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偉人の名言

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

アメリカの実業家、エンジニアでもある
名前：イーロン・リーヴ・マスク
国:

南アフリカ プレトリア

生:

1971 年 6 月 28 日

イーロン・リーヴ・マスクは、南アフリカ共和国・プレトリ
ア出身のアメリカの実業家、エンジニアである。宇宙関連を経
営としたスペース X 社の共同設立者および CEO、テスラの共同
設立者および CEO、テスラの子会社であるソーラーシティの会
長を務める。
1999 年に「X.com」を設立し、
電子決済サービスを開発。ネッ
ト決済の仕組みを大きく変えた。X.com は「ペイパル」へと社
名を変え、2002 年に売却。
その資金で立ち上げたのが、
宇宙開発事業を展開する「スペー
ス X」と電気自動車の製造販売会社「テスラ」だ。2006 年に
は太陽光発電会社「ソーラーシティ」を設立し、2019 年時点
での総資産は約 236 億ドルにのぼる。
イーロンを育てた母親の名は、メイ・マスク。栄養士とモデ
ルとしてのキャリアを持つ。
70 代になった今も現役モデルを貫き、2017 年にはスワロフ
スキーのクリスマス広告キャンペーンのモデルに起用された。
母親がフルタイムで働く姿を見てきたメイは、自身も勤勉に働
いた。息子・イーロンは、シングルマザーだった彼女の栄養士
の仕事を幼い頃から手伝っていた。
メイは、イーロンの宿題については自己責任としてチェック
はしていなかった。進路に責任を持たせるため、進学先の大学
も本人の意思に任せたという。ハードワーカーとしても知られ
るイーロンの仕事と向き合い方は、母親の教育方針も影響して
いるのだろう。
ペンシルバニア大学では経済学と物理学の学士号を取得して
おり、在学中からインターネットや宇宙への関心は高かったと
いう。その後 95 年にスタンフォード大学院に入学するが、わ
ずか 2 日で退学した。

人々が良い仕事をできるのは、ゴールがどんなもので、なぜゴー
ルに到達すべきなのか理解している時です。
People work better when they know what the goal is and why.
あなたにとって十分に重要なことなら、成功する確率が低くて
もやってみるべきです。
If something is important enough, even if the odds are against
you, you should still do it.
大学生だったこと、世界を変えることに携わりたいと思ってい
ました。そして、今も。
When I was in college, I wanted to be involved in things that
would change the world. Now I am.
変わろうとしない人もいます。しかし、もし変わらなかった時
にひどいことになる。
Some people don’t like change, but you need to embrace
change if the alternative is disaster.
我慢強さは非常に重要です。あなたが諦めることを強いられな
い限り、諦めるべきではないのだから。
Persistence is very important. You should not give up unless
you are forced to give up.
MBA 資格者を雇うことはできれば避けるべきです。MBA のプ
ログラムは会社の作り方は教えてくれませんから。
As much as possible, avoid hiring MBAs. MBA programs don’t
teach people how to create companies.

Eri

HAIR STUDIO

日本とニューヨークでの美容師経験。お客様の大切な
髪のために日本製プロダクトを使用しています
●デジタルパーマ
●酸性縮毛矯正（日本製薬剤

$150 ~
$150 ~

着物着付けヘアセット・ブライダル出張承ります
またお写真だけでもご相談ください
ご予約はエリまでテキストまたは LINE でお願いします

770.310.5515

Salon Scissor Hands 内

2570 Pleasant Hill Rd #105 Duluth GA 30096
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ニュースダイジェスト

ニュースダイジェスト

要がある。私たちも米国の一部なのだから」と強調した。
。

米アトランタ市長が演説

コロナ、２年内の収束期待

新型コロナウイルスの感染が拡大するなかで、保健当局者は
当米ジョージア州アトランタのボトムズ市長は民主党全国大会
の最終日となった２０日、公民権人権ナショナルセンターから
演説した。公民権運動の指導者と、最近の反人種差別デモを主
導する若者らを結びつけつつ、直接行動だけでなく投票も重要
だと訴えた。

世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス・アダノム事務局長は 8
月 21 日、パンデミック（世界的な大流行）となった新型コロ
ナウイルスに触れ、「今後の２年内」に収束することを期待し
ているとの見解を示した。
記者会見で、感染拡大が 1918 年から約２年間続いたスペイ
ン風邪と比べ、新型コロナの制御にはより容易な側面と同時に、
より難しい部分もあると指摘。

ボトムズ氏は演説で、
「公民権運動の偉人と同じように違い
を生み出すのは無理だと考えてしまいがちだが、この運動では
あらゆる人が重要な役割を果たした」と言及。
「彼らも米国を
変えたのだから、私たちにもできる。バトンは私たち一人ひと
りに託されている」と訴えた。
米ミネソタ州では５月、黒人男性のジョージ・フロイドさん
が警察に殺害される事件が発生。今なお人種的不正義に抗議す
るデモが続く。
今秋の大統領選に向けた副大統領候補選びでは 11 人の女性
が対象となり、ボトムズ氏もバイデン前副大統領と面談した。
今回の演説では、
「正義の実現を叫んだり、街頭に集まって変
化を求めたり」する動きに言及しつつも、変化を起こすうえで
重要なのは１１月に投票することだと訴えた。
その例として、投票権を擁護した公民権運動の象徴、故ジョ
ン・ルイス下院議員らに言及。気さくに人々と交流したルイス
氏は「一般人からかけ離れた象徴的存在としてではなく、神を
おそれる一人として、いまだ果たされない約束を実現するため
に、自分にできることをした」と振り返った。
そのうえで「ルイス議員の声が封じられることない。私たち
の声も同様だ」
「別の時代、別の場所に別の英雄が登場するの
を待つことはできない。私たち自身がこの世代の英雄になる必

世界がより密接に結び付いている現状から新型コロナの感染
は今後も広まる可能性があるとしながらも、それを止めるため
の技術や知見もあると主張。「グローバル化、距離の近さや密
接な結び付きが難点だが、より良い技術を保持している利点が
ある」と続けた。
ＷＨＯの緊急対応責任者のマイク・ライアン氏もスペイン風
邪に言及し、大半の感染者を出した３つの波があり、その後に
多分、季節的なインフルエンザになったと述べた。
パンデミックを引き起こすウイルスは大抵の場合、時間をか
けて季節的なものになるとしたが、新型コロナはスペイン風邪
と似た波のような動きは見せていないとも説明。休止状態も呈
する波の出没は見られず、厳しい対策で封じ込めが可能な一方、
感染が急速にぶりかえす状態ともなっていると分析した。

ミシンの需要が急増、当局のマスク着用呼び掛けで
新型コロナウイルスの感染が拡大し、さまざまな商品が品薄
となっているが、その中にはミシンも含まれている。
自宅待機を求められている人たちが暇つぶしのためにミシン
による裁縫といった昔ながらの手作業に目を向けていることも

住宅 “売買∙ 賃貸∙ 投資” は信頼と実績 の

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

Tel. 770-851-7030
Email: htparis@gmail.com
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あるが、新型コロナウイルスの感染拡大によってマスクの必要
性が高まっていることもミシン需要の急増の一因といえそう
だ。
ミシンなどを手掛けるタコニー・コーポレーションのマーケ
ティング部門の副社長ジェフ・フラー氏によれば、ミシンに対
する需要は４月、米疾病対策センター（CDC）が全ての人に対
してマスクの着用を促した直後に急増した。フラー氏は「新し
いガイドラインが発表されたのは金曜日だったが、月曜日まで
に、これまでで最高のミシン需要の急増を目の当たりにした」
と語った。
４月の需要は 5 倍から 8 倍に急増した。ここ数カ月は落ち
着いてきているが、入門機から高級品まですべての種類のミシ
ンについて需要は堅調だという。
フラー氏によれば入門機の価格は 1000 ドル以下で、店頭に
並ぶと同時に売れて、取り寄せ注文が入り、一部は消化しきれ
ていないという。
ミシンの発注から配送まで通常は 12 週間程度かかるという。
米国で売られているミシンは中国や日本、台湾、ベトナムなど
から輸入されている。タコニーの顧客も一部の低価格モデルに
ついて１カ月から３カ月の遅れが出ているという。

