充分な量を摂取していくことが重要で
す。肉や魚が動物性たんぱく質、植物性たんぱく質は豆腐や大
豆が代表選手。
　日本で古来から営まれてきた食事に乗っ取って動物性たんぱ
く質を魚で、植物性たんぱく質を豆腐などの大豆製品でしっか
り摂取しましょう。

その 5. 乳製品、加工食品は控えよう

　便秘の予防にヨーグルトなどの乳製品やカルシウム補給の為
に牛乳を毎日摂られている方がいますが、これも粗食の観点で
言えば、毎日のように摂る必要は無いでしょう。
　日本人はもともと牛乳を飲むことはありませんでしたし、ヨー
グルトなどの乳製品も食べられていませんでした。ごぼうなど
の食物繊維の多い野菜やカルシウムが豊富な小魚などを常時
しっかり食べることで補えるはずです。同じようにインスタン
ト食品などの加工食品も昔はありませんでしたので、これも控
えましょう。
　豆乳は大豆を水につけて煮て絞ったもので乳製品とは違いま
す。飲む際は砂糖が入ってない無調整豆乳を選びましょう。

その 6. 添加物たっぷりの市販のお菓子はバツ

　お米をしっかり食べることでお腹がすきにくくはなりますが、
やはりおやつの楽しみは止められませんよね。白砂糖は肌のシ
ミの原因にもなるとも言われるように砂糖や添加物たっぷりの
市販のお菓子は避けましょう。
　そのかわり栗やさつまいも、お餅などをおやつの時間にいた
だくことをおすすめします。腹持ちが良いですし、砂糖や添加
物は入っていません。ケーキと和菓子どちらかを選ぶのなら迷
わず砂糖が少なめの和菓子を選びましょう。

その 7. 納豆、漬物、味噌汁・・・発酵食品を進んでとろう

　発酵食品の代表といえばヨーグルト？と思いますよね。和食
にも発酵食品が実はたくさんあります。代表的には味噌、納豆、
漬物など。これらには腸の働きに欠かせない乳酸菌に代表する
善玉菌がたくさん含まれています。腸は侵入した病原菌を退治
するところでもあり、善玉菌を増やして悪玉菌を抑えることで
病気をしない健康な体を作ります。腸内活動を整えることは健
康維持にとても重要です。
　話題の甘酒も発酵食品であり腸の環境を整えます。無加糖の
米麹の甘酒がおすすめです。

その 8. やっぱり食べたい揚げ物！せめて油にこだわろう

　油を一切とらないダイエットが流行ったこともありましたが、
これは絶対にダメです。油をとらないことで身体の表面では肌
や髪のパサつきが見られ、血管が弱くなり神経機能も衰えます。
またビタミンの吸収の妨げにもなります。健康を損ねることが
粗食では無いので、油を適度に摂りましょう。
　どのような油が良いのかというと生活習慣病を引き起こす恐
れがあるトランス脂肪酸が入ってないものを選びます。トラン
ス脂肪酸はマーガリンやショートニングに多く含まれます。生
命活動維持に欠かせない必須脂肪酸を含む亜麻仁油やオリーブ
油などの植物油または米油がおすすめです。特に加熱以外でド
レッシングとしても使えるオリーブ油は優秀です。風味も良い
ですし、抗酸化作用や白髪予防などのアンチエイジングにも効
果が期待されます。

その 10. 突き詰めてやり過ぎないようにしよう

　では粗食をとことん突き詰めてしまうのは良いのかというと
それは危険です。それは人間の身体の維持に必要な栄養素の不
足または偏りに繋がるかもしれないからです。
　例えば粗食は肉や乳製品は摂らないとしていますが、この二
つは栄養価の高いことで知られています。肉は必須アミノ酸を
含む良質のたんぱく質が取れ、ホルモンバランスに関係する鉄
や亜鉛も多く含まれます。多くのたんぱく質が必要な成長期の
子供、妊娠や出産をしたい女性も栄養が豊富な肉を全く摂らな
いのは勿体ないかもしれません。同じく牛乳にもカルシウム以
外にミネラルなどもバランスよく含まれているので、たまに摂
ることも良いでしょう。
　ストイックに粗食を続けることより、粗食の精神を念頭にし
て栄養バランスの良い食事を摂る。このようなスタンスで充分
でしょう。
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 HT International Realty LLC 

Tel. 770-851-7030 
Email:  htparis@gmail.com 

住宅  
  
“
 
売買∙ 賃貸∙ 投資” は信頼と実績 の

    

お客様の大切な不動産、親切丁寧に

お仕事いたします。 

 Hisako Paris Tsumagari 
津曲久子までお問い合わせ下さい。

IMPOSSIBLE　インポッシブル・バーガー食べた？

IMPOSSIBLE
　アメリカで話題になっているインポッシブル・バーガー

（Impossible Burger）をご存知ですか？
　インポッシブル・バーガーは、2011 年にサンフランシスコ
を拠点にスタートしたインポッシブル・フーズ社（Impossible 
Foods）が開発した、肉の代替品のハンバーガーパテ。100％
プラントベース（植物由来）
　インポッシブル・バーガーは主に大豆のタンパク質でできて
いる。今までにもアメリカには植物由来の肉代替品はあったけ
れど、その中でもインポッシブル・バーガーが革新的なのは、
限りなく本物に近い肉の風味を再現しているところだ。秘密は
独自に開発された大豆ヘモグロビンにある。
　この大豆ヘモグロビンはヘム（heme）と呼ばれている。大
豆の根から抽出される DNA をイーストに混ぜて、ベルギービー
ルの醸造に倣った方法で発酵することでヘムは作られる。試行
錯誤を重ねて、インポッシブル・フーズは極めて肉の風味に近
いヘムの抽出に成功した。

インポッシブル・フーズが掲げるミッションは環境保護
　インポッシブル・フーズは、動物と自然を犠牲にしながら
人間が肉を食べることは prehistoric（過去のこと）であり、
destructive（破壊的なこと）であるとしている。とはいえ、ハ
ンバーガーやホットドッグを食べること、週末のバーベキュー
などの楽しさはこれからも残していきたい。それで誕生したの
が彼らのコンセプトだ。
　植物ベースのインポッシブル・バーガーは、通常の牛肉のハ
ンバーガーに比べ、96% の土地、87% の水、89% のメタンガ
スや二酸化炭素などを省くことができる。今後世界の人口は増
加の一途を辿ると言われている中で、環境に優しい肉の代替食
品のビジネスは大きな意義があると言える。

　アメリカの大手ファストフード・チェーンであるバーガーキ
ングが、インポッシブル・バーガーのパテを使ったワッパー

（Whopper はバーガーキングの看板商品）の全米での販売を開
始し、大きな話題になっている。とうとう時代はここまで来た。

　アメリカにはヴィーガンやベジタリアン向けのハンバーガー
はたくさんあるし、野菜、豆、キヌア、きのこを使ったものな
ど種類は豊富で、そして美味しい。とはいえ、これらは肉の味
を再現しているのではなく、別物として美味しいと言った感じ
なので、「ニセモノの肉」バーガーとは何？
　早速食べてみると、ハンバーガーそのままのお味で、野菜バー
ガーでは得られない「ハンバーガーらしさ」が確かにあるし、
おまけにしっかりタンパク質も摂れるのもいい。気になってい
る方には、こちらオススメします！絶対満足のお味です。

インポッシブル・バーガー食べた ?
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　私のこのコラム、一部のマニアックな人にしか面白くない
話を書いておりますが、今月は特にそうなのでご了承くださ
い。

　2 月１日アトランタで新日本プロレスの大会がありました。
同日に札幌大会があるにも関わらず「Mr.IWGP」永田祐志、「百
年に一度の逸材」棚橋弘至、「2019 年プロレス大賞技能賞」
飯伏幸太永田裕志どのそうそうたるメンバー来襲である。
　アトランタに来る前はノースキャロライナ、テネシー、フ
ロリダの州を回る本格的な米国南部ツアーを行っており、さ
すが、昨年 MSG（マジソンスクエアガーデン）を満員御礼に
した新日本プロレス、気合が入っている。

　プロレスというと批判的な人もいるだろうが、私は彼らの
身体の頑丈さ、身体能力の高さ、そして何よりもプロ意識の
高さを単純に尊敬しています。
　プロレスに対して批判的な人のほとんどの理由は「プロレ
スは真剣勝負じゃないからつまらない」。こういう論議を始
めるとまず「真剣勝負とは何か？」から始めなくてはいけま
せん。真剣勝負とは何か？一般的には「どちらが勝つかわか
らない勝負」「一切妥協のない試合」というところでしょう
か？
　実力が均衡している者同士が試合をすれば「どちらが勝つ
かわからない試合」で「一切妥協のない試合」にはなります。
でも、それが面白い試合かどうかは別の話。けっこう退屈な
試合にだったりすることも稀ではありません。
　それがプロならなおさらです。プロはお金を払って試合を
見に来てくれた観客を満足させてナンボの世界。いくらガチ
ンコの勝負をしても観客の心を動かせなければプロ失格で
す。

　よくプロレス嫌いな人はプロレスと総合格闘技を引き合い
に出しますが、倒れた相手の顔面を馬乗りになってボコボコ
にするのを観て面白いですか？って話です。
　この前引退した獣人サンダーライガー選手。彼は「プロレ
スは真剣勝負ですか？」という質問に「観客との真剣勝負で
す」と答えています。これは論点をずらしているように聞こ
えるかもしれませんが、実は全てのプロスポーツに通じる素
晴らしい答えなのです。
　どんなに強くても観客を呼べなければプロとは呼べませ
ん。観客に「この選手の試合をまた見たい」と思わせれば、

