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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。

　1929 年 1 月 15 日、ジョージア州アトランタで牧師マイケル・
ルーサー・キングの息子として生まれる。父親と同じ名前であっ
たが、父子とも「マーティン・ルーサー・キング」と改名。宗
教改革をはじめたマルティン・ルターから父親が命名した。
　6 歳のときに一緒に遊んでいた近所の白人の子どもの母親か
ら「黒人とは二度と遊ばせません」と最初の人種差別を経験。
高校時代には討論大会で優勝した帰りのバスの中で白人から席
を譲れと強制される。
　1862 年のリンカーン大統領の奴隷解放宣言により、米国の
奴隷制は廃止された。しかしそれは人種差別の撤廃を意味する
ものではなく、学校、トイレ、プール、バスなどにおいて、白
人と非白人の区別により、異なる施設が用いられることは容認
されていた。
　1955 年、白人に席を譲るのを拒んで逮捕されたローザ・パー
クス逮捕事件に抗議して、キング牧師はバス・ボイコット運動
を指導。これにより連邦最高裁判所からバス車内人種分離法違
憲判決を勝ち取る。これ以降、キング牧師は全米各地で公民権
運動を展開していく。キング牧師の運動の特徴は「非暴力主義」。
インド独立の父ガンジーに啓蒙され、一切抵抗しない非暴力を
貫いた。
　1963 年のキング牧師の有名な演説「私には夢がある（I 
Have a Dream）」は広く共感を呼ぶ。これらの運動により米国
内の世論も盛り上がりを見せ、1964 年に公民権法が制定され
た。その後、キング牧師は「ベトナム反戦運動」への積極的な
関与を始める。敵も増えていくなか、精力的に活動を続けたが、
1968 年 4 月 4 日にテネシー州で「私は山頂に達した（I’ve 
Been to the Mountaintop）」と演説後、モーテルで白人男性の
凶弾に倒れ、39 年の生涯を閉じた。

私たちは、ヘビの強靱性とハトの柔軟性を兼ね備えなければな
らない。不屈の精神と優しい心を。
We must combine the toughness of the serpent with the 
softness of the dove, a tough mind and a tender heart.

この世で本当の無知と良心的な愚かさほど危険なものはない。
Nothing in all the world is more dangerous than sincere 
ignorance and conscientious stupidity.

真の平和とは、単に緊張がないだけではなく、そこに正義が存
在することである。
True peace is not merely the absence of tension: it is the 
presence of justice.

疑わずに最初の一段を登りなさい。階段のすべて見えなくても
いい。とにかく最初の一歩を踏み出すのです。
Take the first step in faith. You don’t have to see the whole 
staircase, just take the first step.

私たちには今日も明日も困難が待ち受けている。それでも私に
は夢がある。
Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I 
still have a dream.

愛だけが、敵を友人に変えられる唯一の力だ。
Love is the only force capable of transforming an enemy into a 
friend.

アメリカの牧師、公民権運動の指導者。
名前：マーティン・ルーサー・キング・ジュニア
国 :　米国（ジョージア州）
生 :　1929 年 1 月 15 日 -1968 年 4 月 4 日（享年 39）

偉人の名言
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 HT International Realty LLC 
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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。

ニュースダイジェスト
米フロリダ州の感染者１日最多の３２０７人
　米フロリダ州で 6 月 18 日、新たに 3207 人の新型コロナウ
イルス感染が報告された。州保健当局が明らかにした。１日当
たりの感染者数としては流行開始以来最多。フロリダ州で報告
された累計の感染者数は 8 万 6000 人近くに上る。

　フィラデルフィア小児病院やペンシルベニア大学の研究者の
モデルを基にした予測によると、フロリダ州は「コロナ感染の
次の中心地となる様相が濃厚」で、感染規模は「過去最悪」に
なる恐れがある。
　フィラデルフィア小児病院のデイビッド・ルービン医師は
18 日、「非常に心配。足元の数字からすると、これが倍増し始め、
制御不能になっても全く不思議ではない」と危機感を示した。
　ルービン氏によると、モデルによる予測はフロリダ州の実際
の感染動向と一致しており、入院患者もタンパからオーラン
ドー、マイアミデード郡に至る各地域で増えているという。
　米ジョンズ・ホプキンス大学のデータをＣＮＮが分析した結
果によると、今週はフロリダ州のほか、アラバマ、アリゾナ、
カリフォルニア、ネバダ、ノースカロライナ、オクラホマ、オ
レゴン、サウスカロライナ、テキサスの９州でも、７日間の平
均で過去最多の新規感染者を記録した。
　こうした感染者の増加について、フロリダやテキサスの州知
事らや連邦の指導者は、検査の拡大などが要因だと指摘。ただ
し疫学者からは、検査拡大にともない、理論上は症例の追跡と
ウイルス拡散の鈍化が可能になるため、感染者数は減るはずだ
との指摘が出ている。

アトランタ市警一部が通報に対応せず
　米ジョージア州アトランタ市警の元警官が黒人男性射殺事件
で訴追されたことを受け、市警の管轄する６区域のうち３区域
で警官が通報に対応していないことが分かった。複数の情報筋
が 8 月 17 日夕、明らかにした。
　地元郡検察はこの日、免職となった元警官のギャレット・ロ
ルフ容疑者を重罪謀殺など 11 の容疑で訴追したと発表。ロル
フ容疑者は 12 日夜、黒人男性レイシャード・ブルックスさん
の背中を２発撃ち、３発目は車に当たっていた。
　アトランタ市警によると、病欠を申し出た遅番の警官も異例
の数に上るという。
　アトランタのボトムズ市長は、「多くのことが起きており、
率直に言えば、警官はその矢面に立たされている」と指摘。市
は大幅昇給を通じて警官らとの約束を守ってきたと述べ、「警
官の側でも地域社会への約束を守るよう期待する」とした。
　ボトムズ氏の見方では、警官の士気は 10 分の 1 に下がって
いるという。ボトムズ氏はまた、「十分な数の警官が夜間警備
に当たっている」と説明。欠勤する警官の数によって治安が悪
化するわけではないとしつつ、「繰り返しになるが、手を上げ
て警官として職務宣誓したときの決意を思い出してほしい」と
呼びかけた。何人の警官が欠勤したのかは明かさなかった。
　ボトムズ氏によると、一部の警官は穴埋めのためにシフトを
延長して対応に当たっている。必要があれば、アトランタ都市
圏や他の地域の警察に応援を要請することも可能だという。
　アトランタ市警は６区域で 50 万人あまりの住民を担当して
いるほか、同市のハーツフィールド・ジャクソン国際空港でも
巡回を行っている。

米航空各社、乗客のマスク着用徹底へ
　米航空業界団体のエアラインズ・フォー・アメリカは 6 月
15 日、乗客に対してより厳格にマスクの着用を求める方針を
発表した。着用を拒む乗客は搭乗を禁止する可能性もあるとし
ている。
　米連邦政府は全乗客にマスクの着用を義務付け、シートベル
トの着用や機内禁煙と同じような強制措置として徹底させる規
則は導入しておらず、代わりに航空業界団体が自ら対策を発表
した形だ。
　マスク着用をめぐってはユナイテッド航空が 6 月 15 日に独
自の対応を発表し、18 日からはマスク着用を拒んだ乗客が渡
航制限リストに登録される可能性があるとした。
　同航空は今後少なくとも 60 日間の対応として、マスクを着

ニュースダイジェスト
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けていない乗客に対してはまず客室乗務員が着用を促し、マス
クを持っていなければ客室乗務員が提供する。

　それでも着用を拒む乗客に対しては、状況をできるだけエス
カレートさせない形で、再度ユナイテッドのポリシーについて
説明する。従わない乗客を強制的に降ろすことまでは規定して
いないものの、乗務員が報告書を提出し、目的地に到着した後
にその乗客に対する以後の対応を決定し、保安要員が調査を行
う。
　アメリカン航空やデルタ航空など他の大手６社もマスク着用
を義務付ける新しい方針を打ち出しており、従わない乗客は搭
乗を禁止される可能性もある。
　米運輸省のチャオ長官はマスク着用の義務付けに反対してお
り、対応は各航空会社に委ねている。しかしマスクをしない乗
客については、客室乗務員や乗客からも不安の声が上がってい
た。
　エアラインズ・フォー・アメリカによると、チェックイン時
に乗客に対してマスク着用規定への同意を求める航空会社もあ
る。ユナイテッド航空は先週からこれを実行している。

バンドエイド、多様な色合いのばんそうこう発売へ
　米製薬大手ジョンソン・エンド・ジョンソンが展開するばん
そうこうのブランド「バンドエイド」はこのほど、黒人や茶色
がかった肌の消費者に合った色味の製品をラインアップに加え
る意向を表明した。「多様な肌が持つ美しさを取り入れる」こ
とを念頭に置いているという。
　これまでバンドエイドが採用してきたばんそうこうの色は、
有色人種の人々の間で論争の的になってきた。これらの人々は
下着などの製品についても、白人の肌に合わせた色味が標準と
なっている点を疑問視している。

　バンドエイドは 6 月 10 日に行った製品に関するインスタグ
ラムへの投稿の中で、「ブラック・ライブズ・マター（黒人の
命は大切）」運動への寄付を計画していることも明らかにした。
　同社の広報担当者は、ブランドから運動に 10 万ドル（約
1000 万円）を寄付する方針だと説明。ジョンソン・エンド・
ジョンソンも向こう３年間で 1000 万ドルの寄付を約束し、「米
国における人種差別と不公正に対抗する」姿勢を見せている。
　バンドエイドは 2005 年にもあらゆる肌の色に合うタイプの
ばんそうこうを売り出したが、このシリーズは長続きしなかっ
た。「当時は関心を持たれなかった」ためだという。　

「イントゥ・ザ・ワイルド」に登場のバスヘリで撤去
　米アラスカ州スタンピードトレイルでこのほど、映画化され
た書籍「イントゥ・ザ・ワイルド」で有名になった朽ちたバスが、
ヘリコプターによって空から撤去される出来事があった。バス
を目当てに荒野を訪れた観光客の遭難が相次いだことを受けた
措置。

　アラスカ州兵によると、「マジックバス」とも呼ばれるバス
は 6 月 18 日午後、州兵の ch-47 チヌークヘリで撤去された。
撤去の決定は公共の安全への懸念を踏まえて下したという。バ
スはアラスカ州ヒーリーに近い場所にあり、これを目当てに訪
れた観光客がアラスカの荒野にさまよい込む危険性があった。
バスは当局が恒久的な置き場所を検討する間、安全に保管され
る予定。
　ジョン・クラカワー氏の本が 1996 年に出版されて以降、朽
ちたバスは旅行者にとって一種の巡礼地となっていた。映画版
は 2007 年に公開された。同書は首都ワシントンの裕福な郊外
で育った主人公の人生を描いたもの。
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奴隷解放宣言を祝う " ジューンティーンス " について知っておくべき 6 つのこと

奴隷解放宣言を祝う "ジューンティーンス "について

知っておくべき 6つのこと

アメリカの奴隷解放宣言を記念するジューンティーンス（Juneteenth）。
由来は？　いつから始まったの？　知っておきたい事実　

「Black Lives Matter」歴史はゆっくり、確実に、動いている。
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　多くの地域で外出制限などが緩和され、
経済活動が再開され 1865 年 6 月 19 日
にテキサス州で発令された奴隷解放宣言
を記念するアメリカの祝日、「ジューン
ティーンス（Juneteenth）」は、アフリカ
系アメリカ人の間で 155 年間祝われてき
た。しかし今年は、警察によって殺害さ
れたジョージ・フロイドやブレオナ・テ
イラー、アマド・オーブリーなどの死が
きっかけで行われているプロテストもあ
り、人種の垣根を越えて注目を集める日
となった。

　アメリカに最初にアフリカの人が奴隷
として連れてこられたのは、一般的に約
400 年前の 1600 年代と言われています。
アメリカに来るまでの船の中でも多数の
人たちが亡くなりましたが、アメリカに
着いてからは物のように売買され、過酷
な労働を強制されました。
　その後、奴隷制度に反対する北部の州
と、奴隷制度の存続を主張する南部の 11
州の戦争（Civil War：南北戦争）が勃発。
リンカーン大統領は、戦局が北軍に有利
になった 1862 年 9 月に奴隷解放宣言を
発し、1863 年 1 月 1 日に Emancipation 
Proclamation（奴隷解放宣言）に署名し
ました。
　1865 年 4 月、奴隷制度反対の北軍が
勝利して、南北戦争が終結。それから約
2 年半後の 1865 年 6 月 19 日、北軍のゴー
ドン・グレンジャー将軍がテキサス州ガ
ルベストンを訪れ、まだ解放されていな
かった奴隷に南北戦争の終結と奴隷制度
の廃止を告げました。

"The people of Texas are informed that in 
accordance with a Proclamation from the 
Executive of the United States, all slaves 
are free."