ラシーボ（偽薬）を比較した研究では他の比較研究と同様の結
論は導けなかったため、さらなる調査が必要だとしている。こ
れまでの研究でも、はちみつはバクテリアなどを殺菌する力が
あることが示されている。

新型コロナの回復期血漿療法、米 FDA が緊急使用許可
米食品医薬品局（FDA）は 8 月 23 日、新型コロナウイルス
感染症患者の回復期血漿（けっしょう）を使った治療法に関す
る緊急使用許可を発表した。同治療法について判明している潜
在的メリットの方が、潜在的リスクを上回るとしている。
FDA によると、これまでに７万人以上の患者が、新型コロナ
ウイルス感染症から回復した人の血液を利用した血漿治療を受
けてきた。

はちみつ、咳や風邪の治療に市販薬よりも有効か
せきや風邪の治療には市販薬よりも、はちみつのほうが有効
である可能性があることがわかった。英オックスフォード大学
の研究結果が発表された。研究によれば、はちみつは風邪やイ
ンフルエンザに似たような症状の緩和について通常の市販薬よ
りも効果があり、より安全で安価ですぐに入手が可能な抗生物
質の代替品となる可能性があるという。
研究者は医師に対して抗生物質を処方するよりも、はちみつ
を薦めることを検討するよう求めている。抗生物質は使いすぎ
ると副作用や抗生物質に対する耐性につながる可能性がある。
はちみつは長い間、せきに対する民間療法として利用されて
きた。しかし、通常の病気の治療に関する効果について重点的
な調査は行われてこなかった。
オックスフォード大学の研究者は、上気道感染症の症状がは
ちみつに対してどのように反応するかに関する既存の証拠を分
析した。はちみつは上気道感染症の症状の改善に関して通常の
治療よりも効果が高かったという。
調査では 14 件の研究結果についてまとめた。このうち９件
は子どもだけが対象だった。大部分の研究で、市販薬のような
従来からある治療と比較が行われていた。ただ、はちみつとプ

ホワイトハウスで記者会見したトランプ大統領は、
「チャイ
ナウイルスとの闘いにおいて真に歴史的な発表を行う。これで
無数の命が救われる」「本日の行動は、この治療法の利用を劇
的に増大させる」と強調した。
FDA は３月末の時点で、研究者が回復期の患者の血漿を使っ
た試験的な治療をできるようにしており、既に新型コロナウイ
ルス患者６万人以上に対してこの治療法が使われている。
しかし、ドナーを必要とする血漿の供給量は限られている。
一部では有望な兆候が見られるものの、無作為の臨床試験に関
するデータは存在せず、まだ進行中の臨床試験もある。
米紙ニューヨーク・タイムズが複数の政府高官の話として
19 日に伝えたところによると、FDA の緊急使用許可に対して
は、米国立衛生研究所（NIH）の当局者が介入して待ったをか
けていた。NIH のコリンズ所長や、米国立アレルギー感染症研
究所のファウチ所長などは、この治療法に関して浮上したデー
タはあまりにも弱すぎると指摘していた。
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腹が凹む！ ｢ コロナ太り解消 ｣ 簡単な運動 3 秘訣
「内臓脂肪」も「ストレス」も溜まる「コロナ太り」
内科、循環器科の専門医として、数多くの患者と日々接して
いる医学博士の池谷敏郎氏。血管、心臓などの循環器系のエキ
スパートとしてテレビにも
多数出演しているが、過去
15 キロ以上の減量に成功し、
57 歳でも体脂肪率 10.6％を
誇ることはあまり知られて
いない。
その減量メソッドを全公
開した著書『50 歳を過ぎて
も体脂肪率 10％の名医が教
える内臓脂肪を落とす最強
メソッド』が 13 万部のベス
トセラーになっており、日テ
レ系列『世界一受けたい授
業』にも出演した池谷氏が、
医師が推薦する超簡単な運
動について解説する。

毎日の入浴タイム、そのままではもったいない！
運動をする時間はなかなかつくれなくても、誰でもお風呂に
は入りますよね。もしその「入浴タイム」を利用して「内臓脂
肪」を減らすことができたらどうでしょうか。ジムに行く手間
が省け、時間も節約できて「お腹を凹ませる」ことができたら、
こんなにいいことはありません。
「ぽっこりお腹を引っ込めるには運動がいちばん！」と思って
はいるものの、
「疲れている」
「ジムに行くのは億劫」などの理
由から、なかなか一歩踏み出せない人も多いかと思います。
暑さが増していくこの時期はとくに、
「汗をかくのは不快」「着
替えや準備が面倒」などという理由も重なって、ますます運動
とは縁遠くなりがちです。さらに、朝早くから夜遅くまで仕事
をしているビジネスパーソンにとっては、時間の確保も厳しい
もの。
そんな人におすすめしたいのが、私も実践している「お腹が
凹む入浴法」です。シャワーも入浴も「上手に入る」ことで、まっ
たく何もしないよりも「お腹を凹ませる効果」が期待できる、
そういう入浴法があるのです。
入浴タイムを活用するメリットは、
「時間の節約」はもちろん、
直前に軽く運動をして汗ばんでも、
「直後に入浴できるので、汗
も流せてさっぱりし、さわやかな気分へと切り替えることがで
きる」ことも大きいと思います。
では、
私がおすすめする 3 つのお腹が凹む
「入浴タイム活用法」
を紹介します。

「深部体温」を上げて「良質な睡眠」をとることが大切
まず 1 つめ、
「ゆっくり湯船につかる派」におすすめしたい
のが、「湯船で『自転車こぎ体操』
」です。
【1】湯船でできる「自転車こぎ体操」
眠りの質を高めるためには、ひとたび「深部体温」を上げて
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から、入眠後に下がるようにすることが大切です。したがって、
就寝前に入浴することは良質な入眠のために役立つのです。た
だし、じっと湯船に入っているだけではちょっともったいない。
湯船の中で「自転車こぎ体操」を行うと、深部体温を上げるこ
とに役立つとともに入浴がちょっとしたトレーニングタイムに
変わり、ダイエット効果も期待できます。
お風呂の中では、浮力とともに適度な水圧がかかるので、膝
関節に過度の負担をかけずに、エネルギー消費量をアップさせ
ることができます。下半身には全身の 6 ～ 7 割の筋肉が集中し
ていますから、下肢を動かすことは「効率のいい運動」なのです。
コツは、思い切りよく、バシャバシャやること。ただし、自
分のペースにあわせて無理のない範囲で行ってください。のぼ
せやすい人、高血圧の人は負担が大きいので行わないでくださ
い。
【「自転車こぎ体操」のやり方】
① 湯船につかったら、両手をお風呂のフチにのせるか、フチを
つかんで体を安定させる。
② 背筋を伸ばして、自転車をこぐように足を片方ずつ動かす。
③ 1 分間続けたら 30 秒休む。これを 3 セット続ける。