選手の勝ち。「もうこんな奴の試合は見たくない」と思われ
れば負け。この負けは実際のリングで行われる試合で負ける
よりプロにとってはきつい負けです。
　だから一流の悪役レスラーはどんなに悪くても「あいつが
ぶちのめされるところを見たい」という観客を呼べるから使
われ続けるのです。

　プロレスの楽しみ（？）の一つにマイクアピールがありま
す。マイクアピール？そんなことをすること自体が真剣勝負
ではないという人は、もうここで終わりです ( 笑 )。私はあ
る時までマイクアピールは、ある程度台本があるもんだと
思ってました。でも間違っていました。ガチです。
　もう何年も前の話ですが、日本で新日の試合を観た後に選
手、スタッフと食事に行く機会があり、その時のスタッフ同
士の会話が忘れられません。その大会では一度新日を退団し
た選手が新日のリングに上りマイクアピールをするという出
来事がありました。それに怒った中西選手が自らリングに上
がりマイクを取り相手を睨みつけます。ここで何か言うのか
と思ったら、そのままリングを降りてしまいました。
　食事中そのことが話題になり当時営業部長だった上井さん
が「あのバカ、リングにまで上がったのに何もしゃべらない
で降りやがって。マイク持ったらなんか話せよ。まったく恥
ずかしい。ほんとにバカだな」と当時のトップレスラーの一
人をバカ呼ばわり。これには驚きました。

　もちろんストーリー（プロレス専門用語でアングル）を決
めてる時も場合もありますが、ただそれもかなり怪しかった
りします。
　これもあるレスラーと食事をしていた時の会話ですが、前
日の試合の内容について「あれってアングルだったの？それ
ともガチ？」とスタッフにきいていました。スタッフの答え
は「ガチです」「そうだったんだ。でも湧いたからいいか」
　こういうある程度のアクシデントも興業の一部として認め
てしまう大らかさが、一般のスポーツから見るといい加減に
見えるのでしょう。

　最後に日本プロレスの生みの親である力道山がインタ
ビューで言い放った名言を紹介します。

「プロレスはショーの要素が強いと言われていますが？」
「人前で行うことはすべてショーです」
これこそザ・プロフェッショナルの答えだ。素晴らしすぎる。

国際大山空手道連盟

アトランタ支部長　高橋督格闘家の戯言
プロレスラブ

格闘家の戯言◎高橋督
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季節のスープレシピ◎スープ料理家・東條真千子



ANIS ATLANTA - February 202016 



17ANIS ATLANTA - February 2020



ANIS ATLANTA - February 202018 

アトランタ in-Town News ◎ Calligraphy Workshop with an Jazz Piano Performance

 　去る 1 月 12 日日曜日、中藤レストランにて書き初めワー
クショップとジャズコンサートが開催されました。当日は、
昨日までの嵐のように降り続けた雨から一転し、穏やかなあ
たたかい素晴らしい日となりました。会場の中藤レストラン
は、天井から美しい折り紙の飾りが施され、とても特別な気
分になります。

書初めは年の初めに 1 年の抱負や目標を書く正月行事。抱負
や目標を書くことによって実現への意思を強めたり、行動を
改めようとする人も多いはすですね。ジャズピアニストのま
どかさんの思いから、今回のワークショップを開催する運び
となりました。

　書道家の三好友梨さんは、6 歳から書道を学び師範でいらっ
しゃいます。店舗ロゴや書籍ロゴの筆文字デザイン、命名書、
タトゥーの筆文字デザインなど、幅広く活躍されています。
昨年まではお習字を教えていらっしゃいました。
　新年のお祝いの言葉である「謹賀新年」を豪快な筆さばき
で披露されると、会場から拍手が起こりました。さっそく、
今年の抱負を書にしようとチャレンジが始まりました。スマー
トフォンを取り出し、お手本を見つける参加者の人たちを見
ると、今風なんだなぁなんて感心してしまいます。そうはいっ
ても先生の教えは必須。筆さばきなど、興味深く、一生懸命
に練習をされていました。中でも「一攫千金」と書いていら
した方が、とても印象に残りました。
　今はパソコンの時代となり、直筆で文字を書く機会が減り
つつあります。そんな中、書に触れ、書で表現する楽しさを
知る素晴らしい機会になったのではないかと思います。

　ジャズピアニストの大島まどかさんが、素晴らしい演奏を
ご披露くださいました。精力的に演奏活動を行われていらっ
しゃるまどかさんですが、意外にもピアノの講師もしていらっ
しゃいます。いつもオリジナリティをちりばめたピアノで、
時にやさしく、強く、心にどんどん入り込んでくるその音色は、
どんな人も魅了してなりません。
　第一部は、お正月らしく「春の海」を演奏されました。純
日本的な雰囲気を残していますが、新しいアレンジでまさに
ネオ・ジャパネスク。あたたかな木漏れ日がふりそそぐ中、
極上の時が流れます。
　第 2 部では、ジャズのスタンダード曲のみならず、日本人
ならだれでもが知っている「さくらさくら」「上を向いて歩こ
う」「ふるさと」をまどかさんのアレンジで弾きこなし、私た
ちは彼女の奏でるすべてのリズムを体で感じ、音の流れに身
を任せることのできる、完成度の高さを感じさせる素晴らし
いコンサートとなりました。

　まどかさんのピアノを聞きに行きたいなと思われるかたは、
2 月は Chamblee の Bluetop Restaurant に第 1、第 2、第 3 水
曜日、7 時から 10 時までピアノトリオで入っていらっしゃる
そうです。カジュアルなアメリカンレストランなので、ご家
族でお出かけも可能ですよ。久しぶりに新しい音楽との出会
いがあるかもしれませんよ。是非お出かけください。

Bluetop Restaurant
5362 Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341
(678) 620-3490
http://www.bluetopchamblee.com/

ア ト ラ ン タ
in-Town News

JAPANESE CALLIGRAPHY WORKSHOP with 
an EXCITING JAZZ PIANO PERFORMANCE
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三好友梨　(Miyoshi Yuri) プロフィール
東京都生まれ。6 歳で日本の書道を学び始め、師範（師範 - 日
本書道の達人）の免状を取得。 
日本では、書道家として筆文字のロゴデザインを手掛けたり、
命名書きなど様々な分野で活躍されていました。2009 年に渡
米してからは、その他にも本のタイトルロゴ、タトゥーや T シャ
ツの筆文字デザインなど、その活動は多岐にわたっています。
友梨さんのウエブ：　www.yuricreations.com/

　　　　　Yuri Creations (@yuricreations)

大島まどか (Madoka Oshima) プロフィール
　幼少時より音楽につよい関心を示し、自らピアノに触り始める。
６歳よりピアノ、９歳よりバイオリンを始め、十代では和太鼓、
沖縄の三線、アフリカンドラムなど、ワールドミュージック系の
様々な楽器に触れ、作曲やアレンジなども始める。
• 2002 年より単身渡米し、ジャズ生誕の地であるルイジアナ州

ニューオリンズ州立大学にて、本格的にジャズを学び始める。
• 2005 年ハリケーン・カトリーナ後にジョージア州アトランタ

に移住。州立大学にてピアノパフォーマンス専攻でフルスカ
ラシップを得る。その後、成績優秀でジャズ科を卒業。

• 2007 年より、ジャズ、クラシック、R&B、ポップス、ゴスペル等、
多岐に渡りピアニスト／キーボード奏者として活動を始める

• 2008 年より始動したオリジナルのプリジェクト、MO PLUS/
Madoka Oshima Piano Trio は様々なスタイルを融合したユ
ニークなサウンドで定評。

コンサートやイベントのみならず、レストランやバーでの演奏な
ど、勢力的に活動を続けている。ご主人も音楽家でサックス奏者。

まどかさんのウェブ：www.madokaoshima.com
　　　　　Pianist Madoka Oshima (@pianistmadokaoshima）
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　皆さんも最近、Artificial intelligence(AI) や Data science と
いう言葉を更によく耳にするようになったと思います。この 2
つに関連する仕事は、ほとんどの業界において、必要とされ
る様になってきました。AI なんて自分には遠い世界！と思っ
ている方もいらっしゃると思いますし、すぐに皆さんの仕事
に影響を及ぼすわけではありませんが、技術は急速に変化し
ており、近い将来、仕事の仕方、仕組み、役割などが変わっ
ていく事が予想されます。その来るべき変化に対応できる様、
今回は LinkedIn の 2020 Emerging Jobs Report から、特に新
しい分野として成長している仕事に関するトレンドを見てい
きましょう。

Job Trends:
• Data science の分野は、3 年間連続で成長しており、今後

も全ての業界で伸び続けて行くだろうという見込みです。
• 2015 年から Behavioral Health Technician の需要が平均

で 32% 増加しています。メンタルヘルスの治療が保険で
カバーをされるようになったこともこの仕事が伸びてい
る要因です。

• Engineer は引き続き需要が高いです。伸びしろの高い仕
事の 50％は Engineering または Development に関連して
います。

Industry Trends:
• Tech industry では、Product Owner, Customer Success 

Specialist, Sales Development の需要が高くなっています。
新しい技術はオートメーションだけで完了できる訳では
なく、人間のスキルが非常に大切で、それなしでは完成
しません。いくら技術が発達したからと言っても、人し
かできない仕事の需要はますます高まるでしょう。

• 自動車業界は、Robotics Engineer, Data Scientist, Artificial 
Intelligence Specialist などの AI 関連ポジションを積極的
に募集しています。Smart Transportation の市場は急速
に発展しており、人口知能改革は留まる事を知りません。
完全自動運転の車の登場もそう遠くないかもしれません
ね。