「テキサス州の人々に、アメリカ合衆国の
行政機関の宣言に従い、すべての奴隷が
自由であることを通達する」

　これにより、6 月 19 日を「アメリカ
で奴隷にされた人々が自由になった日」
として祝うようになりました。

　Juneteenth（ジュンティーンス）のほ
か、「自由の日」（Emancipation Day）、

「解放の日」（Freedom Day）、「ジュー
ンティーンス独立記念日」（Juneteenth 
Independence Day）とも呼ばれ、アメリ

カの連邦祝日になってはいませんが、テ
キサス州では正式な祝日となっています。
ワシントン州でも、黒人アーティストの
作品展示会、コミュニティのポットラッ
ク、フェスティバル、映画上映など、さ
まざまなイベントが開催されます。

　奴隷制度は廃止されても、黒人に対す
る人種差別はさまざまな形で続きました。
そのため、キング牧師らが中心となり、
1950 年～ 1960 年代の公民権運動が広
がります。1964 年に人種差別を禁じる
公民権法が制定されるまで、奴隷制度の
廃止から約 100 年を要しました。
　しかし、その後も問題が解決されたわ
けではなく、黒人差別がなくなったわけ
ではないことは、2020 年 5 月 25 日にミ
ネソタ州ミネアポリスでジョージ・フロ
イドさんが白人警官に殺害されたことを
受けて、警察の黒人に対する差別や暴力
をなくすための根本的な警察改革と制度
的差別をなくすことを求める運動が全米
に広がったことからわかります。 

　白人がジューンティーンスについて、
おそらく初めて認識し学んでいるという
事実は、黒人にとって驚くようなもので
はない。ニューヨーク州の第 13 選挙区
で立候補しているジェームス・フェルト
ン・キース議員は、「やっと人々の間に
ジューンティーンスが浸透していますが、
これは私たち黒人の存在を示すために長
年祝い続けてきたものです。残念ながら
何世代にもわたって無視されてしまいま
したが、ジューンティーンスは自由を象
徴するものなのです」と ABC ニュースで
のインタビューで答えた。
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●ジューンティーンスって何？
　ジューンティーンスはジューン（6 月）
とナインティーンス（19 日）を繋げたも
の。この日は、1865 年に北軍の将軍だっ
たガードン・ガードナーが、黒人が奴隷
にされていたアメリカで最後の地区、ガ
ルベストンにて奴隷解放を宣言した日。
しかし 1863 年 1 月にリンカーンが奴隷
解放宣言に署名したことを考えるとかな
り遅れた対応ではある。けれどそれには
理由がある。
　リンカーンの署名からグレンジャーの
宣言の間、多くの白人の奴隷所有者はリ
ンカーンの奴隷解放宣言を無視。アフリ
カンアメリカン歴史文化博物館の学芸員
で口述歴史家のケリー・E・ナビエスは、

「実際、奴隷が多い南部へと引っ越してく
る奴隷所有者はたくさんいました。なぜ
ならテキサスでは邪魔をされることなく
できるだけ長く奴隷を所有することが可
能だったからです」と ABC ニュースに話
している。 
　さらにジューンティーンスのホーム
ページによると、テキサスには奴隷所有
者を取り締まる十分な数の北軍がいな
かったが、グレンジャーのおかげで取り
締まりが強化された。

　「テキサス州の人々に、アメリカ合衆国
の行政機関の宣言に従い、すべての奴隷
が自由であることを通達する」と、グレ
ンジャーはガルベストンの住民に向けて
宣言した。まだまだアメリカに住む黒人
の未来は不確実なものではあったものの、
長年抑圧されてきた彼らにとっては大き
な一歩だった。

●ジューンティーンスはどのように
祝うの？

「解放の日（Emancipation Day）」、
「自由の日（Freedom Day）」、
「ジューンティーンス独立記念日
（Juneteenth Independence Day）」とも呼
ばれるジューンティーンスは、独立記念
日と同じように祝われる。パレードやお
祭りといったイベントが各地で開催され
る。
　最初のジューンティーンスのお祝いは
1866 年にテキサス州で行われ、そこか
ら近くのルイジアナ州、アーカンソー州、
オクラホマ州へと広がっていった。
　1872 年には元奴隷の黒人たちが、
ジューンティーンスのパーティーのため
にヒューストンに土地を購入した。その
土地は“解放公園”として知られ、毎年
6 月 19 日にパーティーが開催されてい
る。
　ガルベストンでのジューンティーンス
のイベント実現に携わったダグラス・マ
シューズは「ニューヨーク・タイムズ」
紙での取材で、各都市 15 ほどのイベン
トの開催を予定していたものの、新型コ
ロナウイルスですべての開催は厳しいと
話した。
　ニューヨークでは“Juneteenth 
1,000,000 March NYC”というプロテス
トを 6 月 19 日に行う予定で、マスクと
グローブをつけた参加者がシティーホー
ルに集まるという。
　アトランタでは "Black Lives Unified 
Walk" を The King Center 前から
Centennial Olympic Park までパレードを
行いました。

Black Lives Matter and 
Pandemic Bring Juneteenth 
Into Focus
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●ブランドや企業の対応は？
　今年、多くのブランドや企業がジュー
ンティーンスを認識しはじめ、社員に有
給を与えたりさまざまな方法でブラック
コミュニティをサポートしている。
　「ナイキ」やアマゾン、ツイッター、ナ
ショナルフットボールリーグ（NFL）は
人種差別について考える時間を与えるた
めに全社員に有給を支給。大型スーパー

「ターゲット」の会長で CEO のブライア
ン・コーネルは「私たちは、国が経験し
ている人種的トラウマが今に始まったこ
とではないと理解しています。しかし今
度こそ絶対に変わらなければいけません」
と公式コメントを発表。「ターゲット」は
ジューンティーンスを今後全社共有の休
日に設定し、この日働く時間給従業員は
通常の賃金の 1.5 倍が支払われる。
　メディアもジューンティーンスにス
ポットライトを当てている。Hulu は 6 月
19 日に配信予定だった『ラブ , ヴィクター

（原題）』と『もったいない！』の配信日
をずらし、Vice TV はこの日の番組を全
て黒人差別に関するものや黒人の声を伝
える内容に変更。

●ジューンティーンスとトランプ大
統領との論争は？
　米ドナルド・トランプ大統領は、6 月
19 日にオクラホマ州タルサで集会を行う
と発表して批判を浴びたばかり。なぜな
ら、タルサは最も人種差別的暴力が多い
州のひとつだから。1921 年、白人グルー
プが黒人が経営するお店が立ち並ぶ地区
を襲い、1,000 軒の家が破壊され、300
人もの黒人が命を落としたと「ニューヨー
ク・タイムズ」紙が報じた。
　カリフォルニア州のカーマラ・ハリス
下院議員は「これはただ白人至上主義た
ちのためにウェルカムホームパーティー
を開催しているようなものです」と批判
ツイートをしている。 
2020 年 6 月 18 日に発売された「ウォー
ルストリートジャーナル」紙のインタ
ビューでトランプ大統領は、「とてもいい
ことを行った。私はジューンティーンス
をより有名にした。とても大切なイベン
トだけれど、誰も聞いたことがなかった」
と話している。「フォックスニュース」で
は、ジューンティーンスと同じ時期に行
う自分の選挙活動は“お祝い”でもある

と話した。
　しかし先週の金曜日にトランプ大統領
は集会を 1 日遅らせることをツイート。

「私の黒人の友人やサポーターたちから
ジューンティーンスとこの日が象徴する
全てのものへ敬意を示すため、集会の日
を変えるようにとアドバイスを受けた。
そこで集会を 6 月 20 日に行うことを決
心した」と宣言した。

●ジューンティーンスが国の祝日に
なる可能性は？
　今年は特に多くの注目を浴びている
ジューンティーンスだけれど、これでも
足りないと声をあげ、ジューンティーン
スを連邦祝日に設定し、政府機関、郵便
局や図書館などの公共機関は休業にすべ
きだと提案する人も。
　1980 年、テキサスはジューンティー
ンスを休日に設定した初めての州となっ
た。現在は 47 の州とワシントン D.C. が
ジューンティーンスをさまざまな方法で
祝っている。
　テキサス州のシーラ・ジャクソン・リー
下院議員は毎年ジューンティーンスの歴
史的重要性を認識するための決議案を提
出。「ニューヨーク・タイムズ」紙による
と、その決議案には 200 以上もの賛同を
得ている。次はジューンティーンスを連
邦祝日にするための法律案を提出する予
定でいる。
　また、バージニア州のラルフ・ノーサ
ム知事とニューヨーク州のアンドリュー・
クオモ知事は、ジューンティーンスを有
休休暇に設定する法律案を提出すること
を発表した。バーニー・サンダース上院
議員は 2019 年にジューンティーンスを
国の祝日にするべきだと話している。

●ジューンティーンスに私たちがで
きることは？
　私たちが実際にイベントやプロテスト
に参加することは難しいけれど、その他
にも貢献する方法はある。
　ジューンティーンスを国の祝日にする
ために 93 歳のオーパール・リーがスター
トした署名キャンペーンに署名するのは
どこからでも可能。またブラックコミュ
ニティを支えるために募金することもで
きる。
　「法務防衛教育基金（NAACP Legal 
Defense and Educational Fund）」や

「ザ・ベイル・プロジェクト（The Bail 
Project）」などをチェックしてみて。 
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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

【デスク】
日本でも使えそうなコンパクトサイズのデスク。
小さいながら 2 つの引き出しとコードの抜け穴もあります。
(TARGET)

【ウォールシール】
聖書の引用のウォールシールが
多い中、比較的どこでも使えそ
うな言葉。この先の人生には、
君だけの旅が待ってる！
(Hobby Lobby)

【デスクライト】
スイッチではなく指でタッチして点灯するタイプ。
明るさは 3 段回調節でき、便利すぎて我が家には
同じライトが 4 つあります。
(TARGET)