「シャワーの前の運動」で、
「深部体温」を上げる
湯船に入らずに、シャワーだけですませる人も多いと思います。
2 つめは、そんな「シャワー派」の人でもできる活用法です。
【2】「ゾンビ体操 + シャワー」で深部体温を高める
ダイエットには「良質な睡眠」が重要だということをご存じ
でしょうか？不十分な睡眠は、満腹中枢や摂食中枢といった食
欲に関わるコントロールを悪くして、過食傾向になりやすいの
です。
そのためには、
「深部体温」を高くしておくことが必要です。
高まった深部体温が、就寝後にゆっくりと低下する過程で、眠
りが深まるからです。入浴時に湯船につかれば、深部体温を上
げることができます。しかし、
「シャワー派」の人は湯船に入ら
ないので、十分に「深部体温」を高めることができません。そ
こで、シャワーの前に「軽く運動する」ことをおすすめします。
運動によって体温が上昇し、血流がよくなります。この状態
からシャワーを浴びれば、ゆっくり湯船につかったときと同じ
ように全身が温まり、
「深部体温」を高めることができます。
軽い運動でおすすめなのが、私が編み出した「ゾンビ体操」
です。シャワー派の人はぜひ、
「ゾンビ体操」をしたあとにシャ
ワーを浴びてください。
【池谷式「ゾンビ体操」
】
（入浴前に 1 セットが目安）
① その場ジョギング＋イヤイヤ運動を 1 分間
• お腹を凹ませるように力を入れ、背筋を伸ばして胸を張っ
て立つ。肩・腕・手の力を抜く
• 両腕を思い切り上げてから、力を抜いて下ろし、両腕をダ
ランと垂らす。背中を丸めないように注意する
• 姿勢を保ったまま、その場でジョギングする。足の痛みが
ある人や筋力の低下している人は小刻みに足踏みする程度
でも OK
• 下半身の運動に合わせて両肩の動きを大げさにして、子ど
もがイヤイヤをするように両腕をブラブラとゆれるがまま
にする

※①（1 分間）+ ②（30 秒間）を 3 回繰り返して 1 セットとする。
【3】入浴後に「1 杯の氷水」を飲む
お風呂上がりは汗をかき、水分が失われています。そのため、
入浴後の水分補給は大切ですが、できれば「氷水での補給」が
おすすめです。
「せっかく体が温まった状態なのに、体を冷やすのでは？」と
思われるかもしれませんが、ダイエットのためには「冷たい水」
がいいのです。
ご存じのように人間には体温があるため、冷たい水を飲むと
その分だけ「体温を上げよう」としてエネルギーを使います。
例えば、冷たい水と、ある程度温かい水とでは、お湯を沸かす
ときに必要なエネルギー量が違います。それと同じようなこと
が体内でも起きるのです。
このエネルギーは体内の糖分や脂肪を燃やしてつくるので、
それだけ代謝がアップします。ですから入浴後や運動のあとに
は、
「冷たい水」がおすすめなのです。微々たるものですが、
「チ
リも積もれば山」となります！
ただし、冷水を大量に一気飲みすると血圧が上昇したり、胃
腸に負担がかかったりすることがありますので、少量ずつゆっ
くり飲むようにしましょう。

多忙なビジネスパーソンこそ「入浴タイム」でやせる！

② その場ウォーキングを 30 秒間
• ①をやめて、両足と両腕を大きく動かしながらその場でゆっ
くりウォーキングする

入浴タイムは、のんびり湯船につかったり、音楽を聴いたり、
読書をしたりなど、さまざまな過ごし方があると思います。あ
るいは、時間をかけずにシャワーだけで簡単にすませる人もい
るでしょう。
時間のかけ方が異なっても、
「入浴タイム」を有効に使って「内
臓脂肪」を落とすというのは、忙しいビジネスパーソンのみな
さんにとっては、とても効率がいい方法ではないでしょうか。
毎日の習慣を有効利用して「内臓脂肪」を落とせば、
「見た目」
が若返るだけでなく、何より「健康」な体に近づいていけるの
です。
無理に激しい運動をしなくても、正しい食生活とともに毎日
の生活習慣に「ちょっとした工夫」を取り入れることで、
「お腹
を凹ませる」ことは十分できる、私は実体験からそう確信して
います。
東洋経済より抜粋しました。
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ハーブ栽培を楽しむ暮らし

ハーブ栽培を楽しむ暮らし
自宅で育てた新鮮なハーブを毎日楽しむことができたら、
生活の質がグッと上がると思いませんか？
ハーブの栽培は「ハードルが高い」と感じる人が多いかもしれませんが、
ハーブは家庭菜園の初心者でも育てやすい植物です。
今回は、初心者にもおすすめの育てやすいハーブの種類から
活用法までご紹介します。
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初心者におすすめ！ ハーブを育てるメリットと
育て方のポイントについて
ハーブとは？

ハーブにはどんな種類がある？

ハーブとは、日々の生活に役立つ香り
のある植物の総称で、それぞれの植物に
よって、葉や茎、つぼみ、花、根などが
使われます。
また、ペッパーやターメリック、シナ
モンなどの「スパイス」と呼ばれるもの
がありますね。
「ハーブとスパイスって
何が違うの？」という質問もよく受けま
すが、実は、ハーブとスパイスの区分や
定義は、国や専門家によってさまざまで、
決まりはありません。ハーブとは、生活
に役立つ香りのある植物の総称ですので、
ハーブの中にスパイスも含まれるという
考えもありますし、ハーブは花・茎・葉で、
スパイスは種子・根・実と、使用する部
分で分けて考える場合もあるようです。

ハーブには、１万を超える種類があり
ます。
代表的なハーブには、ミント、バジル、
ラベンダー、ローズマリー、パセリ、マジョ
ラム、パクチー、ローズゼラニウム、セー
ジ、レモングラスなどがあります。また、
ドクダミやシソ、ショウガやワサビなど、
日本人に馴染み深い植物もじつは立派な
ハーブなんですよ。
そして、それら一つひとつが、抗菌作用・
発汗作用・利尿作用など身体に有効な異
なる成分を持っているのが、ハーブの特
徴。
「料理」
「薬用」
「園芸」
「クラフト」
「お
茶」
「健康」など、さまざまな用途に使用
されます。このハーブの持つメリットを、
日々の暮らしの中でうまく利用できると、
生活の豊かさにもつながりそうですね。

ハーブを育てるメリット
ハーブは育てたら使える！ という点が最大のメリット。わざわざ買うのではなく、栽培しておけば使いたいときに、使う分だけ収
穫できます。また、ハーブは病害虫に強い種類が多いため、農薬を使用しなくても栽培可能。飲んだり食べたりと口にする機会も
多いハーブですから、安心安全に使用できるのも自家栽培の嬉しいポイントです。

料理の幅が広がる

採れたてならではの風味がある

虫除け効果があるってホント？

ハーブは、和食に使われる薬味と同じ
ように、日々の料理に少し加えることで、
味を引き締めてくれます。例えば、お肉
を焼くときに、生のローズマリーやタイ
ムを１枝加えるだけで、いつもと違う味
と香りが楽しめて、料理上手になった気
がしてしまうくらいです。
お料理に向いているハーブは、
ローズマリー、タイム、セージ
など。まずは１種類から試してみ
て、慣れてきたら、ローズマリー＋
タイムや、ローズマリー＋セージ
というように複数のハーブを組み合わせ、
ブレンドしてみるのもおすすめ。ブレン
ドとなると、相性が気になるところです
が、ローズマリー、タイム、セージは、
同じシソ科の植物で、
相性も抜群。
じつは、
ハーブは組み合わせることによって、お
互いの角が取れてマイルドに感じる作用
があるんですよ。お料理のアレンジの幅
が広がり、レシピの選択肢も増えますね。

そんなハーブを庭の一角で育てておく
と、必要なときにすぐに使えて、とても
便利。
じつは、ハーブのもつ特有の香り
は、空気に触れると揮発して、だん
だん消えていってしまうんです。こ
の香りはハーブにとって「命」。摘み
取ったらすぐ使うことで、格別な風
味を楽しむことができますよ。スー
パーなどで売られている乾燥ハーブ
は、長期保存をするための工夫です。
お庭で育てたハーブは、わざわざ乾
燥させてから使う必要はありませんので、
フレッシュのまま活用するのがおすすめ
です。
この格別な香りは、ハーブのおいしさ
を左右するポイントにも。これを味わえ
るのは、自分で育てた人の特権！ 日当
たりのいい場所と、ちょっとしたコツが
あれば育てられるので、ぜひチャレンジ
してみてくださいね。