Location Trends:
• シリコンバレーやニューヨークなど、仕事の機会が多い

場所は、生活費も高い傾向にあります。そこで、企業が
リモートワークを積極的に取り入れる事で、生活費が
比較的安い場所に新興ビジネスが集まってきています。

Austin, TX, Raleigh-Durham, NC, Pittsburgh, PA, Portland, 
OR, Charlotte, NC がその地域となりますので、Tech 関連
の仕事を探す方は、ぜひこれらの地域もチェックしてみ
ましょう。

• Washington D. C. とその周辺は、Cybersecurity, Data 
Science, AI などの Tech talent が集まっています。

• 仕事を決める際に、“リモートワーク“を優先する方が増
えてきています。労働人口の主力であるミレニアルズの
実に 40% 以上が働く場所の柔軟性を重要視しています。

　この様な新しく成長している分野は、今後も引き続き注目
していく必要があります。駆け抜ける様なスピードで成長し
ている分野は、沢山の業界に於いて、徐々に、または場合によっ
ては急激に変化をもたらしていくでしょう。変化が訪れは意
外になかなか気づかないものですが、気づいた時はすでに遅
し、とならない様、日々情報をインプットし、準備をしてお
く事は心がけ次第でできる事です。それを基に、長期的にど
うしていくべきか、それには今何をするべきかをある程度見
極めてキャリアを考える事が、今後益々重要になるのではな
いかと思います。

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

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 (97)

バイリンガル求職者の就職・転職事情◎ PASONA
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大蔵昌枝弁護士
　学生や研究者は弁護士や企業サポートがなく、自分でビ
ザ申請を行うことが多いため、法的問題に対してどこを見
てよいかわからないといった問題が多くみられます。その
ため、自分でもビザの申請ができるように解説された本で
す。
 　研究者は学生ビザ、研修ビザ、就労ビザなどで渡米さ
れるので、主に F-1・OPT/
CPT と　J-1 の申請方法や
配偶者の就労について触
れていますが ,　就労とし
てくる場合の H1B、L、E、
O ビザなども選択肢として
簡単に解説しています。
下記のリンクから書籍の
概要をご覧いただけます。

https://www.yodosha.
co.jp/jikkenigaku/
book/9784758108492/
index.html

学生・研究者用のビザ関連書籍
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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。

子供のビザ
　子供同伴の駐在員が帰任命令を受けた時、まずは子供の退
学時期、日本の帰国子女受入校の有無、受入時期、受入条件
など子供の進学事情を調べなければなりません。では、親が
帰任した後、子供の滞在資格はどうなるのでしょうか？

【同伴家族ビザは 21 歳まで】　一般に、子供は同伴家族のビ
ザを取得して滞在しています。親が帰任した時点で、家族は
同伴家族としての滞在資格を失います。駐在員帰国後も家族
がアメリカに残るためには、家族は駐在員帰国前に別のビザ
滞在資格に変更する必要があります。また、子供は 21 歳に
達した時点で同伴家族としてのビザは認められなくなるので、
アメリカで引き続き学校に通うためには 21 歳に達する前に
学生ビザに切り替える必要があります。

【大学生のビザ】　大学に進学する子であれば、F1 学生ビザに
変更申請することができます。F1 への変更申請は、アメリカ
国内で移民局に滞在資格（I-94）を F1 に変更申請を行うか、
或は、日本の米国大使館か米国領事館でビザ・スタンプを申
請する方法があります。アメリカ国内で滞在資格（I-94）を
F1 に変更する場合、申請先移民局によって審査に 3 か月から
７か月ほどかかるので、かなり前に申請を行う必要がありま
す。アメリカ国外に頻繁に出入りする子であれば、アメリカ
に入国するために F1 ビザ・スタンプが必要となるので、日
本の米国大使館か米国領事館でビザ面接を行い、F1 ビザ・ス
タンプを取得する必要があります。日本でビザ・スタンプを
申請した場合、面接に問題がなければ一週間以内にビザ・ス
タンプが指定住所に送られてきますので、新学期が始まる前
に比較的短時間にビザを取得することができます。ただし、
F1 ビザは移住する意思をみせてはいけないビザなので、父親
の同伴家族としてすでにアメリカに長期間滞在している子で
あれば、F1 を申請した学校を卒業した後に日本に戻る意思が
ないことを疑われ、F1 ビザの発行を拒否される可能性がある
ので要注意です。

【高校生のビザ】　子供は親の同伴家族ビザを持っている間は
公立の学校の授業料は免除されますが、親が帰任したあとは
同伴家族の滞在資格を失うので、無料で学校に通うことはで
きません。高校生の場合、親の帰任後引き続き公立高校に通
うためには、F1 ビザを申請することがきますが、公立高校に
関しては、F1 ビザは１年間しか認められません。私立校であ
れば F1 ビザの期間に制限はありません。また、F1 ビザで公
立高校に通う場合は、一人頭にかかる授業料の支払いを義務
付けられます。

【小・中学生のビザ】　小中学生の場合は、F1 学生ビザで公立
校に通うことはできませんが、私立校に通うことができます。
この場合、全寮制の学校にいれるのか、地元も家族のホーム
ステイをさせてもらうのかなど、子供の世話は誰がするのか
学校と相談しながら決める必要があります。

【母親の同伴ビザ】　子供が学生ビザに切り替えた場合、母親
には家族用のビザはありませんが、母親は B2 観光ビザ滞在

資格に変更したり、また一旦国外にでてビザ・ウエイバー
（ESTA）で米国に入国するも可能です。しかし、ESTA での滞
在は一回に最長 90 日まで、一年間に合計で 180 日以上滞在
することができません。ビザ・スタンプが 10 年間有効な B2
観光ビザを取得することもできますが、一回の滞在期間は入
国事情に応じて通常 90 日くらいしかもらえません。一回に
90 日以上の滞在期間をもらうのはまれです。B 観光ビザは
ESTA とは異なり、アメリカ国内で滞在期間を延長することが
できますが、B2 観光ビザで長期滞在すると、次回の入国時に
短期滞在目的ではないと判断され、入国を拒否される可能性
があるので要注意です。

　中には母親が滞在中に語学学校に通ったり、正規の学位プ
ログラムに入学する場合があります。この場合は、母親が F1
学生ビザに変更申請することで、21 歳未満の子どもは同伴家
族用の F2 ビザを申請することができ、引き続き現地校に通
うことができます。ただし、母親の学生ビサ申請の理由が自
分の学業目的ではなく、子供の米国での就学目的であると判
断されると、申請は却下される可能性があります。

【永住権】　父親が駐在中に家族と一緒に永住権を取得した場
合、のちに父親が他国に転勤になっても、子供と母親はその
まま米国に残ることができます。仮に父親が米国を長期不在
にして永住権が失効した場合でも、母親と子供は、永住権保
持者としてそのまま米国内で生活を営むことができます。永
住権を取得していれば、州立大学であれば州内住民用の安価
な学費が適用され、各州奨学金やローンの申請もできるよう
になり、また、在学中のバイトや就職活動も自由になります。
詳細については https://sites.google.com/site/iminhoh/home
を参考のこと。

【問題点】　日本の帰国子女枠での編入・受験の条件を満たす
ために、親の帰任後も学期終了まで数ヶ月間だけ米国に滞在
したい場合、また、父親の帰任後もアメリカの大学に進学を
希望する場合があります。帰任時期を学年度末に合わせるこ
とができれば、父親はその間アメリカに籍を置いたまま、日
本に出張することもでき、家族のアメリカでの滞在資格もそ
のまま維持することができます。しかしながら、現実問題と
して、帰任時期が子供の学期終了時期と一致しないことが多
いために、帰国後の子どもの進学に影響がでることがありま
す。子供同伴の派遣社員に対しては、例えば、人事異動を計
画する時に、現地校の学期終了時期などに合わせて帰任時期
を決定するなど、子供の学校事情に配慮したよりフレキシブ
ルな人事方針を採用することができれば、子供が学業が中途
半端で退学することを避け、編入条件を満たし、編入時期に
合わせて帰国することができるでしょう。子供の学校計画が
しっかりしていれば、語学力や国際センスを持ち合わせた将
来日本の経済担ってくれる貴重な人材の育成につながると思
います。

　留学ビザに関しては、研究者・留学生のためのアメリカビ
ザ取得完全マニュアル ( 日本語 )、羊土社出版、大藏昌枝（著）
をご参考ください。

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。

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

アイアイアイ キャリアからのお知らせ◎大蔵昌枝弁護士
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我楽多横丁こぼれ話◎野呂利　歩

　世の中は消費物資で溢れている。同じ用途の商品でも
ブランド物から非ブランド物まで種々雑多である。消費
者も賢くなっているから、もともと短サイクルの消耗品
であれば非ブランド品で済ますことも多い。仮に期待外
れに終わっても、最初からそれを承知で買えば、いささ
か落胆はするが、それほど悔しくはない。日本の百金商
品は値段の割に結構品質も良いから、外国人にも人気が
出るのも納得出来る（但し、たまに全然使えないのもあ
るので注意は必要だが）。

　ブランド品は少々値が張るが、そこはブランド力。消
費者からみれば、有名ブランド＝保証された品質　がイ
メージされ、安心感が伴う。ブランド品は正規店を含め
たオフィシャルなルートで購入するのが望ましいのは言
うまでもない。やすいからと、怪しげなルートで手に入
れ、偽物を掴まされた時は地団駄を踏まなければならな
い。正規ルートで買う理由は、安心感が大きいが、もう
ひとつアフターケアの充実が挙げられる。