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

成長と共に変わっていく部屋
〜子供部屋編〜

【アルファベットフレーム】
包装紙を額装したもの。包装紙はポスターやアートと
違いお手頃価格で買え、かつ面積も大きいので見栄え
がします。

　子供の成長は早いですね。赤ちゃんの頃は何をしてもすぐ起きるタイプでした。
2 時間かけて寝かしつけたのに、遠くで夫が新聞をめくる微かな音にも反応して覚醒。
バシネットやベビーカーに乗るのを嫌がり、ベルト全装着してもタコ人間のように
全身をくねらせ縄抜け。暴れる我が子を抱っこしてる時には「活きがいいマグロ抱
える漁師」と言われました。抱っこ紐の中から手も足も出るので油断ならず、ほん
の一瞬かがんだすきに、おぶった息子が商品である陶器製ボールペンに触れ、嘘み
たいなドミノ倒しで 30 本以上割り弁償した事も。「ちょっと見ててあげるから、モ
モちゃん買物しておいで」という優しい上司夫妻のお言葉に甘え、リード付きリュッ
クを背負った 2 歳の子供を預け 15 分後に戻ったら、前傾姿勢で走る我が子に引きず
られる上司様の姿が。そんな風に体力が有り余っていた息子は口も達者で、あまり
に生意気すぎて私の堪忍袋の緒は、シャボン玉並みに簡単に弾け切れるように。「こ
んなお母さんになる予定では無かった・・」と今でも日々思っています。とはいえ、
昨日出来なかった事が今日出来るようになったり、逆に昨日した愛しい事を今日は
しなくなってしまったりを繰り返しながらも、大きくなって来ました。アメリカに
来た時はまだあどけなさの残ってた息子が、中身の成長はさておき外見が少年っぽ
くなって来たのにつれ、それまで子供部屋のインテリアをエメラルド系でまとめて
いたのですが、違和感が生じて来たのです。そこで、青＋黒のもう少しティーン寄
りのインテリアに模様替えしました。親が模様替えに介入出来るのは、きっとこれ
が最後でしょう。子供と共に成長していく部屋の今後が、楽しみです。
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【イミテーションブック】
表紙を開くと中が空洞の箱。英文字だらけ
で少々くどい感じは否めませんが、遠目に
見ると丁度いいから、あら不思議。
(Hobby Lobby)

【置時計】
男の子っぽ
い濃い色合
いの一つベ
ルの時計。
(Home
Goods)

【ヨット】
ウォールシールの言葉に因んで、旅や冒険
を感じさせるアイテムを飾りたいと思い選
んだヨット。(Hobby Lobby)

【ベッドカバー】
RH Baby&Child (www.rhbabyandchild.com) の
男の子部屋の世界観が好きなので、グレイッシュな
ブルーをメインカラーにしようと決めていました。
(HomeGoods)
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SOUTHEN FOOD アメリカ南部料理（ソウルフード）

SOUTHEN FOOD
アメリカ南部料理（ソウルフード）

　アメリカ料理と言うとハンバーガーやステーキを想像しやすいと思いますが、アメリカ
南部には日本ではあまり知られていない独特の料理がたくさんあるんです。特徴としては、
南部独特のケイジャンスパイスを使った料理やとうもろこしの粉を使った料理が多いです。
　ちなみに、アメリカ南部とはメキシコ湾に面したテキサス州から南側にある州周辺を指
します。今回は美味しいものを厳選してご紹介するので、日本では食べれないおいしい味
をぜひご賞味くださいね。
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　魅力的な大都会アトランタは、気さく
な人々、南部流のおもてなしの心、美味
しい南部料理、そして豊かな音楽と歴史
の出会いの街です。
　アメリカ南部の中でもアトランタ、ナッ
シュビル、ニューオーリンズの 3 都市は、
どの街を訪れてもその土地ならではの楽
しみ方と、南部に共通する本物の文化と
魅力が満載です。またこの 3 都市は音楽
と切っても切り離せない関係にあり、音
楽が街の成長に寄り添っていることは、
今も昔も変わることはありません。
　アトランタのラップやインディーズ音
楽から、ニューオーリンズのジャズ、ナッ
シュビルのカントリーやロックまで、音
楽そのものはもちろん、音楽の都を支え
てきたミュージシャンとの出会いもあり
ます。今回は飛び切り美味しい南部料理
をご紹介します。

　「ソウルフード」とは、アフリカ系アメ
リカ人の伝統料理で、多くの人に親しま
れています。フライドチキンやナマズ料
理、コーンブレッド、葉物野菜の煮込み、
黒目豆などボリュームのある料理が代表
的です。この料理は数世紀にわたって進
化してきましたが、奴隷制や不健康、貧
困を連想させるため、アメリカでは今な
お広く誤解され、肯定的に受け止められ
ていません。しかし、実際のソウルフー
ドは、西アフリカ、西ヨーロッパ、そし
てアメリカ大陸の食材と料理法を融合し
た味わい深い料理で、ポジティブなイメー
ジを持って称されるべきです。ソウルフー
ドは、「食べる」黒人文化と言えるでしょ
う。

　大多数のアフリカ系アメリカ人は、ア
フリカの西海岸諸国にルーツを持ちます。
1619 年から 1800 年代初期にかけ、ア
フリカで捕らわれアメリカに奴隷として
送られた人たちは 40 万人に上ります。
南北戦争の頃になると、その数は 400 万
人へと膨れ上がりました。ほとんどの奴
隷たちは、遠い場所にある小さな農家で
雇われ、住み込みで働いていましたが、
大規模農園に雇われていた人も少なくあ
りません。白人の奴隷所有者たちは、奴
隷たちが毎週受け取る食料を管理するこ
とで、力を行使していました。

　奴隷たちに一般的に配給されていた食
料は、コーンミール、米、サツマイモな
どのデンプン類が数百グラムから 1 キロ
グラム程度と、干し肉、薫製肉、塩漬け
肉（ほとんどの場合は豚肉）のいずれか
と糖蜜（砂糖などの製造時の残液）でし
た。配給の中身は、その土地で採れるも
のが多く、地域ごとに異なっていました。
奴隷たちは配給品を補うために、1 日の

仕事の後で、雇用主が許可した数時間の
自由時間を使って、狩りや魚釣りに出か
けました。また、野山で植物を集め、畑
を耕し作物を育てました。風土が合った
土地では、黒目豆、キビ、オクラ、ゴマ、
モロコシ、スイカといった西アフリカ原
産の懐かしい農作物を栽培していました
が、そうでない場合は、「ビターリーフ」
と呼ばれる西アフリカの苦い葉野菜の代
わりにコラードの葉を、アメリカホドイ
モの代わりにピーナッツ、ヤムの代わり
にサツマイモといった食材を調達してい
ました。

　奴隷たちは、飼育が簡単だったことか
ら、豚肉と鶏肉を多用していました。また、
西アフリカの海岸地域の出身と言うこと
から、可能な場合は魚介類を好んで食べ
ていました。しかし、奴隷という身分ゆ
えに、動物の肉をぜいたくに使うことは
できませんでした。丸ごと一頭やステー
キ、ぶつ切り肉を使うのでなく、保存し
ておいた肉を細かく刻み、大きな鍋で野
菜と一緒に煮込み、赤トウガラシで味付
けするなどの工夫をしていました。奴隷
たちの典型的な食事は、煮込み野菜、コー
ンブレッド一切れと水という実に質素な
ものでした。小麦粉や精製された砂糖が
もらえるのは、週末や特別な機会に限ら
れ、その時にビスケットやちょっとした
ぜいたくなデザートを作っていました。

　ソウルフードはこの奴隷としての経験
の中から生まれ、数世紀にわたって進化
してきました。しかし、白人たちも食べ
るようになったこの料理は、この時期「南

部料理」として知られるようになりまし
た。奴隷制度が終わると、多くのアフリ
カ系アメリカ人たちが南部からアメリカ
各地へと移住する「大移動」が始まりま
した。新しい土地に慣れるにつれ、食べ
るものも変わりました。今まで使ってい
た食材が手に入らなくなったからです。
その代わりに、世界各地からアメリカに
移住してきた新たな隣人たちが使う食材
を組み合わせるようになりました。この
新しい料理は、1950 年代になってよう
やく、「ソウルフード」として知られるよ
うになりました。

　「ソウルフード」が一般的な料理として
確立されたのは、1960 年代半ばのこと
です。メインは主に、フライドチキン、
ナマズのフライ、または豚肉料理（腸、
ハムあるいはポークチョップ）で、サイ
ドディッシュとして、黒目豆のシチュー、
サツマイモのシロップ煮、葉野菜の煮物

（キャベツ、コラード、ケール、カラシナ、
カブラ菜など）、チーズマカロニ、ライス
などが付きます。パンは通常コーンブレッ
ドですが、小麦粉のパンが出される場合
もあります。人気の調味料は、カイエン
ペッパーの辛いソース、香辛料、お酢で
す。また、アフリカ系アメリカ人が必ず
と言っていいほど飲むのは、「レッドドリ
ンク」と呼ばれる赤色の甘い飲み物（炭
酸やパンチ、または粉末ジュースから作
るタイプ）です。デザートの種類も豊富で、
バナナプディング、ピーチコブラー（モ
モの焼き菓子）、パウンドケーキ、サツマ
イモのパイが圧倒的な人気です。
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グリッツ - Grits
 　グリッツとは、英語で Grits と表記しますが、その語源は「粗
末な食事」を意味するアメリカ古期英語の Grytt にあります。
今では、ジョージア州の名物料理となっているグリッツですが、
その起源はアメリカ南部に住んでいたネイティブ・アメリカン
にあると言われています。とうもろこしの胚芽をとり、粗挽き
したグリッツはお粥のような食感が特徴。
　グリッツの調理法は、二つあり、一つは水に乾燥した粗挽き
とうもろこしの粉を入れて煮る方法で、もう一つは、牛乳を入
れて煮る方法です。ちなみに、牛乳で炊いたグリッツはチャー
ルストン風グリッツと呼ばれています。
　朝食として食べられることが多いグリッツですが、ジョージ
ア州の名物料理の中で代表的なのが、この「シュリンプ・アン
ド・グリッツ」。アメリカ南部は、ニューオリンズやチャール
ストンもそうですが、シーフードを使った料理が美味しいので
おすすめです。プリプリのエビの食感と、グリッツのクリーミー
な味わいが美味しい名物料理です。

フライドグリーントマト  
                            - Fried green tomatoes
　フライドグリーントマトは、赤く完熟する前の緑色のトマ
トを厚めに切り、とうもろこしの粉をまぶして揚げ焼きにし
た料理です。揚げ油にベーコンの脂を使ったレシピがクラッ
シック南部料理のようです。
　完熟前のトマトも火を通すと青臭さは無くなり、甘酸っぱ
くてとってもおいしいんです。お酒のおつまみとしてもいい
ですね。日本ではグリーントマトは手に入りにくいので、ぜ
ひアメリカ南部で本場の味をどうぞ。

クロウフィッシュ - Crawfish
　クロウフィッシュとは日本で言う“ザリガニ”です。日本で
はあまり食用のザリガニは馴染みがないですが、アメリカやフ
ランスでは一般的によく食べられています。特にアメリカ南部
のルイジアナ州では世界のクロウフィッシュの 90% 以上が消
費されていると言われているくらいポピュラーです。
　食べ方は殻ごと茹でて、殻を剥きながら食べるのが一般的で
す。ケイジャンスパイスと一緒に茹でる調理法もあります。殻
が大きいので食べる部分は少ないですが、スパイスが効いてい
て美味しい。付け合せには茹でたトウモロコシとジャガイモが
一般的です。
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ガンボ - Gumbo
 　ルイジアナ州の発祥の料理で、“ケイジャン料理”の定番メ
ニューとして知られている“ガンボ”はとろみ強いスパイシー
なスープで、具材は鶏肉、豚肉の燻製、魚介類が一般的です。
　以外と味付けはシンプル。なんとも言えない濃厚な味は、油
と小麦粉だけをじっくり炒めて作るルーと、”Holly Trinity”と
呼ばれる玉ねぎ、セロリ、ピーマンの３種の野菜からでる旨味
がベースとなっています。これぞまさにアメリカのスローフー
ドです。
　この料理はフランス系移民のブイヤベース、スペイン系移民
のスパイス、アフリカ系移民のオクラ、インディアンがサッサ
フラスの木の葉、お米の産地であるルイジアナのお米が混じり
ガンボ・スープが出来たと言われています
　ガンボは野菜のオクラを意味していて、スープのとろみはオ
クラの粘り気を利用して付けているんです。スープの味付けは
各家庭やレストランで全く違い、アメリカ南部のお袋の味とも
言うべきスープです。