多くのハーブには、虫が嫌う「昆虫忌
避作用」があります。これは虫が嫌いな
香りを発して、植物自身が自分を守るた
めの手段です。そのため、ペパーミント
やバジル、レモングラス、ローズマリー、
ラベンダー、ゼラニウムなどは、栽培し
ていても虫が付きにくい丈夫なハーブと
いえます。
「玄関や庭にハーブを植えると、ゴ
キブリや蚊などの虫を寄せ付けないっ
てホント？」と聞かれることがありま
すが、植えてあるだけで虫が室内に入
るのを防ぐことは、残念ながらできま
せん。葉や茎・花などに含まれる芳香
カプセルがはじけた時に、香りが届く
システムなので、植物自体に虫がつか
ないようにすることはできますが、人
間が虫除け作用を利用したいのであれば、
このカプセルに触れないといけません。
というわけで、葉や花をこすってカプ
セルを弾けさせていれば、虫除け作用も
期待できますが、植えてあるだけではそ
れほど効果は感じられないと思います。
ANIS ATLANTA - September 2020
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ハーブを育てる上での注意点
寄せ植えをしない方がうまく育つ？

環境に合ったハーブを選択する

寄せ植えとは、１つの器に何種類かの
植物を混植すること。さまざまなハーブ
を寄せ植えすることで、見た目が華やか
になります。
上級者の方は、いろいろなハーブを１
つにまとめて楽しんでみてください。一
方、初心者の方は、１つの鉢に１種類の
ハーブを植えて育てることからスタート
するのがおすすめ。ハーブにはさまざま
な種類がある故に、育て方も多種多様。
それぞれに適した土や環境が違うため、
はじめのうちは単独で植えるほうがよく
育つでしょう。
慣れてきたら、原産地や、シソ・アブ
ラナなどの「科」で分ける、好きな環境
が似ているもの同士を合わせるなどして
いくと、育てやすい寄せ植えができます。
ハーブだけでなく、一年草や多年草など、
お花の楽しめる苗と一緒に植えてもＯＫ
です！

アトランタの気候は、冬と夏とでは温
度差があり、降水量も多く、高温多湿で
ある点にも注意が必要です。つまり、住
んでいる場所によって、育ちやすいハー
ブ・育ちにくいハーブがあります。
例として、レモングラスは東南アジア
原産なので、湿度や暑さに強く、温暖な
地域では育ちやすいです。
反対に、ラベンダーは乾燥した地中海
沿岸が原産地。過湿に弱く、長雨は苦手
なので、栽培の際には気を付ける必要が
あります。
というわけで、住んでいる土地の温度
や気候に合ったハーブを選べば、失敗も
ぐんと減るはずです。「欲しい」という気
持ちだけで選ぶのではなく、欲しいハー
ブは、自分の住まいに合っているかどう
か、一度チェックをしてみてくださいね。

寄せ植えは組み合わせが肝心！
ローズマリーと相性が良いのは？

ラベンダーの特徴と基本情報

複数の植物を同じ鉢で育てる寄せ植え
は、使う土の種類や水やりのタイミング、
置き場所などが必然的に一緒になります
ので、ため、生育環境が同じような植物
同士を組み合わせることが大変重要です。
具体的には、下記のことを考慮するとよ
いでしょう。
・乾燥に強いか湿気に強いか
・日向と日陰どちらを好むか
・肥沃と痩せた土どちらを好むか
・暑さや寒さには強いのか
ローズマリーでいえば、もともと地中
海の痩せた乾燥地に自生している植物の
ため、水はけのよい用土で乾燥気味に育
てることがポイントとなります。
これと同じような特徴を持つ植物とし
て、ラベンダーやセージ、ゼラニウム、
タイムなどがあげられ、これらと組み合
わせることで同じ鉢の中でも上手に育て
ることができます。
また、料理用なのか、観賞用なのかと
いった用途を合わせることも相性を判断
するひとつの決め手となるでしょう。
ローズマリーはキッチンハーブとして
も使えるため、料理やハーブティーに使
えるものを組み合わせることで、より実
用的で相性のよい寄せ植えになるといえ
ます。

ラベンダーはローズマリーと同じ植生
を持つ植物で、ガーデニングファンから
も多くの人気を集める植物のひとつです。
綺麗な花を咲かせるため草花と思われが
ちですが、実は木本性で、大きくなるに
つれて枝が木質化します。
また、ローズマリーと同じく乾燥には
強いのですが高温多湿には弱く、日本の
夏は少し苦手。しかし、耐寒性があるの
でうまく育てれば毎年綺麗な花を咲かせ
てくれる宿根草です。
種類によっても若干性質が異なりま
すが、基本的には乾燥気味に、水はけの
よい環境で育てると覚えておいてよいで
しょう。北海道のラベンダー畑のように
群生させても綺麗ですし、コンテナ栽培
や花壇など、あらゆる楽しみ方ができる
のが特徴です。
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セージの特徴と基本情報
セージは学名でサルビアともいわれ、
その種類は世界で 900 種類以上にも及ぶ
とされています。
一般的にセージというと、薬用として
利用されるコモンセージがあげられます。
古くから「不老長寿のハーブ」として知
られ、食品の防腐剤やハーブティーとし
て親しまれてきました。
また、宿根草のチェリーセージや 1 年草

であるペインテッドセージなどの花が綺
麗な品種は、時期になると白やピンク、青、
紫などの花を咲かせ、観賞用としても楽
しませてくれます。
基本的に生命力が強く、水はけのよい土
に植えればそれほど手もかかりません。
鉢植え、地植えともに適しているので、
寄せ植えの材料としても利用価値が高い
といえるでしょう。

ゼラニウムの特徴と基本情報
ゼラニウムと聞くと、花が綺麗で開花
時期も長い、観賞用のゼラニウムを想像
する人が多いかもしれません。ここでは、
ゼラニウムの中でも香りが強く虫除け効
果も期待できるといわれる、センテッド
ゼラニウムについて紹介します。
ハーブゼラニウムともいわれるセン
テッドゼラニウムは、ヨーロッパでは窓
辺に置くなどして蚊などの虫除けに利用
されることも多いハーブです。
シトロネロールという成分に虫を近づけ
ない効果があるのだとか。
ただし、虫が嫌いといっても人間にとっ
てはよい香りのため、香りを楽しむ目的
で栽培しても十分価値があるでしょう。
品種も多く、花は小さめですが白やピン
ク、赤、紫、また複数の色を同時に咲か
せる品種などもあり、観賞用としても優
れています。

香り高さが特徴的な「ルッコラ」
ルッコラの特徴
ルッコラはロケットとも呼ばれ、ゴマのような香りとピ
リッとした辛味が特徴のハーブです。プランターで栽培し
やすいため、ベランダなどで簡単にチャレンジできます。

育て方のポイント
ルッコラは発芽率が高く、種からまいても育てやすいハー
ブ。種まきから 1 ～ 2 か月ほどたち、
葉が 10cm くらいになっ
た頃が収穫時。時期をずらして種まきすると順次収穫でき
ますよ。
若い葉の方がやわらかくて食べやすく、乾燥させすぎる
と苦味が強くなるので土の表面が乾いたら水やりを忘れな
いようにしましょう。

ルッコラを使ったおすすめレシピ
ルッコラは野菜のように使われることが多いハーブ。生のまま
サラダなどでいただくほか、茹でてお浸しにしたり、ペースト
状にしてソースにしたりもできます。