　アメリカンブランドでバックパックのＪＡＮスポーツ。
今から 20 年前、娘のバックパックを買いに行った時、
驚いたことがある。商品に Lifetime Warranty と謳って

あるではないか。ここまで言い切る商品に初めて出会い”
なかなかやるな”と思ったものだが、それだけ品質に自
信があるのだろう。考えてみれば、何らかの不具合で返
品交換が出たとしても負担は軽微であろう。それよりも
終生保障を打ち出す方がインパクトは大きい。優れたマー
ケティングのポリシーだ。

　今から 30 年程前の事。日本からドイツに出張した折、
ワイフのお土産に巾着型の小さなショルダーバッグを購
入した。当時のドイツの高級ブランドで、Aigner と並ぶ
Goldpfeil。現地通貨で４～５万円相当（日本では８万円
していた）。アメリカに来て暫く経った頃、そのショルダー
のベルトが切れてしまった。さて、どうしたものか、

　Goldpfeil 本社のカスタマーサービスを漸く見つけ、そ
こに E メールしたところ、指定住所に現物を送るよう返
信があった。一か月も経った頃だろうか、Fedex で修理
されたバッグが戻ってきた。中に紙切れが入っていたの
で、てっきり請求書かと思ったら、「ゴールドファイルご
愛用を感謝」とあった。さすが有名ブランドとはこうい
う事か、と感心したものである。ホンモノを買う意味が
そこにある。

野呂利　歩

ホンモノを買う意味

我楽多横丁こぼれ話
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子育て知恵袋 in Atlanta ◎長谷川ゆかり

長谷川ゆかり子育て知恵袋　in Atlanta

無意識につかっている算数の力
　私たちは、日常生活の中で、知らず知らずのうちに算数や
数学で身につけた力を使っています。買い物中に３割引の商
品がどれだけ得なのかを考えたり、精算前におおよそ合計額
を計算して予算内なのかを確かめたりすることがあるでしょ
う。料理で、調味料の分量計算、住宅ローンの試算、家計の
収支など家事だけでもかなりありますね。
　この時、頭の中で使う計算のほとんどは、足し算、引き算、
掛け算、割り算など小学校で学んだ算数の計算です。そのた
めに、仕事上数学の知識が必要な人以外は、中学や高校で学
んだ数学が実生活で役に立ったと実感している方が少ないの
かもしれません。

理論的思考力と忍耐力を養う
　「昔はできたが、今は忘れて解けないので、数学は役に立
たない」という大人の方がいます。数学を学ぶ目的は、実際
に問題を解く力をつけるということもありますが、問題を解
く中で理論的思考する力や、最後まであきらめずに取り組む
忍耐力を養うことです。
　「公式を暗記して、あてはめて答えを出す」ことが数学で
はありません。結論にたどり着く道は、必ずしもひとつでは
ないのです。「どうすれば効率よく問題を解くことができる
のか」と試行錯誤しつつ筋道を立てて考え、最後の結論が出
るまで自分で解きぬく経験が大切です。
　日常生活の中でも、数学で身についた思考力を発揮する場
面があるでしょう。たとえば、料理は一品ずつ作るより、三
品を同時に作るほうが効率的ですね。ただ、より効率的に作
るには、ご飯を炊くことや、ゆでることから先に取り掛かる
とか、段取りを考えなければなりません。
　仕事でも、複数の仕事を効率よく、より短時間で、処理で
きる人材が求められています。さらに、情報化社会では、以
前に覚えた知識はどんどん古くなります。現代の様々な問題
を解決していくためには、結論がでるまであきらめずに考え
られる力を備えた人材が求められていると思います。

自分の手で、できるまで練習！
　数学で試行錯誤して正しい結論を導くには、個々の計算を
使いこなせることが大切です。方法は合っていても、計算を
間違えば正しい答えは出てきません。「ゆとり教育」によって、
小学校では段階的に教科書のページ数や授業時間が削減され
ましたが、実際に先生が「分数」などの課題について説明し
ている時間は、それほど変わりがありません。しかし、教科
書の演習問題が減り、授業中に実際に子どもが計算演習をす

る時間が減っているのです。
　先生に解き方を習って、わかった気になっても、自分でた
くさんの練習問題を解かないかぎり、計算力は身につきませ
ん。家庭などで時間を確保し、できるまで反復練習する習慣
をつけることが大切です。テレビを消すなど、集中して学習
できる環境作りを心がけましょう。
　ひとりで学習できるようになるまで、できるだけ親はそば
にいてあげたいものです。皆さんは、お子さんが学校から持
ち帰ったテストを見て何と言いますか？親はとかく点数や、

「できなかったところ」に目がいきがちです。しかし、子ど
もが「よーし、できるまで練習しよう！」と意欲をもてるよ
うに、まずは「できたところ」をたくさんほめ、努力をみと
めてあげましょう。
　間違えたところは放っておかず、すぐに直すことが大切で
す。「どこが間違ったんだろう。どうすればいいのか。」と考
えることは試行錯誤のひとつ。自分で見つけ訂正するからこ
そ、再び同じ問題が出たときに注意することができ、新たな
課題に挑戦する際には、自分で考える力にもなります。

生活の中にある『数』を発見しよう！
　諸外国に比べ、日本の子どもたちは、たとえ算数・数学が
得意だったとしても、あまり好きではないという子が多いで
す。理由はおそらく「受験の為に必要だから」と、仕方なく
勉強しているという気持ちが強いからだと思います。
　家庭では小さいうちから、机の上だけの勉強ではなく、身
の回りのものから、『数』の不思議やおもしろさをみつける
遊びをして数感覚を磨いてあげましょう。物を数えたり、
九九を親子で一緒に唱える。いろいろな物の長さを計る。ま
だまだ、たくさんあります。親子で日常生活にある“数”を
探してみましょう。算数・数学がもっと身近なものに感じら
れ、より楽しく学ぶことができるようになると思います。

☺
算数・数学を学ぶのは、何のため？ ( 理論的思考力と理解力が身に付く！ )
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聖書の言葉◎ますみ

　今回のコラムはつぐみが担当いたします！突然ですが、皆
さま今年はどんな年にしたいですか？この 2020 年という節
目に、新たな事に挑戦しようと思われている方はきっと多い
はずです。
　外見、趣味、習慣、新しい事に挑戦するにあたって色々あ
りますが、その中でも私達がお手伝いできるのが「外見」の
変化です。イメチェンという言葉で画像検索した時、そのほ
とんどを占めているのが「ヘアスタイル」のイメチェン画像
です。そのくらい、髪型が私達にもたらす変化は絶大なので
す。

　皆さまの最近の髪事情はいかがでしょうか？いつも同じよ
うなスタイルで代わり映えしない、飽きてきた、たまには違
うスタイルにして気分を変えたい。そんな風に感じることは
ありませんか？
　単にヘアスタイルを変えると言っても、ただ長さを変える
だけでは、意外と周りは気づいてくれないものです。ドキド
キしながらばっさり切ったのに、誰にも気づいてもらえない
… なんて経験もあると思います。

　ばっさりカットとは言え、胸下まで長さがあるスーパーロ
ングの方が 20cm 程切ったとしても、頭から遠く離れた場所
で起こる変化のため周りは気づきにくいのです。
　カットで一番印象が変わるのは「顔周り」の変化。話して
いる時に視線がもっとも集まるのは顔です。そのため、それ
がほんの数センチのカットだったとしても、ボブからショー
トにする、前髪を切る、などが与える印象の変化は極めて大
きいのです！

　とは言え、ショートには抵抗がある、前髪を作ると邪魔で
気になる、すぐに伸びてくるから維持できない、などと悩ま
れる方も多いと思います。そんな方には、パーマやカラーが
おすすめです。
　パーマやカラーはダメージしてしまう、と思う方もいると
思いますが、それはやり方次第です！ その髪の状態に適し
た技術で行えば、ダメージは極限まで抑える事ができます。
また、頻繁に美容室に通うことが難しくても維持しやすいス
タイルの提案も可能です。

　パーマやカラーについては、また次回の私のコラムで詳し
くお話したいと思っております。髪についての悩みやわから
ないこと、お気軽にご相談いただけたら嬉しいです。
　ぜひ髪についてもっと知って、色んなスタイルを楽しんで
ください。細かい事はわからない！という方は、おまかせく
ださい。当サロンにてご来店お待ちしております！

髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

髪＆ヘアケア聖書の言葉 By ますみ

　 人間の心は自分の道を計画する。主が一歩一歩を備えて
くださる。　　　　　　　　　　　　　　箴言１６章９節

　新年も、あっという間に２月になりましたが、多くの方
が、元旦には一年の計を立てられたのではないでしょうか。
私たちは、自分のこれからの道を思い巡らしてプランを立
てます。それは、行き当たりばったりのいい加減な思いか
らではなく、実現するため、しっかりと段取りします。そ
して、成功を祈り求めて、これが最良・最善と計画を練る
のですが、その計画の背後にある主導権は、神にあると聖
書は言っています。
　その計画を神に委ねなさいと。なぜなら、その歩みを確
かにするのは神だからです。　
 
　自らの歩みを振り返る時、どうでしょうか。進路につい
て、自分はこの道こそが最善であると考えますが、時に、
全く想定外の道に導かれることがあります。例えば、大学
受験において、第一志望校こそが自分の行く道と思ってい
たが、思いに反し、その門は閉ざされ、第二志望校に合格
しました。そして、そこで、良き師、良き友、良きチャン
スが与えられ、思っても見なかった素晴らしい道が開けた
という人もいらっしゃることでしょう。人は、自分の最善
の道を思い巡らしますが、聖書の言葉の通り、神様のお心
に沿った道なら、どの様な道でも、神はその歩みを、より
確かにして、祝福へと導いて下さいます。　
 