コーンブレッド - Cornbread
　アメリカ全土で一般的なコーンブレッドですが、発祥はア
メリカ南部です。とうもろこしの粉を使って作ったもので、
見た目は日本のカステラに似ていて、ビスケットと並ぶ南部
の食事にはかかせないものです。
　素朴なとうもろこしの甘さがあり、食べていると粗引きの
とうもろこしの粉のツブツブとした感じが独特です。パンと
同じような位置づけで食べられています。ほのかに甘いコー
ンブレッドは日本人も絶対好きな味です。

　南部料理をご紹介しましたが、いかがでしたか？実は南部地方は伝統料理の宝庫
なんです。
　南部料理は、バーベキュー、揚げ物、濃厚なソースや甘いデザートが特徴です。
土地柄、インディアンやメキシコ国境からのスペイン開拓者の影響を受け、地元の
食材と外国のスパイスを利用して、良く知られている料理が興味深く作り変えられ
ています。代表的なのはルイジアナ州のケイジャンとクレオール、そしてテキサス
州のテクス・メクスです。このほかにもフライドチキンや豆の煮もの、キャットフィッ
シュ（なまずのフライ）も忘れてはいけない南部料理のひとつです。
　ジャンクフードやボリュームのある肉料理ばかりでなく、家庭料理や地域ごとの
伝統料理も楽しめるとおわかりいただけたと思います。同じ料理でもルーツの異な
る食文化が影響し合って、地域によって味や見た目が異なるのもアメリカらしいで
す。
　南部料理は、アフリカ系アメリカ人の力強い食文化を伝え続け、今ではあらゆる
文化的背景をもつアメリカ人に受け入れられています。ぜひ南部料理レストランに
立ち寄ってください。そのおいしさに舌を巻くだけでなく、間違いなく心も満たさ
れるますよ。 
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　交通量も多くなり、徐々にオフィスへ戻っている方々もいらっ
しゃるように見受けられます。やっといつもの生活に戻ってい
くという感覚を持つかもしれませんが、皆さんの周りを見ても、
COVID-19 の影響を受ける前とは異なっている事が多々あるので
はないでしょうか。エレベータの人数制限、デスクの配置の変更、
体温計測、マスク着用、共有スペースの利用制限など、以前には
考えられなかったルールが導入されている会社も沢山あります。
よく “ニュー・ノーマル“という言葉が使われますが、この様な制
限がある中で働かぜるを得ない状況が、今後日常になっていくの
でしょう。
　将来起こるだろうと言われていた働き方の変化やコミュニケー
ションの取り方が、このパンデミックの影響で急速に変わりまし
た。バーチャル○○、という言葉をよく聞くようになりましたが、
今後は直接会ったり触れたり事がどんどん減少していき、センサー
やボイスコマンドなどの技術が更に発達するでしょう。コーヒー 1
つ入れるのにロボットが活躍するという時代は、もしかしたらそ
う遠くないのかもしれませんね。そんな変化が著しい時代、仕事
をするのにあたって、一体どのようなスキルが求められているか
をみていきましょう。

【性質】 • 適応性と柔軟性
 • 創造性と革新性

【技術】 • 技術的な知識
 • デジタルスキル・コーディングスキル

【分析】 • データーの活用能力
【ヒューマンスキル】 
 • リーダーシップ
 • クリティカルシンキング
 • 感情知能

【学習】 • 生涯学習への取り組み
【性質】企業のサービスやオペレーションなどは、これまでと幾分
か変化している事が多いと思います。今回のパンデミックの影響
で、急激に変えざるを得なかった為、結果変わってしまった事も
あるとは思いますが、今後も状況に応じて、色々な変化が急速に
起こる可能性は否めません。その様な変化にもすぐ適応できる能
力が今後は益々必要になってきます。また、新しい製品を生み出
したり、新しいサービスの提供の仕方を見つけていくなど、今ま
での概念にはなかったことを考え出し、実行していく能力が非常
に重要になってきます。

【技術】テクノロジーは言うまでもなく進化し続けています。企業
もデジタル変革を余儀なくされ、今後も AI やロボット工学などの
活用が更に盛んになるでしょう。今回のパンデミックでも、テク
ノロジーツールがあったからこそ、場所を問わず仕事の継続がで
きた企業が多いと思います。どんな職業でも、テクノロジーを利
用して更に効率よく働く事が必須になりますので、技術の進歩に
ついていかなければ、あっという間に取り残されてしまいます。
この様な背景から、コーディング、ウェブ開発、デジタルマーケティ
ングのスキルを持った方々は今後も企業から大変重宝な存在とな
ります。

【分析】物事を判断をする際は、感覚値ではなく、データーを見な
がら現状を読み解き、将来を見据える事、そしてデータを基に意
思決定を速やかにしていく事が以前にも増して重要になってきて
います。たとえデータを持っていたとしても、それを読み解いて
活用しなければ意味がありません。そのため、データを読み解く
力とそれを基に的確な判断をする力が今まで以上に必要になって
きます。

【ヒューマンスキル】テクノロジーが叫ばれている反面、ヒューマ
ンスキルは以前にも増して求められています。この不安定な世の
中、“人”がつながる事が重要視されています。テクノロジーを作
るのも使いこなすのも人、その”人“を引っ張っていくのも人です。
人とテクノロジーが調和し、お互いの強みを活かしながら仕事を
効率的に進めていくのが今の時代ですから、リーダーシップのみ
ならず、冷静に物事を考え判断していく事、人の感情を察し、人
間関係を深める事ができる人を企業が求めるのは理にかなってい
ます。

【学習】世の中の変化に沿い、仕事の仕方が変われば、必要なスキ
ルも変化するのが常です。周りが変わっているのに、自分だけバー
ジョンアップをしない訳にはいきません。できる事が増えるとい
う事は、キャリアの可能性も増えるという事です。最近では、オ
ンラインを利用して手軽に学習できる環境があります。自分のラ
イフスタイルに合わせ、空いた時間にコツコツと勉強をし、仕事
でアウトプットをするという繰り返しが自分の力と自信になりま
す。“芸は身を助ける”といいますが、生涯学習を通じて、自分の
可能性は自分で広げて行きましょう。
参照 : Forbes-“8 job skills to succeed in a post coronavirus world”

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

バイリンガル求職者の就職・転職事情◎ PASONA
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雇用・労働
移民法ニュース

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。

新大統領令 - 短期就労ビザの制限

　2020 年 6 月 22 日に新たに大統領令が発表されました。こ
の声明は 2020 年 6 月 24 日午前 12 時 1 分から施行され、
2020 年 12 月 31 日まで有効となります。今回の大統領令に
より、H1B 専門職ビザ , H2B 季節労働者ビザ , J-1 交換留学・
研修ビザ , L-1 関連会社間転勤ビザ申請者及びこれらビザ申請
者の家族のアメリカへの入国制限が設けられます。

　J-1 交換留学・研修ビザには 14 種類ありますが、その中の
企業研修、学校の先生、キャンプカウンセラー、オペア、大
学生のインターンシップや夏のワークプルグラムがが対象と
なります。これらのビザ申請者は最長でも年末まではビザが
申請できなくなります。幸い日系企業によく使われている国
家間の条約により設けられている E ビザは対象とはなってい
ません。

　対象となるのは（１） 大統領令発効時点で国外に滞在して
いた人、（２）大統領令発効時点で有効な非移民ビザスタンプ
を保持していない人、且つ（３）大統領令発効時点で有効な
ビザスタンプ以外の旅行許可証（トランスポーテーションレ
ター，ボーディングフォイル，臨時入国許可書等）を保持し
ていない人、或は大統領令発効以降に発給された米国への入
国を許可する証書を持たない人です。

　以下の者は対象外となります（1）アメリカの永住権保持者、
（２）アメリカ市民の配偶者や 21 歳未満の子供、（２）アメ
リカ国内で食品サプライチェーンに不可欠な業務に従事する
人、（4）国務長官と国土安全保障長官或は指名された者によ
りアメリカの国家利益になると判断された人。アメリカの国
家利益とはアメリカの防衛、法執行、国家安全に重要な人物；
新型コロナウィルス感染者の治療従事者；新型コロナウィル
スの医学研究者；緊急且つ継続的にアメリカの経済回復を促
進するために必要な人を指します。

　なお、これらのビザの一時発給停止により、同伴家族とし
てビザを申請できる年齢を超えてしまった子供に関しては、
法の適用外とします。各国領事館のオフィサーが上記の例外
に該当するか判断することになります。

　今後、国家安全保障長官、国務長官、労働局長などはこれ
らの声明を受けて、さらに適切な措置を構築し施行すること
になります。これら政府機関の今後の課題として下記の項目
があげられます。
• H1B の年間枠の効率的な割り当てを再検討し、H1B 保持

者の存在がアメリカの労働者に不利にならないように、
適切な措置をとる。可能性としては高所得者を優先する
など考えられる。

• アメリカ国内で H1B 申請者や第２と第３優先枠による永
住権申請者がアメリカ人の職を奪うものではないことを
再確認するために規定を設け、必要に応じて調査する。

• H1B 雇用主の Labor Condition Application (LCA) の違反
がないか調査する。

• 永住権申請者は本人の経歴情報、写真や指紋などの生体
認証情報を登録するまでは永住ビザの申請やアメリカへ
の入国はできないように確認すること。

• 強制退去命令を受けている者、入国拒否や退去処分の対
象者、逮捕や有罪判決を受けた者がアメリカ国内で就労
できる資格を阻止する措置を取る。

　新型コロナウイルス（covid-19）の蔓延のため 2020 年 3
月 19 日より各国でのアメリカの非移民ビザ面接が中止して
おり、未だ再開の目途がたっておりません。現時点では緊急
面接と郵送による延長申請ができる人のみビザが審査されて
います。さらに、4 月 22 日には大統領の声明が発表され、新
規の永住ビザの申請を６０日間暫定的に停止しました。これ
にはアメリカ市民の配偶者や２1 歳未満の子供、米軍従事者、
米国法執行を助成する者、米国の国家利益になると判断され
たものなどが対象外とされています。今回の声明を受け、国
外での永住権申請の一時停止は年末まで引きのばされること
になります。国土安全保障長官は国務長官と労働長官と共に
６月２４日から３０日以内、其の後６０日毎に状況を検討し、
必要に応じて訂正を助言することになります。

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

雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士
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Original Lychee Melon Strawberry Grape Blueberry Orange Original 6btl. Pack

我楽多横丁こぼれ話◎野呂利　歩

　筆者が初めてアウトレットなる言葉に出会ったのは、
1980 年代の初め、日本からの出張でマサチューセッツ・ロー
レンスにあるスポーツシューズのニューバランス工場を訪
問した時の事。会議を終え、担当者が工場見学の最後に工場
の脇にある建物に案内してくれた。標識に OUTLET と書い
てあり、尋ねると機能的には問題ないが色等の外観欠点で不
合格となった二級品を安く社員や周辺住民に提供してると
のことであった。

　次にアウトレットの言葉を目にしたのは、1995 年現地法
人立ち上げでジョージアに移って来た時である。初めての海
外生活で土日はお上りさんの如く買い物ツアー。当時、アメ
リカではアウトレットモール急速に広がり、NY 近郊のアウ
トレットモールは日本からの NY 観光ツアーの人気スポット
であった。

　当初は有難がって買っていた商品にやがて気づいたこと
がある。例えば衣料。筆者が好む或る特定ブランド品を注意
深く観察したところ正規店と同じデザインは滅多に見かけ
ない。正規店とアウトレット店で色柄デザインや縫製国が明