ルッコラとトマトの
オープンオムレツ
ルッコラの香りがアクセンになっているので、ひと味違うオ
ムレツが食べたい時に、おすすめです
材料 1 〜２人分
ルッコラ
適量
トマト ............................... 1/4 個
卵 . ....................................... 2 個
コンソメ ........................小さじ 1/4
マヨネーズ ........................小さじ 2
粗挽き黒コショウ...................... 少々
作り方
1. ルッコラは洗って 2cm くらいに切る、トマトはさいの目
に切る
2. 卵はボールに溶いてトマト・コンソメ・コショウでよく
混ぜる
3. フライパンに油を入れルッコラを炒め しんなりしたら溶
き卵に混ぜ マヨネーズも加えてよく混ぜる
4. フライパンに油を入れ 熱したら 3 を入れ弱火にして、蓋
をして蒸し焼きにする
ルッコラの緑とトマトの赤、卵の黄色が彩り豊かで、目もお
腹も満たされる一品。
ANIS ATLANTA - September 2020
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育てやすくて使いやすい「バジル」
バジルの特徴
バジルはお料理に使ったことがある方も多いのではない
でしょうか？特徴のあるスパイシーな香りがイタリアンに
ぴったりですよね。
バジルの中にもたくさんの品種がありますが、一般的に
よく使われるのが「スイートバジル」
。野菜コーナーに売ら
れているバジルもスイートバジルと書かれているものがほ
とんどです。

育て方のポイント
バジルは、初心者さんにも育てやすいハーブ。草丈が
20cm ほどに成長したら、先端を切って（摘心と言います）
わき芽を伸ばしてあげましょう。
茎の両サイドのわき芽が伸びていくので、この摘心を繰
り返と、どんどん葉っぱが増えて、たくさん収穫すること
ができます。

バジルを使ったおすすめレシピ
バジルを収穫したら、さっそくお料理に活用しましょう！摘み
たてのフレッシュなバジルを使えば、いつものお料理がもっと
美味しく感じられるかも

バジルペースト（ジェノベーゼソース）
まずはバジルペースト（ジェノベーゼソース）の作り方をマスターしましょう。こちらのレシピは、フードプロセッサーを使って
作っていますが、すり鉢を使って作ることもできますよ。パスタはもちろん、お肉やお魚にぬって焼けば、おもてなしにもピッタ
リな一品が完成します。
材料 （ 200ml の瓶 1 個分 ）
バジル ( 生 ).................. 30 枚
ニンニク......................... 1 片
松の実...................... 大さじ 3
粉チーズ................... 大さじ 3
塩小さじ......................... 1/2
EV オリーブ............ 油大さじ 4
作り方
1. フードプロセッサーに、バジルの葉、ニンニク、松の実、
粉チーズ、塩を入れ、ペースト状になるまでかくはんする。
2. (1) に EV オリーブ油を加え、均一に混ざるよう、さらに
かくはんする。
3. 煮沸した瓶に (2) を入れ、表面を覆うように分量外の EV
オリーブ油を 5mm 程度注ぐ。
バジルペーストは酸化すると変色するので、表面を EV オリー
ブ油で覆い、変色を防ぎます。使ったら、EV オリーブ油を
追加すると長持ちします。
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カプレーゼ

バルサミコ酢仕立て

赤・白・緑のイタリア国旗のカラーを表現しているカプレーゼ。
トマト、モッツアレラチーズ・バジルを切って並べるだけのお
手軽メニュー。味なじみがよくなるために、
バルサミコ酢、オリー
ブオイルの順番でまわしかけるのがポイントです。
材料
モッツァレラチーズ................... 1 個
トマト........................... 中～大 1 個
バジル - 生........................ 7 ～ 8 枚
バルサミコ酢......................大さじ 1
EXV オリーブオイル.............大さじ 1
塩、こしょう........................... 適宜
作り方
1. モッツァレラチーズとトマトは 7mm ほどの厚さに切る。
2. バジルは葉だけ摘み取る。
3. ( 皿に、1) を順番に並べていく。
4. バルサミコ酢、EXV オリーブオイルの順にまわしかける。
5. お好みで、塩・こしょうで味を調えても。
最後は必ず、バルサミコ酢→ EXV オリーブオイルの順にま
わしかけてください。

シトラス×バジルの
フルーツビネガーウォーター
オレンジとグレープフルーツのさわやかな酸味に、バジルの
香りをプラス。見た目も可愛いフルーツビネガーウォーター
材料
りんご酢........................... 大さじ２
はちみつ........................... 大さじ２
水....................................... 450cc
オレンジ................................. 1 個
グレープフルーツ...................... 1 個
バジルの葉.........................4 ～５枚
作り方
1. 500cc 入る計量カップなどにりんご酢とはちみつを混ぜ、
そこに水を加えてビネガーウォーターを作る。
2. オレンジとグレープフルーツはそれぞれ皮をむき、輪切
りにする。
3. グラスにビネガーウォーターを注ぐ。バジルの葉を上に
飾る。
バジルは香りがほんのり残る程度につけて（数時間）
、取り
出してから飲んでください。

ANIS ATLANTA - September 2020
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幅広いレシピに活用できる「イタリアンパセリ」
イタリアンパセリの特徴
イタリアンパセリは平らでギザギザの形をした葉が特徴
的。サラダやスープにしたりバターやオイルと混ぜたりと
料理に幅広く用いられます。

育て方のポイント
種から育てると発芽に時間がかかるため、初心者の方は
苗の方がおすすめです。日当たりのいい場所や明るい日陰
に植木鉢を置きましょう。乾燥すると葉が硬くなってしま
うので、水切れしないよう土の表面が乾ききる前に水やり
をします。
葉が 10 枚以上になったら収穫が可能で、葉を常に 8 ～
10 枚残すようにして使いましょう。

イタリアンパセリを使ったおすすめレシピ
サラダやドレッシンなど生ではもちろん、スープに散らしたり、
揚げ物のパン粉に混ぜ込んだりと幅広く使えるイタリアンパセ
リ。たくさん収穫できたら、きれいに洗って水分を拭き取り冷
凍保存するのもおすすめ。凍ったまま粉々にして必要な分だけ
使うことが出来ますよ。

ナスとツナのトマトソースパスタ
イタリアンパセリはパスタにもよく合います。ちょこんと添
えるだけで、彩りや味わいに変化がでます。
材料 1 〜２人分
ナス....................................... ６本
ツナ....................................... ２缶
ホールトマト........................... １缶
エリンギ........................... １パック
タマネギ.............................. 1/2 個
ニンニク.............................. ２かけ
オリーブオイル................大さじ 1.5
ローリエ................................. １枚
ピザ用チーズ........................... 適量
イタリアンパセリ...................... ５本
作り方
1. ナス乱切り。エリンギ半分に切って薄切り。タマネギは
繊維に直角に薄切り。ニンニク薄切り。
2. フライパンにオリーブオイルとニンニクを入れて火にか
け、香りたったらタマネギ、ナス、エリンギを順に入れ、塩、
こしょうを加えて炒める。ツナ缶をオイルごと入れて炒
め、ホールトマト缶をすべて入れる。ローリエを入れて
煮込む。
3. パスタは表示時間の 1 分 30 秒前で茹で上げる。ゆで汁は
200CC とっておく。
4. フライパンにパスタを入れて和え、ゆで汁を加えて煮込
む。チーズ、イタリアンパセリを加えて出来上がり。
ANIS ATLANTA - September 2020
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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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バイリンガル求職者の就職・転職事情◎ PASONA