　人は、これぞ我が道と思うことがあります。また、時に、
何が神の御心か分からず、間違うこともあります。最善と
思って進み出した道が、閉ざされることもあります。また、
聖書の神に委ね、確信を持って歩んでいても、その途上で、
思いもよらない様々な出来事に遭遇します。しかし、それ
らの思いも揺らぐその道を、確かなものにされるのは神で
す。神を信頼して歩む者に、神が主権をもって、その人の
軌道修正をして下さいます。神がどんな時にも、変わらな
い愛で、私たちを愛し、道を示し、歩みを確かなものにし
て下さるのです。

　聖書に、『わたしは、あなたたちのために立てた計画を
よく心に留めている、と主は言われる。それは平和の計画
であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるもの
である。 （エレミア書 29:11）』と、約束されています。そ
のように、聖書の神は、私たちに平安を与え、良い方向へ
と私たちを導いて下さいます。未だ不確かな計画も働きも、
背後におられる神を信頼して祈り、委ねて、今日も、目の
前の一歩を安心して踏み出しましょう。　
神は愛です。　私たちは愛されています。　　
Happy St.Valentine's Day ！♥
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　手や足の痺 ( しび ) れの症状がつらくて来院される患者さ
んがけっこういらっしゃいます。手足の痺れがカイロプラ
クティックの治療で良くなるのか？と疑問に思われるかも
しれませんが、痺れは痛みの症状の１つです。
　痺れは、脳から身体全体に通っている神経に何らかの問
題（障害）があると起こります。これを神経障害といいます。
痺れの主な原因は大きく５つに分けられます。

a） 脳および脳神経由来。脳出血や脳梗塞の症状とし
て起こります。
2. b）脊髄および脊髄神経根由来。脊髄症や椎間板ヘ
ルニア、脊柱管狭窄症など
c） 手足などの末梢神経由来。手根管症候群、肘部管
症候群、帯状疱疹、単神経障害など
d） 内科的疾患由来。糖尿病、ホルモン異常、アルコー
ル多飲、薬の副作用など
e） その他、電解質異常、過換気症候群、下肢静止座
不能症候群など

　当院に来られる患者さんのほとんどが、b) 脊髄神経由来
か、c) 末梢神経障害での痺れの症状で来られています。脊
髄神経は背骨に並行して通っている神経なので、背骨が歪
んだり傾いたりすると、脊髄神経が圧迫され障害が出て、
それが痛みや痺れの症状を引き起こします。末梢神経障害
も同じ理屈で、関節などのズレや歪みが起こると、近くを
通っている神経を圧迫し続けるため痛みや痺れを感じるよ
うになります。このような症状の場合は、背骨の歪みや傾
きをカイロプラクティック治療で矯正することで、神経へ
の圧迫が取れ、痺れが改善します。

　当院では治療を始める際には問診、視診、触診、整形外
科的・神経科的検査、レントゲン撮影の細かい検査・診断
の上、背骨や頸椎、関節などの歪みや傾き、ひねりの箇所
から障害部分を特定した上で最適な治療を行います。背骨
を中心としたカイロプラクティックでの身体全体の治療は
もちろんのこと、末梢神経の障害などには理学療法を用い
たリハビリ運動や治療も行っています。

　前述で痺れの原因は大きく５つとしましたが、脊髄神経
や末梢神経障害以外で怖いのが、a) の脳神経由来です。脳
神経が原因の痺れ症状は顔面から身体の片側だけに痺れや
麻痺が出たり、呂律が回らないなどの言語障害も起こりま
す。痺れと同時に麻痺や言語障害の症状がみられる場合は、
すぐに救急病院へ行ってください。
　また、同様に注意が必要なのが、下肢全体が痺れて尿や
便が出ない、または止められないなどの排尿・排便障害。
あるいは、上肢全体が痺れ、手に力が入らず“急”に腕が
上がらなくなる、手が握れなくなる、指が動かない等の症
状が現れた時もすぐに救急病院での受診をお勧めします。

　その他にも、糖尿病や更年
期障害などのホルモン異常、
リウマチなどの免疫異常での
痺れが疑われる場合は、かか
りつけ医への受診、血液検査
をお勧めします。

　痺れは神経の悲鳴です！原
因は様々ありますが決して軽
視せず、できるだけ早期に原
因特定と治療を行ってくださ
い。慢性的な痺れ症状の多く
は脊髄神経や末梢神経障害で
あることが多いです。もう何
年も前から痺れを感じている
方でもカイロプラクティック
治療で改善しますので、あき
らめず一度ご相談ください。
当院は初回コンサルテーショ
ン無料です。
矢島　敬朗　カイロプラクター

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

手足がしびれる
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　前回号で「噛み合わせと健康の関係」についてお話ししまし
た。今回は、悪い噛み合わせ（不正咬合）にはどんな種類があ
るのかお話しします。かさい矯正歯科のウェブサイトにわかり
やすい説明が載っていたのでお借りしました

1.	 出っ歯（上顎前突） 
主な呼び名：出っ歯 / 上顎前突

（じょうがくぜんとつ） 
特徴 : 上顎前突、いわゆる出っ歯は、
八重歯などの不成咬合についで数
の多い不正咬合です。上顎が前に
出ている場合だけでなく、下顎の

成長不足や上の歯が前方に傾斜している場合が多いといわ
れています。3 歳をこえても指しゃぶりが治らなかった場
合や、爪を噛む癖のある場合、口呼吸をしていることなど
が原因となることもあります。 

2.	 受け口（下顎前突） 
主な呼び名：受け口 / 下顎前突（か
がくぜんとつ）/ 反対咬合（はんた
いこうごう） 
特徴 : 下あごが前に出ている状態の

「受け口」は、不正咬合の中でも特
にコンプレックスになってしまっ
ている方の多い歯並びの問題です。

色々な歯並びの問題の中で治療や管理が最も難しいといわ
れています。治療に長い時間がかかることが多いので、で
きるだけ早めに治療をはじめるとよいでしょう。 

3.	 乱杭歯　八重歯（叢生） 
主な呼び名 : 乱杭歯（らんぐいば）
/ 叢生（そうせい）/ 八重歯（やえば） 
特徴 : 最も多い歯並びの問題がこの
乱杭歯です。八重歯などに代表さ
れる、歯が生えてくる場所が狭く
て「おしくらまんじゅう」状態に
デコボコになってしまう状態です。

顎の骨が狭く、歯が大きい場合などによく起こります。 

4.	 切端咬合 
主な呼び名 : 切端咬合（せったん
こうごう） 
特徴 : 切端咬合は、上下の前歯の
先端どうしが、丁度「毛抜き」の
ようにぶつかっている咬み合わせ
です。正常な前歯の咬合では、上
の歯が下の歯に 1 ～ 3mm 程度覆っ

ている状態になります。前歯の先端どうしがぶつかるよう
にかみ合うため、前歯の先（切縁）にかかる負担が大きく
なり、前歯が摩耗したり、欠けたりするリスクが高い不正
咬合です。

5.	 すきっ歯（正中離開） 
主な呼び名 : すきっ歯 / 正中離開（せ
いちゅうりかい） 
特徴 : 歯と歯の間に隙間がある状態
です。骨の中にとどまっている余
分な歯（正中埋状過剰歯）が原因
の場合や、上唇小帯（上唇と歯茎
の間にあるスジ）の発育異常で、こ

れが歯と歯の間に入り込んでいる場合に起こる場合があり
ます。 

6.	 開咬 
主な呼び名 : 開咬（かいこう） 
特徴 : 奥歯をしっかり噛んでいるに
もかかわらず前歯がかみ合わず、垂
直的な隙間ができている状態をい
います。指しゃぶりや舌を突き出す
癖が原因となる場合があります。前
歯が咬み合わないため、それが原因

で食べ物が噛み切れなかったり、硬いものが苦手になって
しまうこともあります。 

7.	 交叉咬合 
主な呼び名 : 交叉咬合（こうさこう
ごう） 
特徴 : 交叉咬合は奥歯のかみ合わせ
がずれている場合と、前歯が数本交
伹していてかみ合わせがずれてし
まう場合があります。上下の顎の大
きさのバランスが違うことなどが

原因でかみ合わせが横にずれて、顔がゆがんでしまったり、
前歯のかみ合わせが数本逆になっていて、噛むたびに顎や
歯に負担がかかったりしてしまいます。 

8.	 深いかみ合わせ 
主な呼び名 : 深いかみ合わせ / 過蓋
咬合（かがいこうごう） 
特徴 : 正しい噛みあわせでは、上下
の前歯は 1 ～ 3mm 程度重なってい
て、物を噛み切ったりと役割りを果
たしています。深すぎる咬み合わせ
だと、上の歯の後ろの歯肉に、下の

歯の先端があたるような状態になり、前
歯でものを噛み切ることができず、食べ
るのが遅くなったり、顎の正常な発育を
阻害するなどの影響がでてきます。

当てはまる不正咬合はありましたか？詳し
い噛み合わせについては歯科医にご相談く
ださい。
カンバーランドファミリーデンタル
歯科医　岡部　知花

教えて歯医者さん！
   

歯とお口に関するデンタルコラム

教えて歯医者さん◎カンバーランドファミリーデンタル
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メディカルコラムKuraoka
Clinic