確に分かれていたのだ。そして、何よりも、ニューバランス
で聞いた二級品コンセプトからすると、商品の品ぞろえが豊
富過ぎるのだ。ブランドの正規店ものでもなく、ニセモノで
もなく、正規店向け生産の不合格品でもない、と言うことで
あろう。
　このアウトレット商法、広大なアメリカをカバーする手法
としては、実に上手く出来ている。有名ブランドが軒を飾り、
しかもアウトレットだから安い、と触れ込めば客が集まる。
そこにデザイン、生産拠点、使用材料を変更することで正規
店とは一線を画した商品を並べビジネスチャンスを広げる。
有名ブランドが都市部ではなく、郊外や過疎地に単体出店す
るのは現実的ではないが、他店との集合体ならトータルコス
トはぐんと下がり、宣伝効果も見込める。都市型モール商法
の田舎版として、全米に瞬く間に増えていった。

　この”ニセモノではない”という曖昧さが消費者の心理を
つき、見事に「アウトレット商法」を成立させている。アウ
トレット専用品と最初から納得して買えばいいわけだが、ア
ウトレット専用商品と正規店向け不合格品が目の前にあっ
たら、あなたはどちらを選ぶ？　

野呂利　歩

アウトレット考

我楽多横丁こぼれ話
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ジワジワ効いて結局『学力』が上がる方法
　「今月は陰山メソッドや立命館の校長先生でお馴染みの陰山
英男先生の「学力は家庭で伸びる」から、子育て、学力向上の
身近な方法をご紹介します。私の教室でもよく見られる光景や
実感、同感するところがたくさんあります。どれも今すぐ親が
できることばかりですので、すぐ実行してみてください。

　「入学するまでに何をさせておけばいいですか？」と、よく
お母さん方に聞かれます。読み書きはどこまで、計算はどの程
度できればいいのかを気にされているのです。
　入学前に身に付けなければならないのは、自分の身の回りの
ことを自分でできる力です。自分ひとりでできるようになれば、
子供は自身がもてるようになります。自信がつくと、新しいこ
とに挑戦しようという意欲が湧いてきます。勉強させる前にま
ずは勉強の道具を自分で管理させ、必要なものをそろえられる
ようにしましょう。
　その第一歩が時間割の用意です。おそらく親御さんの心配は
忘れ物でしょう。忘れ物をしては大変とばかりに、まるで自分
が登校するかのごとく学校の準備を全部そろえてあげてしまう
親がいます。その気持ちはわかりますが、子供に点検させましょ
う。学校で授業を受けるのは子供なのですから。親子でいっしょ
に準備をしてもかまいません。

「忘れないように」と自覚させる
　ただ、学校に上がったばかりの時期はまだ子供ひとりでそろ
えられるわけではありませんから、手助けをしてあげてくださ
い。親の適切なアドバイスや配慮があってこそ、子供は初めて
ひとりでそろえられるようになります。
　しかし、ひとりでできるようになったら、もう親の手出しは
無用です。当日の朝、あわててカバンに詰め込むことのないよ
うに、前日に時間割表を見ながら一つ一つ準備させるのはもち
ろん、鉛筆は何本必要か、どのくらい芯が丸くなったら削れば
よいのか、筆箱の中には何が必要なのかといった細かなどころ
まで一通り教えて、ひとりでできる力を身に付けさせます。

　忘れ物をしない子というのは、親に何でもやってもらう子で
はなく、身の回りのことが自分でできる子です。授業を受ける
のも、忘れ物をして困るのも自分だから「忘れ物をしないよう
に」と、自覚しながら準備しているんですね。
　それなのに、いつまでたっても親にそろえてもらっていては、
自覚がもてません。自覚がないまま時間割をそろえるから忘れ

物が多い、だから親がそろえる、といった悪循環に陥ってしま
います。

　忘れ物をした子に私が最初に聞くのは、なぜ忘れたかではな
く、それをいつそろえようとしたかです。聞かれた子は答えら
れません。つまり自覚が足りなかったから忘れてしまうのです
ね。そこに気づいてほしくて私はいつそろえたかを聞くように
しているのです。
　忘れ物に気をつけなければならないのは親ではなく子供自身
です。自分で時間割を確かめながら準備すれは、翌日何をする
のかも把握できます。心の準備にもなります。子供が困らない
ようにと親がなんでも先回りしてやってあげると、子供はやっ
てもらうのがあたり前になり、自分で考えようとしなくなりま
す。

　私の教室では、教室に入る前家で削った鉛筆と消しゴムを用
意してもらってます。アメリカでは教室で皆でもちよった鉛筆
を使います。そのため自分で用意する習慣がありません。入室
したら自分でフォルダーをとり、自分で所定の所に宿題を提出
し、なるべく早く今日の学習に取り組むよう指導しています。
　教材もやる前に一枚一枚静かにばらし、その時に今日何を勉
強するのかを調べ集中するようにします。自学自習するために
細かく指導するのです。簡単なようで難しいのですが、あきら
めず根気良く指導すれば個人差はありますが、必ずできるよう
になります。
　親御さんに見守る力と忍耐力のない方がいますが、そういう
親御さんのお子さんたちは学力の伸びが非常に悪く遅いです。
自分で勉強するという自覚が足りないから、身に入らないし、
残らないのです。やらされている感じで、やる気がみられない
のです。それで集中力もつかず、何回
復習しても憶えません。
　自分で準備することで、学ぶことへ
の自覚と動機付けを確認することがで
きます。おけいこ事やスポーツの道具
や着るもの等、子供自身で準備させる
ようにしましょう。食事の準備などの
お手伝いをさせるなど、準備をまえもっ
て何事にもやる習慣づけは自学自習の
強いみかたとなります。親御さんの自
覚とちょっとした工夫で子供の良い学
習習慣はいくらでもつけられます。

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☺
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　今回のコラムを担当しますつぐみです。新型コロナウイル
スの影響により、アメリカで国家非常事態が宣言されてから
3 ヶ月あまりが経ちました。少しずつ経済活動が再開され始
め、私達サロンリーガもおよそ 2 ヶ月の休業からようやく営
業を再開することができました。
　とは言え、まだまだ不安を抱えている方は多くいらっしゃ
ると思いますし、私もその一人です。私達の仕事はお客様と
の直接な接触は避けられませんが、お客様とスタッフ両方の
感染リスクを最大限に抑え、安心してご来店頂けるよう対策
を徹底しております。まだまだ不安の多い状況ですが、そん
な中リーガの営業再開に伴い足を運んでくださるお客様に心
から感謝しております。

　この自粛期間を得て、SNS などを見る時間が多くなりまし
たね。その影響があってか営業再開後にご来店頂くお客様の
多くに、パーマや特殊なデザインのカラーなどをご希望なさ
る方が多いです！そこで今回は、よく質問のあるサロンリー
ガで扱う 2 種類のパーマ、「パーマ ( コールドパーマ ) とデジ
タルパーマの違い」について説明致します。まずはそれぞれ
のパーマの特徴、メリットとデメリットについて。

通常のパーマ
メリットは、デジタルパーマに比べて工程が少なくシンプル、
そのため施術時間が短い事です。パーマは徐々に落ちていく
ため、ヘアスタイルを頻繁に変えたい方におすすめです。
デメリットとしてあげられるのは、乾かし方次第でパーマの
出方が全く違ってくるので、スタイリングが苦手な方はサロ
ンでの仕上がりを再現するのが難しい事、そしてパーマの持
ちが悪い事などです。

デジタルパーマ
メリットはその持ちの良さにあります。一度パーマをかけた
部分はほとんどの場合、カットしてしまうまで残ります。そ
して毛先をワンカールなど、通常のパーマでは難しいコテで
巻いたような自然な大きいカールを作ることができます。
デメリットとしてあげられるのは、工程が多いため施術時間
が長い事、細かいウェーブを作ることはできない事などです。

　今回は大まかにそれぞれのパーマのメリットやデメリット
についてお話しましたが、実際にはお客様の髪のコンディ
ションによってもっと細かい向き不向きがあります。正直
どっちを選んだらいいかわからない！という方も多くいらっ
しゃいますので、そんな時はぜひ私達にご相談ください。お
客様の髪の状態、求めているスタイルによって合っている
パーマを提案致します！
サロンリーガにて、皆様のご来店を心からお待ちしておりま
す。

髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

髪＆ヘアケア
聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉 By ますみ

　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　29 章 11 節

　幸か不幸か、人生に苦難は付きものです。 過去に苦難に
あった人、今、その苦難の渦中にある人‥、人は誰でも、色々
な苦難を負っています。 なぜ、苦難は起こるのでしょうか。 
そして、それをどのように乗り越えて脱出する事が出来る
でしょう。　
 
　エレミヤ書（旧約聖書）からイスラエルの歴史を学ぶこ
とができます。エレミヤはバビロン捕囚の時代に生きた預
言者です。バビロン捕囚は、エジプトでの奴隷としての捕
囚と比べると比較的自由な時代でしたが、彼らは国を失い、
神殿を失いました。　　
　それは、すなわち、神の定めの通りに礼拝する場所がな
くなったのですから、イスラエルの民は、徐々にバビロン
の文化に染まって、神を失うと言う状況にまで及んでいき
ました。そして、イスラエル民族は、真の神から離れて偶
像礼拝を始めるようになっていきました。エレミアは、そ
の時代に、イスラエルの民にエルサレムから手紙を送り、
八方塞がりの様々な苦難の中にあっても、萎縮することな
く繁栄し、神に祈って平安を求めなさいと告げました。
 
　苦しい立場から、一刻も早く逃れて何とか楽な生活 をし
たいと人は望みます。 エレミアは、置かれている場（状況
下）で、神に祈り求めることの大切さを教えます。 どんな
時にも、神様の祝福と平安を求め祈ることの大切さが語ら
れています .。　
 
　新約聖書に記されているイエスの生涯も同様に波乱万丈
の短い一生でした。イエスは、常に祈られました。どのよ
うな状況においても祈っておられま す。私達も、自分がそ
こ（苦難の中）にいる時、祈ることの大切さを覚えましょ
う。苦難の中で祈り、主を待ち望む者に祝福が与えられま
す。私達には（誰にでも）、神の栄光と祝福が備えられてい
ます。
 
　過去の歴史のみならず、現在の団体・個人の生活・営み
においても同様のことが言えます。 神の計画を信頼して生
きる時、神の御手の中に置かれている私達の問題・試練に
は、確実に将来があり、希望があると約束されています。 
その約束を信じて前向きに生きる‥問題の渦中にあっても
主イエスへの信仰に生きる者となりましょう。
 
　神様は約束を必ず守って下さいます。 四面が塞がれてい
るような時でも、上からの恵みを塞ぐものはありません。 
神の言葉を信頼して祈り、天から降り注がれる神の祝福を
待ち望みましょう。天の父なる神様に自分の将来を預けて、
平安の中で前進し続けましょう。
　神は愛です。私達は愛されています。　
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　コロナ禍でこの３ヶ月間外出がままならず、すっかり体が
なまってしまったという人も多いのではないでしょうか。
　私はこのコラムでもエクササイズの重要性を頻繁に話題に
していましたが、今までオフィスに来院される患者さんに対
して、当たり前ですが治療のカイロプラクティック施術がメ
インになってしまい、運動療法が短時間で簡単な指導になっ
てしまうことが多く、患者さんの運動の習慣化に結びつかな
いことが長年の気がかりでした。が、思いかけず昨今のコロ
ナ禍で時間ができたのを機に、新しく運動療法プログラムを
開発し、今月からスタートすることになりました！
　運動プログラムは主に PNF ストレッチ、アシスタントスト
レッチ、セラガンによる筋膜リリースの３つの療法を組み合
わせて行います。

● PNF ストレッチ (Proprioceptive neuromuscular 
facilitation / 固有受容性神経促通法 ) 
一般的なストレッチは筋肉をゆっくり伸張していきます
が、この PNF は、まず筋肉に刺激を与えて収縮させたあ
とに、その収縮させた筋肉をストレッチによって伸張さ
せます。これを繰り返すことで運動系の神経が末端まで
刺激されるので、筋肉や関節の可動域を広げ、柔軟性を
高めます。同時に収縮刺激によって筋力も向上します。
もともとは脳障害の後遺症患者の筋収縮のためのリハビ
リテーションとして開発された療法なので、非常に効果
的で安全なストレッチです。