バイリンガル求職者の
就職 ・ 転 職 事 情
" 仕事ができる人 “ の秘密
職場には他の人と比べても、非常によく仕事ができる人

この他、戦略的な考え方やコーチングを受ける能力など

がいます。個人によってその定義は異なるとは思いますが、

も経験により培う事ができる能力の様です。そう考えると、

特徴として、業務効率が良い、物事の習得が早い、求めら

ビジネスに必要な要素は、自分の経験や心がけ次第で伸ば

れた以上の事を成し遂げる、コミュニケーション能力が高

す事ができると言えるでしょう。つまり、”仕事ができる人

い、他の人の話しや反対意見に耳を傾ける、学習意欲があ
る、などが挙げられるのではないでしょうか。

“は自分自身で作り上げる事ができるのです。就職の際に
も、これらのスキルを持つ人は各社から重宝されるでしょ
う。

大手キャリアサイトの Indeed が全米で採用担当者にア

自分の努力次第で仕事に必要な資質を磨く事が出来ると

ンケートを行ったところ、その様な“仕事ができる人”に

分かれば、明日から仕事への取組み方や考え方も徐々に変

は下記の様な資質が高いそうです。

わっていくのではないでしょうか。全ては自分次第で可能

•

問題解決力

性を広げる事ができます。ぜひ意識をして日々スキルを伸

•

コミュニケーション力

ばしていきましょう。

•

自立性

•

推進力

•

順応性 / 柔軟性

参照 : Indeed“How Top Performers Search for Jobs”

これらのスキルは人が先天的に持ち合わせているもの
と、経験や仕事によって学び取得したという、二つの要素
に分ける事ができます。
先天的に持ち合わせているもの :
•

自律性

•

推進力

経験により培う事ができるもの：
•

問題解決力

•

コミュニケーション力

•

順応性 / 柔軟性

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

Akiko Komura
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Census 国税調査のお願い
州民の声を反映するために多くのジョージア州の家庭が
国勢調査に参加していますが、まだ全部の方が調査を完了
されていません、5 月 16 日の時点で全国の 59.5％と比較
して、ジョージア州は 55.6％の回答となっています。全て
の方の参加が必要です。特にアジア人やアジア系アメリカ
人の人口は、国勢調査で従来過小評価されいます。
毎年何十億ドルもの連邦予算が、国勢調査データに基づ
いて病院、消防署、学校、道路などに投入されています。
国勢調査の結果は、議会に占める各州の議員定数を割り当
てる際の根拠となり、また選挙区の境界線の決定にも使用
されます。
国勢調査の手紙、その後に葉書がジョージア州のご家庭
に送られています。コンピューター、電話、書類等ですで
に国勢調査に回答された方にはお礼を申し上げます。皆さ
んの声が反映されます。まだ不回答の家庭には、2020 年
6 月から国勢調査局員が各家庭への戸別訪問を開始します。
その際、国勢調査局員は正規の公務員である証明書を提示
します。しかし、新型コロナウイルスの蔓延を防ぐために
もオンラインで回答していただくことが一番です。(www.
my2020census.gov) （日本語は https://2020census.
gov/ja.html）それにより調査員の訪問を最小限に留めるこ
とができます。国勢調査は 9 月 30 日をもって終了します
ので、未届けの方はぜひそれまでに提出されるようお願い
します。
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雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士

雇用・労働
移民法ニュース

15％以上回っている。
•

可能性が高いとみなされます。

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 - 国益例外 “National Interest Waiver”
トランプ大統領は 2020 年 6 月 22 日に特定非移民就労ビ
ザの入国制限に関する大統領令を発表しましたが、8 月 12 日
には国益例外“National Interest Waiver”に関する追加ガイ
ダンスを発表しました。
これによると、
（１）新型コロナウイルスの医療研究者やヘ
ルスケア従事者、国益となる医療分野研究者、
（２）政府関連
機関の要請による重要な外交政策目的や条約・契約上の義務
遂行目的のための渡米、また（３）既に就労ビザを取得して
米国で勤務している者が、同じビザで同じ雇用主の下で同様
の仕事を継続するために米国に戻る場合は、国益例外の対象
となります。また、その他の国益例外対象の中から、H1B と
L1 ビザに関する条件について下記に説明します。

H-1B 申請者の学歴、研修、関連職経験が、その専門職に
関連する専門知識を有していることを示している 。例え
ば、博士号や専門学位取得者、或は長年の関連経験を有
する者は、雇用主にとって極めて重要な職務を遂行する
ビザが拒否されたら、米国雇用主は財政的困難に陥る。
例えば、財政的または契約上の義務を果たせない、事業
を継続できない、または雇用主の事業を COVID 以前の水
準に戻すことができない。

【L-1A】 重要なインフラ需要を満たす企業における重要な職
務を遂行するシニアレベルの役員や管理者の渡米。重要イン
フラには、化学、通信、ダム、防衛産業基盤、緊急サービス、
エネルギー、金融サービス、食品・農業、政府施設、医療・
公衆衛生、ＩＴ、原子炉、輸送、水システムなどが含まれま
す。Ｌ - １Ａビザ申請者は、次の項目のうち２つを満たせば、
国益例外の対象となります。
•
シニアレベルの役員か管理職である。
•

米国外の関連企業での長年の経験にから企業にとって不
可欠な高度な専門知識・技術を保有しており、新規採用

をした場合、かなりのトレーニングが必要となるため、
雇用者は財政的負担を被ることになる。
•
重要インフラ需要を満たす企業の重要な業務を遂行する
こと。
米国に新規事業を設立する場合は、上記項目のうち２つを
満たし、且つ、直接或は間接的に５人以上の米国労働者を雇
用する必要があります。
【H-1B】 米国の経済回復推進に必要な技術専門家、上級管理
職、その他職務従事者は、次の条件の最低２つを満たせば、
国益例外の対象となります。
•
雇用主が H1B 社員の労働を引続き必要としていること。
労働条件申請書（LCA）が 2020 年 7 月以前に承認され
た場合、このニーズがあることを証明しなければなりま
せん。ただし、H1B 社員が現在国外から職務を遂行して
いる場合、或は国外からの職務遂行が可能な場合は、こ
の国益例外の対象とはなりません。
•
重要なインフラ需要を満たす企業における H1B ポジショ
ンや職務が雇用主に対し重要でユニークな貢献をする。
重要なインフラには、化学、通信、ダム、防衛産業基盤、
緊急サービス、エネルギー、金融サービス、食品・農業、
政府施設、ヘルスケアおよび公衆衛生、情報技術、原子炉、
輸送、水システムなどが含まれます。さらに、申請者は
次のいずれかの条件を備えていなければなりません。（a）
社内でシニアレベルのポジションに就いているか、企業
管理と事業の成功にとってユニーク且つ重要な職務を遂
行する、或は（b）申請者の職務内容と専門知識・技能が、
雇用主にとって重要且つユニークな貢献をすることを示
•

している。
H-1B 申請者に支払われる賃金率が、平均賃金を最低

【L-1B】 技術的専門家またはスペシャリストとして重要イン
フラ需要を満たすために渡米する場合、次の３つの項目全て
を満たせば国益例外の対象となります。
•
ビザ申請者の職務及び専門知識が、雇用主にとって重要
かつユニークな貢献をすることを示していること。
•
•

ビザ申請者の専門知識が、重要インフラ需要に直結して
いること。
米国外の関連企業での長年の経験にから企業にとって不
可欠な高度な専門知識・技術を保有しており、新規採用
をした場合、かなりのトレーニングが必要となるため、
雇用者は財政的負担を被ることになること。
執筆：大蔵昌枝弁護士
Taylor English Duma LLP 法律事務所
＊ Copyright reserved. 著作権所有
1600 Parkwood Circle, Suite 200,
Atlanta, GA 30339
DIRECT: 678.426.4641
OFFICE: 770.434.6868
E-Mail: mokura@taylorenglish.com
www.taylorenglish.com
本ニュース記事に関する注意事項（DISCLAIMER）
本雇用・労働・移民法ニュース記事は弁護士として法律上または専門的なアドバイスの提供を意図したもので
はなく、一般的情報の提供を目的とするものです。また、記載されている情報に関しては、できるだけ正確な
ものにする努力をしておりますが、正確さについての保証はできません。しかも、法律や政府の方針は頻繁に
変更するものであるため、実際の法律問題の処理に当っては、必ず専門の弁護士もしくは専門家の意見を求め
て下さい。Taylor English Duma 法律事務所および筆者はこの記事に含まれる情報を現実の問題に適用するこ
とによって生じる結果や損失に関して何ら責任も負うことは出来ませんのであらかじめご承知おき下さい。
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我楽多横丁こぼれ話◎野呂利