花粉症
　2 月といえば立春です。暦
の上では春の初めですが、ま
だまだ寒い時期は続きます
ね。春になると温かくなり、
花粉に悩まされる季節になり
ます。ですが、春の花粉は 2
月にもたくさん飛来していま
す。
そこで、2 月の花粉の原因となる種類や、風邪と区別が難し
い咳に関すること、対策などをまとめてご紹介します。

2 月の花粉症の原因
　2 月の花粉症は、冬の寒さのピークなので風邪と区別がつ
きにくく、中々判別がしにくいですね。咳やくしゃみ、鼻水
は風邪の症状でもありますので、風邪と花粉症の区別がつか
ず放置しておくとずっと症状が治らず不快感だけが続きます。
花粉症と風邪の区別を付けるためにも、早めに病院に受診し
ましょう。
　2 月の花粉症の原因は色々ありますが、春の花粉で有名な、
スギ・ヒノキですが地域や、気温によって花粉の飛来の時期
が変わります。スギ・ヒノキ以外にも 2 月に花粉を飛ばすも
のもありますので、自分が何の花粉でアレルギーを起こすの
か知っておくと便利です。病院で検査をしてくれますので、
一度検査をしてもらうと予防もしっかりできると思います。
　春の花粉、秋の花粉というより 1 年中花粉は飛んでいると
考え、花粉症対策は毎日する方がいいでしょう。

■花粉症の症状は
くしゃみ・鼻水・咳・目のかゆみ・微熱

■風邪の症状は
くしゃみ・鼻水・咳・熱

風邪と花粉症の見分け方
症状が似ていて区別がつかないですよね。そこで、風邪と花
粉症の見分け方をご紹介します。

■花粉症
鼻づまり 少し詰まることはありますが、鼻水が大量
  に出ることが多いです。
くしゃみ 続けて出ます
目のかゆみ かゆみがあります
咳  喉のいがらっぽさでたまに出ます
熱  微熱が出ることがあります
頭痛  軽い頭痛があることも
寒気  ほとんどありません

■風邪
鼻づまり 両方詰まります

くしゃみ 続けて出ません
目のかゆみ かゆみはありません
咳  咳はかなり出ます
熱  高熱が出やすい
頭痛  頭痛はあります
寒気  寒気があります

その他にも症状の違いはありますが 10 日経っても症状が改
善されない時は花粉症の可能性が高いです。

■花粉症の咳
咳は、痰が絡む、喉がいがらっぽい時に出ますので、花粉症
の場合、花粉が鼻から押し出されて喉に絡むことで咳が出ま
す。しかし気管支やのどに痛みはあまりありません。

■風邪の咳
風邪からの咳は気管支からの咳なので、気管支のアレルギー
喘息では咳込みますが、喉のイガイガでは咳が酷くなりませ
ん。しかし風邪の場合は気管支炎や肺炎なども絡んできます
ので、痛みが酷くなってくるという特徴があります。

　咳が酷くて 10 日経っても咳が治らない時は、花粉症の症
状の可能性がありますので、病院で受診することをお勧めし
ます。
　一年中何かしらの花粉が舞っているこの頃ですので、予防・
対策は必要ですね。自分の身は自分で守る、というくらいの
気持ちで対策を心がけないと、花粉症の症状に悩まされてし
まいます。
自分で出来る限りの対策をして、花粉症の症状を緩和して快
適な毎日を送りたいですね。

メディカルコラムへのお問い合わせは、
倉岡クリニック　770-980-0000
ウェブサイト：www.kuraokaclinic.com,

MONTHLY NEWS LETTER for HEALTH

メディカルコラム◎倉岡クリニック
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～　息さわやかですか　―口臭の科学―　その１　～
　今回から数回にわたって、日本歯科医師会 8020 推進財団
会誌に記載された東京医科歯科大学大学院　健康推進歯学分
野教授　川口陽子教授の「息さわやかですか？―口臭の科学
―」から抜粋してご紹介させていただきます。

　口臭発生の主な原因
は歯周病や舌苔など口
の中の病気や異常です
が、そのほとんどが歯
や口の汚れと関係して
います。したがって口
の中を清潔にすること

が口臭の予防には大切です。口臭の有無は自分では確認しに
くいのですが、口臭のことを心配しすぎるのもよくありませ
ん。口臭が気になったら、まずは歯科医院で相談してみましょ
う。

口臭とは

　英語では、口臭のことを“Bad Breath( 悪い息 )”といいま
す。また、口臭がものすごく強い人を“Dragon Breath( ドラ
ゴンの息 )”と表現します。ドラゴンが口から大きく「は～」
と火を噴くように口から強烈な臭いを発すると周囲の人から
嫌われてしまいます。
口臭症という診断名の場合、“Halitosis”という言葉を使用
しますが、その語源は ｢息｣ を意味するラテン語の halitus
と「異常な状態」意味するギリシャ語の -osis にあると考え
られています。すなわち、呼吸や会話をする時に口から出て
くる息がにおって他人が不快に感じる状態が ｢口臭｣ という
ことになります。

口臭を気にする人はどれくらい？

　15 歳以上の一般
の人々を対象とした
保健福祉動向調査

（1999 年）によると、
「口臭がある」と悩
んでいる人は全体の
約１５％であり、自
覚症状としては第 4
位でした。この口臭
で悩む人の割合は
15 ～ 24 歳で 7.6％、25 ～ 34 歳で 10.1％、35 ～ 44 歳で
17.7％、45 ～ 54 歳で 20.7％と年齢が高くなるにしたがっ
て増加し、それ以降は減少しています。
このように ｢自分には口臭があるのでは？｣ と悩む人は多く、
最近では口臭の専門治療を行う大学病院や歯科医院も増えて
きました。
(8020 財団資料より )

当医院では透明のマウスピースを使う Invisalign　( インビジ
ライン )　をはじめ、平均治療期間が短い FastBraces という
歯科矯正治療もしております。
ご興味のある方、もう少し詳しい情報をご希望の方は、お気
軽にお電話ください。初回コンサルテーションは無料で行っ
ています。
　　
植月歯科医院　at Henderson Mill Dental Care      
４０４－４０９－６２３７　泉まで

自分の歯とお口を守る基礎知識

植月歯科医院から「歯」の話
「歯」の話◎植月歯科医院



33ANIS ATLANTA - February 2020

牡
羊
座

3/21

～4/20

牡
牛
座

4/21

～5/21

双
子
座

5/22

～6/21

蟹
　　
座

6/22

～7/22

獅
子
座

7/23

～8/22

乙
女
座

8/23

～9/22

天
秤
座

9/23

～10/23

蠍
　　
座

10/24

～11/22

射
手
座

11/23

～1/20

山
羊
座

12/23

～1/20

水
瓶
座

1/21

～2/19

魚
　　座

2/20

～3/20

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？

どのような難しい状況の置かれたとしても、機転を利かせてその
場を切り抜けることができそうです。特に人間関係が好調のよう
で、チームワークが求められる共同作業においてはそれが大いに
発揮されることでしょう。
あなたに対してスポットライトが当たるような感じです。周りの
人も羨むような毎日となり、良い縁があなたと結ばれることでしょ
う。パートナーがいる人は、相手の良い部分をあらためて見るこ
とができるので、その仲が深まっていくことでしょう。
\ 顔馴染みのお店などには足繁く通ってみると良いかもしれませ
ん。思い切った買い物などはできない懐具合かもしれませんが、
少し耐えれば状況も好転することでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：4　19　27　　　×危険日：6　11　20

好調な運気を実感することができそうです。また、物事を様々な
角度から見ることができそうで、あなた自身の意識の持ち方を育
てることができるでしょう。周囲に対して公平で平等な判断をす
ることができ、多くの人から支持を集めることができそうです。
あきらめていたこと、一度は終わってしまったことなどで、再度
スタートラインに立つことができそうです。復縁の可能性をあき
らめることなく、もう一度やり直したい相手のことを、強く思い
浮かべてみましょう。
切羽詰るようなこともありませんが、自由になる大きなお金があ
るわけでもないようです。割引券やクーポン券などを使って、賢
く買い物やサービスを受けられるようにしていきましょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：8　15　24　　　×危険日：9　17　28

理由もなくなにやらモヤモヤとした不安な気持ちが大きくなりそ
うです。その感情は、自分の過去から来るようです。中途半端に
して切り上げたもの、後ろ髪引かれつつ切り捨てたものなどに、
今こそ向き合って再度取り組むと良いでしょう。
結婚までつながる良縁との出会いがありそうですし、あなたのこ
とを本気で思う異性の存在に気付くこともありそうです。あなた
の方が夢中になることもあるでしょう。軽い気持ちでは、相手に
見透かされてしまい、良い関係が築けないようです。
金運は、特に波もなく平穏なもの。身近な人の持っている金銭感
覚に驚かされる出来事もありそうですが、自分は自分、他人は他
人のスタンスを壊さないようにしましょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：1　14　25　　　×危険日：6　16　22

他人の意見を参考にしつつ、本当に自分が望むものに出会えるこ
ともありそうです。この先、一生の趣味や仕事になる事柄や、長
く続く縁の相手、結婚縁がある相性の良いパートナーとの出会い
なども期待できます。
自分が物語の主人公になれる可能性を秘めています。魅力運も高
まり、あなたに対する注目度は上昇することでしょう。意中の人へ、
自分から距離を縮めて接していくのも良いでしょう。思い描いて
いた通りの結末を迎えることができそうです。
金運は可もなく不可もなく。ただし、大きな買い物や出費の際には、
自分の直感を信じるようにしましょう。誰かに言われて、その場
の空気で、といったことは止めましょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：3　14　27　　　×危険日：5　18　24