● アシスタントストレッチ（アシスタントの負荷サポート
による静的ストレッチ） 
1 人で行うセルフストレッチではどんなに頑張っても筋
肉の伸張に限界がありますが、アシスタントによる補助
負荷とポーズの固定をサポートすることで、筋肉をより
伸張させることができ、筋繊維や筋組織の柔軟性向上と
筋肉及び関節の動作範囲の拡大の効果が期待できます。

● セラガン「Theragun」マッサージ機器 
2016 年に米国カイラプラ
クター資格を持つワーズラ
ンド博士によって開発され、
理学療法やプロアスリート・
プロスポーツチームなど多
方面で使用されており、今
注目のマッサージ機です。

　従来の皮膚表面だけに振動を与えるマッサージ機器とは違
い、セラガンはポイント部分を振動幅 16mm・毎秒 40 秒の
高速振動で垂直方向に打ち出す動作により筋肉深部にまで刺
激を与えます。凝り固まった筋肉をほぐすのはもちろん、筋
肉痛や筋膜リリースにも有効です。
　従来のマッサージ機に比べて 60％以上も筋肉の深い部分
にまで作用するので、筋肉組織にも刺激が届き血行改善にも

つながります。当院ではトレーニングを積んだカイロプラク
ティックアシスタントが、患者さんの筋肉を伸ばしながらセ
ラガンを使用する施術で、ストレッチだけでは効果が得にく
い箇所の筋膜リリースが可能になり、全身をバランスよくほ
ぐすことができます。
　この一連の運動療法はアシスタ
ントによるストレッチ・筋膜リリー
スがメインですが、ご要望や治療
に必要な場合は、ご自宅での運動
法の指導なども今までより丁寧に
時間をかけて行いますので、運動
不足の解消、運動の習慣化にもお
役立ていただけると思います。
　また、運動療法とカイロプラクティック施術を合わせて受
けていただくと、筋肉の緊張をほぐし、緩めてからの背骨矯
正になるので施術の効果がより長く続き、治癒のスピードも
早くなります。
　ここアトランタでオフィスを構えて今年で 11 年。これから
も地域の“健康よろず相談処”として皆さまの健康増進・エ
クササイズパフォーマンスの向上をお手伝いさせていただき
ます。

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

新メニュー登場！
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質問：５歳の息子がイビキをかきます。今まで特に気にもとめ
ていなかったのですが一度診てもらった方がいいでしょうか。

回答：子どもは通常イビキをかかないものです。風邪をひいた
りして鼻づまりを起こし一時的にイビキをかくことはあって
も、毎日のように大きなイビキが続くときは要注意です。
実はイビキというのは、小児睡眠時無呼吸症候群のサインであ
ることが多いのです。睡眠時無呼吸症候群と聞くと、大人に起
きるものというイメージがありますが子どもでも発症します。

＜原因＞
１） 咽頭扁桃肥大 ( アデノイド ) 

咽頭扁桃は鼻と喉との間にあるリンパの組織で、特に幼児
期に大きくなります。アデノイドのピークは 6-7 歳頃で、
その年齢を過ぎるとたいていの場合は萎縮して、大人では
ほとんど表面から見ても分からない位になります。アデノ
イドになると鼻からの空気の流れが遮断されてしまうため
鼻呼吸ができなくなり、口で息をするようになります。ま

たイビキをかいたりします。
２） 口蓋扁桃肥大 

口蓋扁桃は口蓋垂 ( のどちんこ ) の両脇にあるリンパ組織
です。口蓋扁桃肥大は 3 歳頃から大きくなり、7 歳頃にピー
クとなり 10 歳頃には小さくなります。アデノイドと同じ
く、鼻からの空気の流れが遮断されてしまいます。

３） 慢性的な鼻炎などの鼻の症状 
アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎など鼻の病気で慢性的な鼻づ
まりを起こしている場合もイビキの原因になります。

４） 上下顎骨の劣成長

＜及ぼす影響＞
１） 発育に影響します。重症だと深い睡眠がとれないため、成

長ホルモンという成長に関わるホルモン分泌が影響を受け
るため身体発育が遅延すると言われています。また、顎の
発育が悪くなって、成人になっても睡眠時無呼吸症候群に
なりやすくなる可能性が言われています。

２） 発達にも影響することが分かっています。この病気の小児
は、認知機能や行動面で問題があることが多く、発達の遅
れや学力低下、注意欠如・多動性障害、攻撃的行動に関係
することがあるとされています。

＜治療方法＞
アデノイドや口蓋扁桃肥大が原因になっている場合は、アデノ
イド切除や口蓋扁桃摘出などの外科的処置が行われることが多
いです。しかし、アデノイドや口蓋扁桃肥大が原因ではない小
児の睡眠時無呼吸症候群に対しては矯正歯科での治療も並行し
て行われることがあります。

矯正歯科で受けられる「イビキ対策」
１） 顎が小さいことが原因による歯並びの改善 

矯正装置を使ってあごの大きさを広げたり、下顎を前方に
誘導する装置を使って正常な位置に戻すことで、いびきが
改善できる可能性があります。

２） 習慣的な口呼吸の改善 
本来口を閉じている時、舌は上顎にペタッとついています。
しかし、口呼吸をしている人の舌は、舌の力を抜いて下顎
まで下げた位置にあり気道が塞がれています。口呼吸が癖
になると舌の筋力は衰えていきます。「だらっ」となった
筋力のない舌は、寝ている時に仰向けになった状態になる
と重力によって自然に喉の方へ舌が下がってきます。この
舌が気道をふさぎ、イビキにつながります。

 
　これらの矯正治療を行うことで鼻の通りが良くなったり、そ
れに伴う低位舌の改善、気道の体積拡大などの効果があること
が報告されています。またこれらの治療法は、現在睡眠時無呼
吸症候群などの症状は無いものの、明らかに顎が小さく、将来
の睡眠時無呼吸症候群発症の可能性が高い場合にも予防的に行
うという考え方も増えているようです。
 　子供のイビキはもしかしたら何か病
気のサインかもしれないので、医療機
関の受診をお勧めします。

資料：きむら矯正歯科ウェブサイト、大宮

SHIN 矯正歯科ウェブサイト

カンバーランドファミリーデンタル
歯科医　清水義仁

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

　多汗症
　汗ばむ季節になってきました。
汗の量が多くて衣服に汗じみがで
きる。わきの汗がしみ出して洋服
や制服がすぐに濡れる。1 日に何
回も着替えが必要……。汗のこの
ような悩みで困っていませんか。
日本人の 7 人に 1 人は、汗が多い
ことが原因で日常生活になんらか
の支障があることがわかっていま
す。多汗症は本人が困っていれば
診療の対象になる病気です。しかし、このことを知らずに治
療を受けていない人がとても多いといわれています。

　重症のわきの多汗症 ( 重度原発性腋窩多汗症 ) に対して、ボ
ツリヌス療法 ( ボツリヌス毒素局所注射 ) が日本では保険適
用になり、2015 年に改訂された診療ガイドラインでは、推
奨される治療として記載されています。ボツリヌス療法とは、
ボツリヌス菌が作り出したたんぱく質を精製し、薬にしたも
のをわきの下に注射する治療法。交感神経から汗腺へと伝わ
る刺激を遮断して発汗を抑えます。多汗症の診療に詳しい東
京都立大塚病院　皮膚科の藤本智子医長は、「わきの多汗症は、
最初に塗り薬 ( 塩化アルミニウム含有 ) で治療し、これで 7
割の人がよくなります。重症の場合は、ボツリヌス療法で 9
割以上が改善します。効果は平均すると約半年続くので、夏
の前に年 1 回注射する患者さんが多いです。重症でも治療に
よって悩みが解消できるようになっています」と話します。

　汗は体温を調節するための生理現象です。でも、そもそも
体の限られた場所から、なぜ多量に汗が出てくるのでしょう
か。多汗は人間が進化する過程で、緊張や集中といった高度

な精神活動をするようになっ
て、脳を発達させてきたこと
と関連があるようです。「多汗
症の人とそうでない人の脳を
比べると、多汗症の人は精神
的な負荷がかかると発汗を起
こす脳の中枢が過敏に反応す
ることがわかっています。汗
腺の数や密度はどちらも変わりません。ところが、脳の信号
が交感神経を通って汗腺に伝えられると多汗症でない人は 1
～ 2 個しか働かないのに、多汗症の人は半分以上も働いて、
その結果、汗の量が多くなってしまいます」。

　汗をかくことは、ごくあたり前のことです。しかし、衣服
にしみ出したわきの汗がテレビやインターネットで話題にな
り、清潔感や見た目がより求められるようになって、汗を気
にする人が増えています。多汗症の増加は、ある意味におい
ては現代病と藤本医長は話します。「わきの汗は精神的な要
素が大きく、汗で嫌な思いをすると余計出てしまう。人と接
して社会で活動することに憶病になります。だからといって、
精神論だけでよくするのは無理があります。困っていたら一
度受診してみましょう。汗が少なくなることを実感すると前
向きになる患者さんが多いです。治療がそのきっかけになる
ことを知ってほしいと思います」。

　汗のために人とうまくかかわれない。職場や学校で困って
いたら、それが日常生活の支障です。汗の悩みは、まずは皮
膚科を受診しましょう。塩化アルミニウムの治療を取り扱っ
ているかどうかを確認してから受診することが大事なポイン
トです。皮膚科で改善しない場合は、多汗症に詳しい医師を
紹介してもらうことをお勧めします。

MONTHLY NEWS LETTER for HEALTH

メディカルコラム◎倉岡クリニック

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

日本にて学生・研究者用のビザ関連書籍を出版
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～　口から始める子どものしつけ　その 2～
　日本歯科医師会　小冊子「朝昼晩」より口から始める子供の
しつけについてご紹介いたします。

◆噛む力を脅かす子どもたちの姿勢の悪さ
　現在、歯科医師の間で問題になっている第 2 の問題が、子ど
もたちの姿勢の悪さです。あごの筋肉をフルに使う咀嚼運動は、
頭部や上半身をしっかり支える全身の筋力が必要。身体に力が
ないのに、あごだけを運動させるのは無理でしょう。
小学校での歯科健診も行う倉治先生の心配は、今の子どもたち
の腹筋や背筋、特にインナーマッスルと呼ばれる体の内側の筋
肉が弱いこと。これは激しい運動に必要な筋肉と違い、身体を
固定して姿勢を支える筋肉、つまり動かないための筋肉です。

「首がガクンと前に出て下あごが下がり、口をポカンと開いた
脱力系の姿勢が増えています。左右どちらかに寄りかかったり、
首が傾いたり、よく噛む以前に自分の姿勢を支えられないのは
深刻な問題ですね」。
姿勢の悪さは噛む力に直接影響します。背筋と首をまっすぐ伸
ばした状態と、頭を落として背筋を丸めた状態で口をパクパク
してみると、首を伸ばした方があごを動かしやすいのがわかる
はず。さらに悪い姿勢が習慣化して、あごや噛み合わせがズレ
たり、それが原因でさらに姿勢が崩れる悪循環にも発展します。
倉治先生が実施した調査では、ダイニングテーブルでの食事の
際、子どもの足がブラブラしている場合と、踏み台に足を置い
た場合の噛み方を比較しました。結果は踏み台を使った方が、
噛む力、噛む面積、噛む回数も約 15 ～ 20％アップし、姿勢が
安定しなければ、同じものを食べても噛む効果を十分に得られ
ないことが明らかに。子どもたちの筋力低下は、正しく噛む習
慣をつくる上で、想像以上の大きな障害なのです。
倉治先生が提案する手軽な解決策は、まず歩くこと。「姿勢を保
つインナーマッスルは、歩くことでも鍛えられます。歩くこと
はあごの発育にもおすすめなので、生活にどんどん取り入れて
みてください」。＜次号につづく＞　
(8020 財団資料より )

あごの発達が悪い子供たちに共通する生活習慣
• 朝寝坊または、朝が苦手
• 朝から食欲がない、食欲にムラがある
• ３度の食事をあまり食べない
• 小食である
• 空腹に耐えられない ( すぐにおなかが空く、すぐに満腹になる )
• 好き嫌いがある
• 間食することが多い
• 噛むことが苦手
• 歩くことが嫌いまたは、常に走り回っている
• 腹筋や背筋が弱い
• 外遊びが好きでなく、あまり外で遊ばない
• 姿勢が悪い、姿勢を保つのが苦手
• 休日に家族で出かけるとき、車が多い
• 食事のときテレビを見ながら食べる

あごの発達がよい子供たちに共通する生活習慣
• 早寝早起き
• 朝から食欲がある
• ３度の食事をたっぷり取る
• １回に食べる量が多い
• 空腹にがまん強い
• 好き嫌いがない、何でもよく食べる
• 歩くことが好き　
• 腹筋や背筋が発達している
• 外遊びが好きで、毎日十分に外で遊ぶ
• 姿勢がよい。よい姿勢を保てる
• 休日に家族で出かけるとき、車を使わないことが多い
• 食事のときテレビを見を見ない

特報！
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 で歯科矯正もしております。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
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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？

周りの人の良い部分を知り、相性について再確認することがあり
そうです。才能や行動力などで嫉妬を感じることもあるでしょう
が、悪い方向に思ってしまうことのないようにして。自分を下に
見たり、相手を妬んだりしては、関係がギクシャクしてしまいそう。
出会いのチャンスにすれ違ったり、良い関係が急降下して悪化し
たり、総じて悪い方向へと進んでしまう傾向にあるようです。恋
人との関係を大切に思うなら、少々のことには眼をつぶるくらい
の心の大きさが必要になってくることでしょう。
なにかしらのピンチに陥ったとしても、周りからのサポートを大
いに受けることができそうで、決して絶望する必要もないようで
す。人の期待に応える努力は惜しまないようにしましょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：2　20　29　　　×危険日：1　14　26

対人運が低下しているようです。他人との間に見えない壁ができ
てしまいそうで、なにかと孤立を味わうことになるでしょう。自
分が誰からも理解されず、必要とされず、寂しさが募ってくるか
もしれません。
異性の視線や言葉が厳しいようで、それを受けて自分の殻の中に
閉じ篭もってしまいそうになるでしょう。ただ、考え過ぎは良く
ありません。取り越し苦労のようなことも多々ありそうなので、
リラックスと状況の把握がなにより最優先されてきそうです。
お金を紛失したり、安物買いの銭失いになったりと、あまり良い
運気をしているとは言えません。我慢の月になりそうなことの覚
悟を決めてください。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：2　14　27　　　×危険日：6　20　30

損と得が一度に訪れる月になりそうです。つらい気持ちの後で嬉
しい気持ちになったりで、感情面で忙しいことになるでしょう。
ですから一喜一憂するのではなく、ひとつのことに捉われ過ぎな
いのが良いでしょう。
期待を持って良いでしょう。ですがその反面、身内や友人との間
に壁や距離ができてしまうこともありそうです。恋愛で盲目的に
なるのではなく、友達付き合いも同じくらい大切にするようにし
ましょう。
少し未来の金運アップにつながるような、良い情報を手に入れる
かもしれません。即効性がないと感じても、今は少し我慢してみ
ましょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：1　17　22　　×危険日：7　19　31

人懐っこさを発揮してみれば、スイスイと困難を克服していくサ
ポートを得られることでしょう。心を許せる親友との時間を多く
持ったり、尊敬できる人物から知識や情報、技術を吸収してりして、
自身の成長へとつなげていきましょう。
気分によって状況が変わる可能性大で、あなたが相手を振り回す
ことも、相手に振り回されることもありそう。余計なひと言を言っ
てしまい、後々まで後悔をし続けることもありますから、多いよ
りもむしろ足りないくらいでちょうど良いと思っておきましょう。
無理に勝負に出たり、直感だけを頼りにして行動したりは止めた
方が無難でしょう。なにかをするときは、仲間との共同作業にす
ると良いかもしれません。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：3　14　26　　　×危険日：1　19　29

環境や道具、気持ちがそちら向くことで、大きな一歩を踏み出す
ことができそう。温めていた企画や案、や願望などがあれば、実
現に向けて動いてみましょう。周りの人にもその想いを伝えてお
くことで、思わぬサポートを受けることもできそうです。
気になる人と意気投合できるような、良い恋愛運をしています。
日頃から気になっている人には、積極的に自分を売り込んでみま
しょう。そしてなにかしら、共同で作業をする切っ掛けを作り出
してみましょう。
金運はあまり良くないのですが、なんとでもなる、くらいの軽い
気持ちでいれば、運気の谷も自然と過ぎ去っていくことでしょう。
仕事では、大きな勝負出ても良いかもしれません。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：7　18　24　　　×危険日：4　15　22

なんでもやってみたいという気持ちが湧いてくることでしょう。
あれもこれもと手を拡げることで、集中することができなくなる
可能性もあります。その場合、すべてが中途半端になってしまう
こともありえるので、気を付けておいた方が良いでしょう。
積極的な恋愛を経験しそうですが相手に暑苦しさを与えてしまう
こともあってか、なかなか相性の良い相手とめぐり合うことがな
さそうです。熱くなり過ぎず冷静な判断や対応を心掛けることで、
一旦波に乗ったら連続して幸運があなたの元へとやってきます。
思い付いたことは、スッと行動に移すのが吉のよう。特に他人の
話に付き合わされていると、色々と失ってしまうことが多そうで
す。無駄だと感じたときには、切り上げる決断力も必要でしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：6　19　28　　　×危険日：9　15　26

自分を PR し過ぎると、どうも周囲の反応が良くないようです。
個性や強みを前面に出すことは、あなた自身の不自由を招くこと
になってしまうでしょう。立ち位置を上手く確保して、目立たず、
縁の下の力持ちポジションで力を振るうと良いでしょう。
意外性がキーワードになりそうです。あなたに想いを寄せている
人の存在を知ることになったり、あるいは実は両想いだったりと、
驚くような結末がありそう。他人の気持ちに興味を持ち、敏感に
なることで開けていくようです。
甘さを心から棄てるようにしましょう。もう少し、あと少し程度
なら、といった油断が大きなマイナスへとつながっているので、
仕事でもお金関連でも人間関係全般でも気の緩みは控えましょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：3　16　26　　　×危険日：8　22　31

自分の力、運、思いなどを誰かと競い合わせたくて、うずうずし
そうです。切磋琢磨といった競争心なら良いのですが、それが妙
なライバル意識になってしまわないように気を付けておきましょ
う。
誰かに頼りたい気持ちが大きくなり、それに応えてくれる異性が
出現しそうです。問題事をひとりで抱え込むことをせず、オープ
ンにして誰かに相談するようにしましょう。恋愛には真剣に取り
組むべきですが、あまり思い詰めるような行動を取らないように。
あまり大きな買い物はせず、交際費も控えめにしておくと良いで
しょう。他人に太っ腹なところを無理に見せる必要はありません
ので、身の丈に合った支出管理をしておくようにしましょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：6　15　24　　　×危険日：2　19　30

自分が心から楽しめるかどうかを判断基準にして、物事の優先順
位を決めていきましょう。スケジュール帳の予定欄を完全に埋め
てしまうのではなく、ある程度の余裕を持たせておいて、飛び込
みの予定を追加できるようにしておくと良いでしょう。
待ち望んでいた返事がくることもあるでしょう。あなたからアプ
ローチせずとも、良い未来が手に入る感じがしています。人から
の紹介は、素直に受けて良いでしょう。同じ趣味、出身地が同じ
などの共通点がある相手とは、良い関係が築けることでしょう。
大きな買い物には向いていない金運をしています必要最低限に留
め、支出を控える選択をして。物欲が抑えられときは充分に比較
をして、納得の上で手を出すようにすれば良いと言えます。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：4　15　20　　　×危険日：6　19　30

積極的に人とコミュニケーションを取っていきましょう。ユーモ
アやジョークを会話の中に取り入れていき、楽しみながら会話を
進めることであなたの評価も上がり、欲しかった情報や意外に有
用な情報を手にすることができるでしょう。
あなたに想いを寄せる人が複数登場して、迷いが生じることもあ
るでしょう。突然の出会いに見舞われたり、復縁のチャンスが舞
い込んできたりと、その恋をどう進展させるべきか、良い意味で
悩まされることもありそうです。
金運はあまり良くなく、仕事運も悪いために踏んだり蹴ったりの
状況になる可能性すらあります。安易に人を信用したり、お金を
借りたりしないことが、自己防衛として必要な選択になりそう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：1　13　28　　　×危険日：5　17　31

少し自分の行動、発言、感情を表に出すことなどを抑えた方が良
いかもしれません。あなたの個性がなかなか周りに理解をされず、
集団の中で浮いてしまうことがありそうです。浮くだけならまだ
しも、孤立してしまうことにもなりかねないでしょう。
自分の決断に自信が持てない面があり、他人の意見にやや振り回
されることがありそうです。特に恋愛の達人を自認する年上には
注意をしておきましょう。恋愛に関しては、自分の感情や思いだ
けで決断を下した方が上手くいくようです。
他人からの褒め言葉を鵜呑みにせず、支出に関しては上限を月の
頭に決めておくべきでしょう。大盤振る舞いは、あなただけの損
を招き入れてしまうことでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：10　19　29　　　×危険日：1　16　27

全体的に運気が忙しく揺れ動くようで、良いも悪いもなかなか安
定を見ないようです。ですが直感やインスピレーションを日住生
活の中で活かしていくことができそうなので、わくわくするよう
なことは多そうです。
以前断ったような相手に再度アプローチをかけると、今度は上手
くいきそうな気配。あきらめきれない想いを持っているのなら、
もう一度チャレンジしてみるのも良いでしょう。ただし、堂々と
した態度で臨むようにして、相手にマウントを取られないように。
金運はあまり良くありません。加えて、気持ちの締りがなくまた
緊張感に欠けるようで、ついつい誘惑や口車に乗ってしまい高額
の出費をしてしまうこともありそうです 10

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：4　21　29　　　×危険日：6　15　24
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Movie

Tenet
　 あ る ミ ッ シ ョ ン と 対 峙
し、重力に逆らって空中を
舞いビルの壁を上がってい
く男を活写。物語の全貌は
ベ ー ル に 包 ま れ て い る が、

「 テ ス ト は 合 格。 君 は 特 別
だ。“ 死後の世界 ” へようこ
そ」「第三次世界大戦を防ぐ
のよ」「この言葉を覚えろ。
“TENET”。生還へのカギだ」
と意味深な言葉が飛び交う。
そして、「新しい目で世界を
見て。頭で考えず、感じて」
というセリフに導かれるように、時間が巻き戻っていくか
のような驚きの現象が切り取られている。
　劇中では生還のためのキーワードとされ、タイトルにも
なっている「TENET」は、前から読んでも後ろから読んで
も同じ意味になり、物語に隠された謎を暗示しているかの
ようだ。
　「ダークナイト」シリーズをはじめ、「インセプション」

「ダンケルク」と話題作を放ち続けるノーラン監督が、「イ
ンターステラー」（2004）以来となるオリジナル脚本で描
くサスペンス・アクション
全米公開は 7 月 17 日。

Spor ts

PGA TOUR
PGA プロゴルフのツアー
2019-2020 シーズンです。

 ■ 7 月 2 日 -15 日 
 Rocket Mortgage Classic 
 Detroit Golf Club, Detroit, MI

 ■ 7 月 9 日 -12 日 
 John Deere Classic 
 TPC Deere Run, Silvis, IL 

 ■ 7 月 16 日 -19 日 
 Barbasol Championship 
 Keene Trace Golf Club, Nicholasville, KY 