判断力の低下が著しく、様々な障害があることでしょう。決断が
遅くなり、他者との競争に勝てなくなりそうです。ムードや空気
に流されやすく、そのせいでせっかくの勝利のチャンスさえも逃
してしまいそうです。
パートナーといざこざを抱えていた人は、問題が解消に向かうよ
う。気分も明るさを取り戻し、前向きになれることでしょう。新
しい恋愛を始めてみるのもありのようで、今の恋人と上手くいっ
ていない時は、スパッと縁を切る選択をしても問題なさそうです。
金運はあまり良くありませんが、仕事運は良さそうです。キャリ
アアップを図ることで、後々の昇給や継続しての収入アップに期
待が持てるようです。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：9　15　27　　　×危険日：3　18　22

人と衝突する機会の多そうな気配を持っています。対人運はあま
り良くなく、何度も地雷を踏むことになるかもしれません。衝突
から新しい発想が生まれることは珍しくありませんが、どうもこ
の 2 月は前向きな展開が期待できないようです。
恋愛運は後半高く、前半はあまり見込みのない運気をしています。
良いなと思う相手と出会ったなら、相手の年齢を気に掛けましょ
う。あまり年齢差がある相手とは、良い恋愛につながりにくいと
言えましょう。
良い未来を思い描くことができず、勝負に踏み出せない気持ちに
なるでしょう。我慢することを優先させて、大博打はまた月を改
めて行うようにしましょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：9　17　22　　　×危険日：6　14　28

行き違いに注意が必要になってきます。メールの返信や SNS のや
り取りの際に、誤解を招くような表現は最初から避けておくべき
でしょう。良いように取ってもらえることもあれば、相手の怒り
を買うようなことも有り得ます。
良いなと思う相手がいても、自分から積極的に声を掛けたりする
気持ちにならないようです。奥手ともとられそうですが、気持ち
のスイッチが入らない感じでしょう。無理に恋愛をしようと思う
のではなく、自然な流れに身を任せても良いでしょう。
あなた自身にトラブルはないでしょうが、身内や周りにトラブル
を抱えている人がいるかもしれません。気を使うことを考え、何
かある前にサポートしてあげることも考えておきましょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：8　14　23　　　×危険日：6　10　20

変化に飢える月になりそう。自分の外面にも内面にも不満を感じ、
自分を変えたい、変わらなくてはいけないと感じるように。焦り
も多少感じるようですが、何事も余裕を持って望むようにしましょ
う。
小さな幸せを感じることが、何度かありそうです。それで満足す
るべきですが、さらにを求めて失敗することもありそうです。相
手のことを思い、理解することを行いましょう。目の前にチャン
スが転がってくることも多そうです。
要らないものを捨てるのではなく、リサイクルに回して循環させ
てみると良いでしょう。その先で、思わぬ広いものとめぐり合う
こともありそうです。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：5　13　24　　　×危険日：9　17　22

これまで努力を積み重ねてきたことがあれば、良い結果が出そう
な気配があります。新しく始めることでも、スタートダッシュに
成功することもできそうです。加えて、他者と競争をすることで、
より上の結果が出る可能性も大いにあるでしょう。
あなたがその気になれば、どんな異性もあなたのことを好きにな
るでしょう。もっと大胆になって、行動を起こしてみると良いか
もしれません。好きになった相手には、全力投球してみましょう。
好きになった相手には、全力投球してみましょう。
特に家具、家電を買い換えるのに向いているタイミングのようで
す。家の中をガラリと変えることで、運気もまたひと段落アップ
することでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：3　16　28　　　×危険日：7　18　24

なにかしら心に刺さっていたトゲが抜けて、解放的な気持ちにな
れることでしょう。毎日の気分が良く、束縛から解放された気持
ちの安定を感じることができそうです。新しいことを始めたい気
持ちが高まり、周囲のことを冷静かつ平等に見ることもできそう。
良くも悪くもハプニングがありそうです。異性に気持ちに敏感に
なれるので、思いやりをアピールすることで縁を結び付ける方向
を考えるのも良いでしょう。友達や知人が、実はあなたに対して
恋愛感情を持っていることに気付くかもしれません。
一日体験教室やお試しなど、また購入するよりもレンタルで済ま
せるなど、全額を出すのではなくまずはサンプルで済ませてから
手を出すといったワンクッションを置いた行動が推奨されそう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：7　19　22　　　×危険日：2　16　28

服装の乱れ、言葉の乱れ、行動や態度の乱れは即座に正していき、
人とは誠実かつ真面目に接していくよう常に心掛けておきましょ
う。場に相応しくない言動をしたら、すぐにあなたの低評価につ
ながると思っておいた方が良いでしょう。
華やかな恋愛に身を包まれることでしょう。愛される傾向が強く、
アプローチを受けることが多くなりそうなモテ具合です。その想
いを受け取っても良いでしょうし、もっと相性の合いそうな人と
の出会いを求めても良いかもしれません。
節約意識が高まって上手く出費を抑えることができそうです。し
かし苦しみを伴う抑制は良い結果を生まないので、適度な出費は
可としておきましょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：10　19　23　　　×危険日：5　13　21

物事への集中が続かない、フワフワした月を送ることになりそう。
大切なことなのに、締め切り予定が決まっているのに、どうも集
中も根気も続かない様子です。また、色々な誘惑に捕らわれてし
まうことも、予定通りに物事が進まない要因になりそうです。
大らかな気持ちになれる傾向があり、幾人かから惚れられるよう
なこともありそう。ですが想いを告白されても、簡単に首を立て
に振らない方が良いでしょう。相手のことをよく見定めてから、
あなたの本能がこの人だと感じるまで待ちの姿勢でいるのもあり。
良いときは宝くじの購入などにも向いていますし、勝負強さを発
揮して思わぬ成果を手にすることもできるでしょう。ですが谷の
状態になったとき、一気に災難がやって来そうです。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：4　16　27　　　×危険日：7　19　29
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Movie

The Rhythm Section
　 ミ ス テ リ ー 作 家、 マ ー
ク・バーネルの同名小説を
原作とするスリラー映画で
ある同作は、過去 8 作にわ
たって「ジェームス・ボン
ド」でお馴染みの大人気ス
パイ映画『007』シリーズ
を手がけてきた EON プロ
ダクションと IM グローバ
ルが制作を手がけた期待の
作品。
　3 年前に愛する家族を飛行機事故で失ってからというも
の、ステファニー・パトリックは自堕落な生活を送ってい
た。そんなある日、ステファニーは飛行機事故が単なる事
故ではなく、何者かによって仕組まれたものであることを
知らされた。ステファニーは真実を知るべく、暗殺者となっ
て敵地に乗り込むことにした。
　主人公ステファニーは「ゴシップガール」や『ロスト・
バケーション』、『シンプル・フェイバー』などの女優ブレ
イク・ライヴリー、主人公ステファニーを助ける男役には

『シャーロック・ホームズ』シリーズや『キャプテン・マー
ベル』のジュード・ロウ。ステファニーが出会う黒人の男
を「THIS IS US」（2016-）や『ブラックパンサー』のスター
リング・K・ブラウンが演じている。
全米公開は 1 月 30 日。

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。

 ■ 2 月 6 日 -2 月 9 日 
 AT&T Pebble Beach Pro-Am 

 Pebble Beach GL,  Pebble Beach,  CA
 ■ 2 月 13 日 -2 月 16 日 

 The Genesis Invitational 
 Riviera CC,  Pacific Palisades,  CA

 ■ 2 月 20 日 -2 月 23 日 
 Puerto Rico Open 
 Coco Beach Golf & CC,  Rio Grande,  PUR 

 ■ 2 月 20 日 -2 月 23 日 
 World Golf Championships-Mexico Championship 
 Club de Golf Chapultepec,  Mexico City,  ME

 ■ 2 月 27 日 -3 月 1 日 
 The Honda Classic 
 PGA National (Champion),  Palm Beach Gardens,  FL 

 ■ 3 月 5 日 -3 月 8 日 
 Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard 
 Bay Hill Club & Lodge,  Orlando,  FL

NBA ATLANTA HAWKS
アトランタホークス
ホームゲームのみの案内です。

 ■ 2 月 03 日 ( 月 )　対　ボストン  7:30pm
 ■ 2 月 09 日 ( 日 )　対　ニューヨーク 6pm
 ■ 2 月 20 日 ( 木 )　対　ダラス  7:30pm
 ■ 2 月 22 日 ( 金 )　対　ボストン  7:30pm
 ■ 2 月 26 日 ( 水 )　対　オーランド  7:30pm
 ■ 2 月 28 日 ( 金 )　対　ブルックリン 7:30pm
 ■ 2 月 29 日 ( 土 )　対　ポートランド 7:30pm
 ■ 3 月 02 日 ( 月 )　対　メンフィス  7:30pm

Music

State Farm Arena
1 State Farm Dr, Atlanta, GA 30303
☎ 404- 878-3000
www.statefarmarena.com

 ■ 2 月 7-8 日 Eagles
 ■ 2 月 11 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
 ■ 7 月 31 日 Harry Styles
 ■ 10 月 2 日 Dan + Shay

Infinite Energy Arena
6400 Sugarloaf Pkwy, Duluth, GA 30097 
☎ 770-813-7600 
www.gwinnettcenter.com

 ● 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

 ■ 3 月 17-18 日 Excision
 ■ 5 月 02 日 Snoh Aalegra

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

 ■ 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

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

2 月 03 日　節分
2 月 04 日　立春 (Beginning of Spring)
2 月 11 日　建国記念の日
2 月 14 日　聖バレンタインデー
2 月 23 日　天皇誕生日