 ■ 7 月 16 日 -19 日 
 the Memorial Tournament presented by Nationwide 
 Muirfield Village GC, Dublin, OH

 ■ 7 月 23 日 -26 日 
 3M Open 
 TPC Twin Cities, Blaine, MN

 ■ 7 月 30 日 -8 月 2 日 
 World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational 
 TPC Southwind, Memphis, TN

 ■ 7 月 30 日 -8 月 2 日 
 Barracuda Championship 
 Tahoe Mt. Club (Old Greenwood), Truckee, CA

 ■ 7 月 30 日 -8 月 2 日 
 Olympic Men's Golf Competition 
 Kasumigaseki Country Club, Saitama, JPN

 ■ 8 月 6 日 -9 日 
 PGA Championship

 ■ TPC Harding Park, San Francisco, CA

Atlanta Braves

アトランタブレーブス
ホームゲームのみの案内です。

 ■ 7 月 03 日から　エンジェルス 3 連戦
 ■ 7 月 06 日から　パイレーツ 4 連戦
 ■ 7 月 10 日から　カブス 3 連戦
 ■ 7 月 27 日から　レッズ 4 連戦
 ■ 7 月 31 日から　ナショナルズ 3 連戦
 ■ 8 月 14 日から　マリーンズ 3 連戦

Music

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

 ■ 7 月 16 日 The Weekend
 ■ 7 月 29 日 Harry Styles
 ■ 7 月 31 日 Harry Styles
 ■ 10 月 02 日 Dan + Shay
 ■ 10 月 30 日 Enrique Iglesias & Ricky Martin

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
 ■ 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

 ■ 8 月 28 日 Marshmello
 ■ 9 月 09 日 5 seconds of Summer

Chastain Park Amphitheatre 
4469 Stella Drive Atlanta, GA 30327
☎ 404-233-2227 
www.classicchastain.com

 ● バックヘッドの北にある野外劇場で毎年開催され
る往年のスター達の野外コンサート案内です。

 ■ 8 月 16 日 ( 日 )　John Legend
 ■ 8 月 22 日 ( 土 )　Yacht Rock Revival
 ■ 9 月 05 日 ( 土）　Lionel Richie
 ■ 9 月 18 日 ( 金）　The Australian Pink Floyd Show 

まだまだあります。

Ameris Bank Amphitheatre
2200 Encore Parkway,  Alpharetta,  GA  30009
☎ 404-733-5010
www.vzwamp.com

 ■ 8 月 01 日 ( 土）　KIDZ BOP Live 2020 Tour
 ■ 8 月 13 日 ( 木）　Daryl Hall & John Oates
 ■ 8 月 22 日 ( 土）　Rod Stewart with  

   special guest Cheap Trick
 ■ 8 月 25 日 ( 火）　Rock 100.5 Presents  

   Korn & Faith No More

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。

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

7 月 04 日 アメリカ独立記念日 (Independence Day)
7 月 07 日 七夕
7 月 15 日 中元
7 月 20 日 月面着陸の日

7 月 04 日は独立記念日
　1776 年のこの日、英国からの自由と独立を宣言し、アメリ
カ合衆国が誕生した。
　また、1584 年にイギリスの探検家ウォルター・ローリーが、
北米開拓の為にヴァージニア州に上陸したのもこの日だった。7

2020

JULY

7 月のカレンダー



35ANIS ATLANTA - July 2020

 ● Broadway Across America
www.broadwayacrossamerica.com

 ■

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

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

7 月 07 日は七夕
　旧暦の 7 月 15 日の夜に戻って来る祖先の霊に着せる衣服を
機織して棚に置いておく習慣があり、棚に機で織った衣服を備
えることから「棚機」という言葉が生まれた。
　その後仏教が伝来すると、7 月 15 日は仏教上の行事「盂蘭
盆 ( 盆 )」となり、棚機は盆の準備をする日ということになっ
て 7 月 7 日に繰り上げられた。
　これに中国から伝わった織女・牽牛の伝説が結び附けられ、
天の川を隔てた織姫 ( 織女星、こと座のベガ ) と彦星 ( 牽牛星、
わし座のアルタイル ) が年に一度の再会を許される日とされ
た。

7 月 15 日は中元
　半年生存の無事を祝い、祖先の霊を供養する日。元々は正月
15 日の上元、7 月 15 日を中元、10 月 15 日の下元をあわせて「三
元」とする道教の習慣で、中国仏教ではこの日に祖霊を供養す
る「盂蘭盆会」を行った。日本では江戸時代から商い先やお世
話になった人等に贈り物をするようになった。

7 月 20 日は月面着陸の日
　1969 年のこの日、アポロ 11 号が月面の「静かの海」に着
陸し、人類が初めて月面に降り立った。アームストロング船長
は「この一歩は小さいが、人類にとっては大きな飛躍である」
とのメッセージを地球に送った。
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　フルコンタクト系のカラテ道場は基本的にミットを叩い
て、組手（スパーリング）をしていれば、なんとなくクラ
スが成立してしまうので、そういうことを中心にやってい
た一部の先生たちはこの時期は大変だろうなと思う。
　私の場合、幸いなことに師匠が良かったものだから、一
つの技を掘り下げて行き、そこから技を広げていくという
指導法を叩きこまれているのでミット打ちや組手のない
ZOOM クラスでも十分対応できた。

　ZOOM クラスでは組手ができない分をやらずに基本の動
きを反復稽古をやったものだから、ほとんどの生徒は前よ
りフォームが良くなっている。
　ウチの道場に来る連中はＳ気質なのかＭ気質なのかわか
らないが、とにかく組手をしたがる。私も嫌いじゃないの
で（実は大好き）「キミらがそういうのなら」と受けて立っ
てしまい、大切な基本の動きを身体にしみ込ませる地味な
反復稽古をしないで楽しい組手に逃げてしまうことがよく
あったので、組手なしの反復稽古ができる ZOOM クラスは
まさに不幸中の幸いだった。

　そんな中で 5 月の最後の週から道場を再開した。道場を
開けても、他人の汗や唾液に触れてしまうような超濃厚接
触的な稽古はご法度なので、反復稽古で技の質を高めてい
くことのみ。基本的に ZOOM でやっていたことを道場で生
徒を前にやるだけなのだが、やはり生身の人間が目の前に
いると私のテンションも上がりやすい。
　基本的に ZOOM での参加者には「気合は周りに迷惑にな
るから無理して声出さなくてもいいからね」と言っている
のだが、やはり気分が乗ってくると家にいても自然と気合
が入ってくる。

　中でもすごいのがウチの最年少メンバーの 6 月に 5 歳に
なったばかりのユウト。道場で ZOOM クラスをしている時
でも彼の「ヤー、ヤー」という気合は道場にいる生徒にも
聞こえてきて道場のムードを和ませてくれる。
　以前から後ろ蹴りが好きなようでコマのようにクルクル
回っているが、ZOOM クラスで一段と蹴りはシャープさを
増し、一緒にやっているお父さんも彼の蹴りがまともに当
たると「イタタタタ…」とうずくまることになるので 5 歳
児だからと言って油断は禁物である。

　アドバンスのクラスでは普段なかなか時間を取れない上
級者用の型をばっちり稽古する。自分自身もしばらくやっ
ていない型なので、道場には稽古開始の 1 時間前に入り一
人で型をさらい、腕立てで腕、胸をパンプアップさせて気
持ちを盛り上げて稽古に備える。
　といっても道場に来る人数はまだ４，５人なのだが、参加
人数が少なくても多くても同じテンションでやるのが私流。
全て自分のための稽古だと思ってやれば無駄にはならない。

　数少ない少年部の生徒である
ジェイコブも道場稽古に復帰して
きたし 7 月になったら道場に来
るといっているメンバーも多いの
で、7 月は道場再開のセカンドス
テージに突入である。
　気候も暑くなって汗をかきやす
くなるので稽古後のビールを旨く
するためにはどうしやって汗をか
くか？を基本にクラスの内容を考
える今日この頃である。押忍

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
道場再始動

格闘家の戯言◎高橋督



37ANIS ATLANTA - July 2020

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

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。

コンシェルジュ サービス
お手伝いしていただける仲間、家庭教師
等を募集しています。詳細 :support@atl-
concierge.com までお問合せください。

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

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

オフィス事務スタッフ募集
車のローンを取り扱っている会社で、主に
エクセルを使ってのデータ入力、書類整
理等の事務ができる人を募集しています。
会 社 名：Region One Finance　 場 所：
Doraville 詳しくは 770-597-0290 真木まで

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

横浜 Yokohama　Draville
フルタイムホールサーバー募集。英語必
須。詳細はリーまで。678-580-3455

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

HIRO RAMEN & TEA BAR
 Decatur エリアに 10 月 OPEN 予定
ラーメンキッチンシェフ & サーバー募集
し て い ま す。 詳 細 は 678-206-1701 又 は
678-206-1742 三浦まで
TEA BAR マネージャー ( 経験者 ) 募集。
詳細は 404-229-7475 Jack まで

中藤レストラン スタッフ募集
日英バイリンガルのサーバー（経験二年
以上）とフロント（未経験可）を募集。
ベネフィット・能力給あり。要労働ビザ。
詳細 Noriko まで noriko@nakatorestauran

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

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

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

SushiI Avenue Snellville
寿司ヘルパーとキッチンヘルパーを募集
しています。お問合せは☎ 770-985-1800 

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。

SUSHI GO グリーンビル SC
Greenville,SC のダウンタウンで寿司シェ
フ or キッチンシェフを募集しています。
詳細はメールにて sushigousa@gmail.com

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。 ☎ 407-363-7200

教　　授
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

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, Inc. (formerly Nishimoto Trading Co., Ltd.)  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

© ANIS ATLANTA 2020
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
は一切責任を負いかねます。

All rights reserved. No part of this publication may be 
reproduced in any form without permission from ANIS 
ATLANTA. Advertisements published in ANIS ATLANTA do 
not necessarily represent the views of the publisher. The 
publisher is not liable for errors or omissions.

Published by Anis USA, LLC

4514 Chamblee Dunwoody Rd, 

Suite 249

Atlanta, GA 30338 

Phone :  404-510-8534  

E-mail :  infojp@anisatlanta.com 

Web : http://www.anisatlanta.com

Publisher : Miyuki Morooka 
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次回 2020 年 8 月号は
8 月 5 日ごろ配布予定

編集後記

　早いものでもう 7 月、今年は天候が不順で、雨かと思っ
たら晴れたり、蒸し暑いと思ったら涼しくなったり。でも
雨のあがった後の青空は、本格的な夏が直ぐそこに来てい
ることを感じさせます。

　コロナウイルス流行のためにイチゴ狩りも禁止となった
ため、そのイチゴが市場に出荷されることになり、激安の
イチゴがスーパーにどっさりと並んでいたのが印象的でし
た。またそれとは正反対にお肉は倍以上の金額に跳ね上が
り、いままでかつてない状態に唖然…、しばらくはお魚と
野菜だけ食べときましょと売り場を後にしました。

　新型コロナウイルスの感染拡大はあらゆる人々の生活を
劇的に変化させ続けいています。拡大防止や新しい生活様
式に対応することのみならず、社会や経済への不満、変革
要求、民衆の怒り、世界中が揺れています。

　生活変化の中で私たちに大きく覆い被さるストレス、そ
して心の中の不安感があらゆるところに作用しているよう
に感じます。すべての感情がどうしてもネガティブな状態
に傾いていくように感じるのは私だけでしょうか？

　不安や不自由なく日常生活に戻るのに必要なものは、ワ
クチンが開発され、利用可能になることしかないのでしょ
う。前向きな気持ちで、がんばり過ぎず、少しでも安心・
快適に過ごせるように工夫していきたいですね。
　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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