2 月 3 日　節分，鬼遣い
　本来は各季節の始りの日 ( 立春・立夏・
立秋・立冬 ) の前日のことであるが、現
在では春の節分だけが行われている。
　季節の代り目には邪気が生じると考え
られており、それを追い払う為、この日
の夕暮れ、柊の枝に鰯の頭を刺したもの
を戸口に立てておいたり、炒った大豆を
蒔いて歳の数だけ食べたりする習慣があ
る。

2 月 4 日　立春 (Beginning of Spring)

　二十四節気の一つで、初めて春の気配
が現れてくる日。天文学的には、太陽が
天球上の黄経 315 度の点を通過する時
で 2 月 4 日頃。
　「立春」は雑節の起算日（第 1 日目）で、
この日から数えて 88 日目を「八十八夜」、
210 日目を「二百十日」など、さまざま
な行事が行われる。「立春」から「春分」
の間に、その年に初めて吹く南寄り（東
南東から西南西）の強い風を「春一番」
と呼ぶ。

2
2020

FEBRUARY

2 月のカレンダー
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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

Georgia Aquarium 
ジョージア水族館
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)

Atlanta Botanical Garden
アトランタ植物園
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）

Uniquely ATL

World Of Coca Cola コカコーラ博物館
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

CNN Studio Tour 
CNN スタジオツアー
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

Margaret Mitchell House
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
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 )

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

Centennial Olympic Park
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

2 月 11 日　建国記念の日 (National Foundation Day)
　建国をしのび、国を愛する心を養う国民の祝日。1966( 昭和
41) 年から国民の祝日になった。

2 月 14 日　聖バレンタインデー
　西暦 269 年のこの日、兵士の自由結婚禁止政策に反対した
バレンタイン司教が、時のローマ皇帝の迫害により処刑された。
それから、この日がバレンタイン司教の記念日としてキリスト
教の行事に加えられ、恋人たちの愛の誓いの日になった。ヨー
ロッパでは、この日を「愛の日」として花やケーキ、カード等
を贈る風習がある。女性が男性にチョコレートを贈る習慣は、
日本独自のものである。

2 月 23 日　天皇誕生日
　国民の祝日の一つ。1948 年（昭和 23 年）に制定された祝
日法によれば、「天皇の誕生日を祝う」ことを趣旨としている。
慣例上、日本の「国家の日」（ナショナル・デー）にあたる。
　「天皇誕生日」のこの日には、天皇の住居である皇居内の宮
中において、祝賀の儀、宴会の儀、茶会の儀、一般参賀が行わ
れる。また、伊勢神宮を始め、各地の神道神社では天長祭が行
なわれ、海上自衛隊では、基地・一般港湾等に停泊している自
衛艦において満艦飾が行われる。
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絹
　日本では、漆、茶、紙の原料となる楮 ( こうぞ )、絹を作る
桑は四つの貴重な植物を意味する四木 ( しぼく ) と呼ばれてい
ます。中でも絹は、その美しさと用途の広さから日本人の生
活になくてはならない存在です。 絹が中国から伝わったのは、
3 世紀と思われますが、広く用いられるようになっ
たのは徳川時代 (1600 ～ 1867) に入ってからのこ
とです。
　昔から、絹はさまざまな用途に、ときには驚くよ
うなものにも使われてきました。その一つが鎧 ( よ
ろい ) です。 武将たちが身に付けていた鎧の繊維は、
すべて絹でした。帽子や靴にも絹が使われ、現代で
も愛用されています。また、刀の柄 ( つか ) の握り
を良くするための飾りひもにも使用されています。 
その美しい色と模様から、帯にも絹が使われていま
す。さらに、女性用のハンドバッグや財布の素材に
もなっています。
　しかし、最も重要な絹製品は着物です。この美し
い衣装は、世界中で日本の代名詞として知られてい
るものの一つです。 着物のデザインと模様の美し
さは、外国人にとってしばしば羨望の的となります。
外国人には着物が似合わないことがその理由の一つ
として挙げられます。 着物は、日本人の体型と民
族性にしか合わないように思われます。 着物を着
るには、威厳と気品が必要なのです。
　昔の日本では、富裕階級のおしゃれな人たちは主
に絹の着物を、それ以下の階級に属する人々は、麻や紙でで
きた着物を着用していました。現在ではこうした素材はたい
へん高価なものとなっています。 紙の着物 ( 紙子 ) は、着心
地の良さと美しさから着用されていました。使用された期間
はそれほど長くありませんでしたが、たいへん美しい着物で
した。
　絹は、桑の葉をえさに飼育した蚕から採取します。蚕はえ
さの桑の葉をおなかいっぱい食べると、繭を作ります。繭は、
直径 3 ～ 4 センチの小鳥の卵のような形をしています。次に
繭を集めて熱湯に入れ、表面を覆っているでんぷんを溶かし
ます。その中から良い糸を取り出して、紡錘に巻き付けて絹
糸にします。 この糸が、着物の素材となる反物に織りあげら
れます。たくさんの華麗な模様が織り込まれ、すばらしい色
とりどりの絹で織られた豪華な衣装を身に付けることのでき
る幸運な人たちのために、着物が作られるのです。

Silk
Of the shiboku (four precious plants), lacquer tree, tea, paper 
mulberry and silk, silk is very important to the people of 
Japan for its many uses, and its beauty. Silk probably came 
from China in the third century, but was not in common use 
until the Tokugawa Era (1600 - 1867).

It is, and has been, used for many things, some that may 
surprise you. Armor, for instance! All the fiber in armor for 
the lords was silk. Hats and shoes used silk, and still do. The 
sword handle uses silk ribbon to bind it together and give a 
good grip. The obi (sash) uses silk for its lovely designs and 
colors. Women's handbags and purses are made of silk too.

Most important of all, however, is the kimono. This lovely 
garment is the one thing that means "Japan" to all the people 
in the world. The kimono design and beautiful patterns are 

often envied by 
foreign visitors. 
One reason is that 
foreign people can't 
wear kimono well. It 
seems only suitable 
to the Japanese 
form and character. 
Dignity and grace 
are necessary to 
wear the kimono

The main material 
for kimono was 
silk for people with 
money and taste. 
Other people of the 
low classes wore, 
asa (hemp), like 
linen, or even paper. 
Those materials are 
too expensive now. 

Paper clothes (kamiko) were worn for comfort and beauty. 
They didn't last long, but were lovely things to wear.

Silk is taken from silkworms, which have been fed on silk 
mulberry leaves. After eating all they can, they make a 
cocoon. This looks like a small bird's egg about three or four 
centimeters in diameter. The cocoons are then collected and 
put into very hot water to melt the starch which helps the 
cocoon hold its shape. Then a few of the very fine strands 
are taken, and wound around a spindle to make a silk thread. 
This thread is treated and woven into material for the 
kimono. Many exquisite designs are woven and created for 
the people lucky enough to have such a gorgeous garment, 
made of magnificent, colorful silk !

日本
文化

の

日本の文化
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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
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。

日本語補習校教師募集 
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。 

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

コンシェルジュ　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。

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

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

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

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

庄や 板前さん募集
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

和楽 スタッフ募集
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

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
フルタイムホールサーバー募集。英語必
須。詳細はりかまで。678-580-3455

幸楽ラーメン　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

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

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

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

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

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

教　　授
４月開講　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

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

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 

クラシファイド広告

クラシファイド広告募集

Class i f ied

クラシファイド申込方法
送付先：ANIS 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.

アニスアトランタは
あなたのビジネスを応援します !!

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

クラシファイド広告

ANIS
ATLANTA

ANIS
ATLANTA
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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。

ANIS ATLANTA は以下の場所に配布されています
ジョージア州：

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。

アトランタ主要日本食レストラン
ウエストミンスター日本人教会
アトランタ日本語バブテスト教会

ウィンタースチャペル幼稚園

アトランタ総領事館
倉岡クリニック
ICAGeorgia
日系美容室

ジョージア日米協会
ジョージア日本語補習校
アトランタ公文アカデミー
アジアンスーパー　他
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次回 2020 年 3 月号は
3 月 5 日ごろ配布予定

編集後記

　冬も深まり、春の到来が待ち遠しい季節となりました。
2 月は秋と並んで、私のとても好きな時期です。日本では、
毎年雪がチラつく中、観音寺のまわりにひしめく屋台を横
目に、縁起もののトゲトゲの福ヒイラギの小枝を買い求め
に出かけるのがとても楽しみでした。

　ところで節分とは、雑節の一つで、各季節の始まりの日
の前日のことです。節分とは「季節を分ける」ことも意味
しています。太陰太陽暦では、立春に最も近い新月を元日
とし、月の満ち欠けを基準にした元日と、太陽黄経を基準
にした立春は、ともに新年ととらえられていました。2020
年は立春が 2 月 4 日なので、その前日の 2 月 3 日が節分に
なるのですね。

　また、立春は寒さが 1 番ピークの時期で、 立春を超える
と寒さが段々和らいでいくともいわれています。そのため、
一年で一番寒くなるのは冬至の約 1 か月後の、 大寒（1 月
20 日）～立春（2 月 4 日）なのです。近頃一段と寒くなっ
てきていますが、 立春・節分を過ぎたらこの寒さも和らい
でくると考えると、少し気が楽になりますね。

　まだまだ寒い日が続きますので、健康管理には十分お気
をつけください。次号も暖かく見守っていただけると嬉し
く思います。

アニスアトランタ　M.M.
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