歩

我楽多横丁こぼれ話

野呂利

歩

人種差別、変わりつつあるアメリカ
コロナ禍の今年、Black Lives Matter 運動がジョージ・フロ
イドの死をきっかけに全米、いや世界に拡がっていった。過
去の人種差別撤廃運動とは違う力強さがあるように思える。
そのひとつが差別の上に名声を得てきた歴史上の人物の再評
価をする動きが見られているからである。

最近は差別となれば皆声を上げやすくなったが、1980 年代
まではそういう時代ではなかった。とりわけ白人が犯人で被
害者がアフリカ系となると目をつぶり口を閉ざすこととなる。
しかし、時代の変化は、お蔵入り事件に光を当て始めている。
34 年前のアフリカ系青年リンチ殺人事件がそれだ。

アメリカは建国以来、アフリカからの奴隷を酷使して繁栄
の礎を築き、彼らの子孫を犠牲にして白人社会を守って来た。
かの初代大統領のジョージ・ワシントンでさえ、アフリカ系
の召使い少女に手を出し子供を産ませている。長らくワシン
トンの家系（白人の）は秘密として封印していたのだろうが、
数年前アフリカ系召使いの子孫からその存在が公表され、し
ぶしぶ認めることになった。

1983 年、アトランタ近郊のグリフィン。白人女性と付き合っ
ていたアフリカ系の青年が７カ所刺され顔も判別出来ない状
態で発見され、そしてお蔵入りとなった。当時のグリフィン
市制は白人至上主義者の手にあり、警察も含め随所にＫＫＫ
メンバーが入り込んでいたから、お蔵入りも当然の成り行き
だった。

建国以来の人種差別問題は 1960 年の公民権法でひとつの
節目を迎えるが、白人優位の社会システムは大きく変わらず、
その変化が出てくるのは 1990 年代だろう。その意味で奴隷
制の象徴であった南部のアトランタでの五輪は大きな意味を
持つ。そこから約 24 年の時を経て Black Lives Mattr へ辿り
着いた。

2016 年、警察（GBI）の担当官が事件の洗い直しに着手。
古い証拠資料の中から、2007 年に或る前科者が”犯人に関す
る情報がある”と申し出た記録を見つけた。当時は見向きも
されなかった情報に着目し、これが突破口となった。周辺の
聞き込みで、当時では口を閉ざしていた人達が有力な情報を
提供、証拠固めへと繋がっていった。再調査から一年、犯人
二人の逮捕にこぎつけた。

Original
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子育て知恵袋 in Atlanta ◎長谷川ゆかり

☺ 子育て知恵袋 in Atlanta

教わらなくても進んでいける力
新しい環境で本年度の新しい学年がスタートしました。オン
ライン学習中心になり、ご家庭での不安や負担が増えていると
思われます。特に小学生の長い期間のオンライン授業に私は懸
念をもっています。しっかりと積み上げないといけない基礎学
力を固める時期だからです。
この時期の基礎学力の定着を見極めるのは、個人別の教育シ
ステムでない学校制度ではプロの教師でも隅々までは行き届き
ません。基礎学力のほころびは中学や高校など後々出てくるこ
とがおおいのです。
公文式の教育法は開発者の実体験をベースに作られました。
私が日頃研究している脳のメカニズムにそったものでした。
ちょっと難しいところを以前の知識や技術を使いながら未知の
領域を考えチャレンジした結果、新しいコンセプトや領域を理
解できた時、このうえない達成感と喜びホルモンが脳からでる
のです。ここに公文公氏（公文式創立者）のいかに自学自習が
大切であるかのエピソードを紹介します。
勉強のコツはちょっとしたヒント
公文氏が中学校で最初に教わった O という先生は、
一風かわっ
た授業をした。とにかく、講義などはいっさいしないのです。
教室へ入ってくると、教壇の椅子に腰かけて、本などを読んで
いる。我々生徒は、与えられた問題集を一人で学習する。わか
らない所があれば、聞きに行って教えてもらう。
Ｏ先生は、ある時は親切に教えてくれ、ある時は「こんな問
題わからなくて、どうする」と、叱って、復習を指示し、また
ある時は次の問題集に進むよう指示したりする。生徒の中には
そんな先生を嫌う者もなくはなかったが、公文氏は自習によっ
て一人でどんどん進んで行ける事が楽しくてしょうがなかった
そうだ。
この体験をもとに公文式は作られています。公文式はいちい
ち教えるのではなく、生徒が自習しながら進んで行くようになっ
ています。それは何よりも、子ども達が、人に聞かないで、自
分で学習して行くことの楽しさを味わうことと、より高いとこ
ろへ進んで行こうという意欲を持つことをねらいとしているか
らです。

長谷川ゆかり

家庭教師がうまく行かない場合
親切ていねいに教えてやれば、子どもはそれだけ理解が早く
なり、よりやさしく先へ進んで行けるのではいかと考える親御
さんは多いようです。しかし、どうやら現実はその反対の場合
が多いようです。その良い例として、家庭教師をつけて、うま
く行った例はどれほどあるでしょう？むしろ、うまく行かなかっ
た例のほうが多いのではないでしょうか。
その最大の理由は、教えすぎにあると思われます。つまり、
教えなくてもわかっていることや、教えてもわからないことを、
とにかく頭から教え込むことによって、子どもから勉強への興
味を奪っていることが多いのです。大人が親切と思ってやって
いることが、子どもにはかえって迷惑や負担になっていること
が多いことを決して忘れてはならないでしょう。子どもの自発
的な疑問や質問に答えてやる場合は、もちろん別です。
家庭教師をする時に気を付ける点は、家庭教師が必要な理由
（生徒の学力の現状）、いま一番困っている箇所を明確にしどの
程度教え、また本人にどの程度まで学習させるべきかを明確に
することです。生徒のそばにぴったりくっついて、教師のほう
ばかりが熱心に、まくしたてるように教えても、それはバケツ
いっぱいの水を小さな盃に注ぎこもうとするようなものです。
非常に効果をあげた家庭教師について、ある母親はこういい
ました。「ときどき子どもの部屋をのぞくと、先生は柱ににもた
れてぼんやりしていたり、あまり教えてくれてないように見え
ました。子どもだけは、せっせと何やらやっているんです。そ
れなのに、こんなに成績が上がったのが不思議でした・・・。
」
その家庭教師は、生徒に何を教えるべきかより、むしろ何を（ど
の箇所を）本人に学習させるべきかが
大切であるということを良く知ってい
ただからだと思います。
家庭教師の役割は、そのキッカケを
見つけてやり、必要最小限度のアドバ
イスをしてやることなのです。次回へ
はプログラム学習の特徴と効果を具体
的にお伝えします。新時代の学習法（オ
ンライン学習）にも適用し最大限お効
果をだすプログラム学習です。
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髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉

By ますみ

人の心には多くの計画がある。しかし、主のはかりごとだけが成
る。
箴言 19 章 21 節
人生には、思いもかけず、目の前で道が閉ざされることがあり
ます。それは、誰もが、仕事や対人関係、その他さまざまな日々
の出来事で経験したことがあるのではないでしょうか。今までそ
のような経験をしたことが無く順風満帆で生きて来たという人が
いたら、その人はとても幸いな人です。ただ、その人も、これか
らそういう経験をするかもしれません。その時の為の準備が大切
ですね。
信仰者の生活においても同様なことが起こります。行き詰まり
は、神様から「ノー」を突きつけられたようで、とても厳しく感
じます。
「ノー」は、進路だけではなく、まるで、自分自身が否
定されてしまったように感じてしまいます。
自分の計画に反して、
思ってもいない方向へ向かわなくてはならなくなった時、人は失
望し落胆してしまいます。
ある人は、彼の目の前の道が、次々と、塞がれていきました。
進もうとすると、閉ざされていきました。そこで、自分の思い
で自分のしたいことをするのを止め、
「神様が、自分に何をさせ
たいと思っておられるのか」と、考えを変えました。彼がそのよ
うに考え、祈り始めると 、目の前に一つのなすべき事が示され、
道が開かれました。彼は、神様の思い（計画）を確認し、働き始
めました。自分の思いで進んでいた時は、よく、途中で挫折し、
行き詰まり、
諦めて、
投げ出していたのに、
神様から始まった事は、
成し遂げられていくことを体験しました。自分ではなく、神様か
ら発されるということが大切です。
これから起ころうとすること、
成すべきことの背後に、神様が働いておられるの だという認識
の上に立つ時、
「ノー」は「イエス」と同じ意味を持ち始めます。
自分の人生に「ノー」が与えられても、
そこで、
自分に何ができる、
何をしようと焦ったり、あるいは、あきらめたりしないで、神様
が、必ず、最善の場所に導いて下さることを期待しましょう。
神様は、私たちの為に、初めから完全な計画を持っておられま
す。進路が閉ざされたのは、自分の思いが、神様の思い（計画）
と違っていたのです。神様は、我々を神様の完全な計画に引き戻
し、正しく導いてくださいます。人生における「ノー」を、神様
の意思として受け取りましょう。目の前の道が閉ざされたなら、
開かれた道から進めばよいのです。別の、はるかに良い道が用意
されています。マ ザーテレサの言葉ですが、
「無理なことをどう
こう思い悩むのは無駄なことです。出来ないことは神様がお望み
でないのだと思いなさい。
」なるほどですね。それらを体験する
には、神様と語り合うことが出来るような良い関係が必要です。
神様と良い関係を持ち、関係を保ち、それを深めていくことが出
来るように祈りましょう。
『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。
（ エレミヤ 29：11)』
神様は御前に近づく者を決して拒否されません。
神は愛です。私たちは愛されています。
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髪＆ヘアケア
ブリーチカラーの救世主登場！
最近サロンでベージュ系カラーや寒色系カラー（アッシュ
やマット）いわゆる外国人風カラーや透明感のあるカラー、
赤青紫などのアクセントカラーをされるお客様が増えていま
す。
これらのカラーリングに必須なのが『ブリーチ』
。髪の毛の
色素を脱色するのがブリーチなのですが、一般的なイメージ
は『髪が相当痛む』。。。そこで登場したのが【オラプレックス】
です！！
サロンで行うトリートメント剤の一種なのですが、これを
ブリーチ剤に混ぜて使用します。日本のサロンではこれを
『ケ
アブリーチ』と呼んで最近よく使われています。
オラプレックスは通常のトリートメントのように髪のもと
になる成分を補充するのではなく、壊れた毛髪結合を見つけ
て再構築し、ダメージを修復するという、全く新しい成分で
作られたトリートメントなのです！
ブリーチでの髪の痛みがかなり軽減されたことによって、
何度もやりたい色を楽しむことが可能になったのです！
痛むからな…とためらっていた方！是非ご相談くださ
い！！コロナであまり人に会う機会が少ないいまだからこ
そ、やってみたかった髪型にチャレンジしませんか？
「今やらずにいつやるの？」
Facebook(@salon LIHGA) や Instagram(@salon_lihga) でスタ
イルを載せていますので、良かったら参考までにリーガのア
カウントを覗いてみてくださいね！

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
なぜ予防医学が重要か
初めまして。8 月からアトランタ矢島カイロプラクティッ
クに勤務することになりましたカイロプラクターの加藤真理
子です。1978 年生まれ東京都出身。大学を卒業後、日本と
中国のメーカーでエンジニアとして 10 年ほど勤務。その後、
家族の転勤のため渡米。予防医学の必要性に目覚め、2017
年アイオワの Palmer( パーマー ) Chiropractic College に入
学、2020 年 6 月に卒業し 8 月からアトランタ矢島カイロプ
ラクティックで勤務しています。スタッフの皆さんと共に患
者さんが毎日健康に過ごせる手助けができるよう頑張りたい
と思っておりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

Alignment：姿勢、Mental Stress：ストレスコントロールを
提案しています。この“DREAM”の意識を患者さんと共有し、
継続的にケアしていくことで病気になる前に先手を打つ。矢
島先生が日々口酸っぱく仰っていることはまさに予防医学そ
のもの、病気にかかりにくい体を作り健康を維持するための
ものです。
ご自身のお身体は一つしかありません。予防医学の見地か
ら、患者さんお一人お一人がお身体を上手にメンテナンスし
て、一生付き合っていく為の質の高いケアをご提供できるよ
うに努力してまいります。どうぞ宜しくお願いいたします。

大学卒業後は、コンピューターでプログラムを組んだりシ
ステムの仕様を設計する仕事をしていましたが、もともと人
間の身体の仕組みについて、例えば、食事はどのように消化
され栄養になるのか、また睡眠不足だとなぜミスが増えるの
か、運動するとなぜ骨が強化されるのかなど（学生時代は陸
上部でした）身体のことを調べることが好きですごく興味が
ありました。
家族の転勤に伴いそれまで勤めていた会社を退職すること
となり、さて次は何をしようかと考えたところ、何をするに
しても、まずはエンジニア時代に狂ってしまった生活のリズ
ムを整えることが最優先であると気づき生活改善に取り組み
ました。
当時の私は 1 日中前かがみになりコンピューターの画面と
睨めっこ。仕事に一通りキリがついた朝の 4 時ごろ駅前の牛
丼チェーン店で牛丼を流し込み、フラフラと幽霊のように彷
徨いながら始発に乗り帰宅。シャワーを浴び、とりあえず眉
毛だけを描きまた職場に戻る、こんな毎日の繰り返しでした。
20 代、30 代は、身体が疲れた、キツイと感じても、体力
と気力だけで乗り切ることができるかもしれません。ですが、
40 代を過ぎた頃から基礎代謝は急激に低下していきます。同
時に身体のあちこちに不調が現れ始め、それが身体からの危
険信号だと気づきようやく健康への対策を始める。
この対策のスタートは、もうすでに『治療』のことが多い
です。だけど、もし、危険信号を感じる前に不調の『予防』
ができていたら『治療』は必要なくなるかもしれない。現代
医療が『治療』から『予防』に舵を切ることができたら、副
作用のある薬の使用を減らせるかもしれない、手術の必要性
を減らせるかもしれない、そして医療費も減らせるかもしれ
ない。
カイロプラクティックはアメリカではプライマリーケア
（第一次医療）の国家医療資格として認められています。プラ
イマリーケアとは、患者さんに不調があったとき 1 番最初に
アクセスされ、問題の治療、または症状によっては専門医の
紹介、さらには継続的に健康状態をサポートするサービスを
提供するもの、と定義されています。
矢島カイロプラクティックでは、常々患者さんに『健康
への DREAM』Diet：食事、Rest：睡眠、Exercise：運動、
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教えて歯医者さん◎カンバーランドファミリーデンタル

教えて歯医者さん！
歯とお口に関するデンタルコラム

質問：3 日前に抜いた左下の親知らずのところがズキズキ痛み
出しました。痛み止めを飲んで様子を見ていますがあまり効果
が見られません。対処法を教えてください。
回答：抜歯後、痛みが引かなかったり、さらに痛みが増す場合
は「ドライソケット」が疑われます。
ドライソケットとは、親知らずなどの抜歯した後の穴が塞がら
ず、骨が露出してしまう状態のことをいいます。通常、抜歯後
には血餅（けっぺい）と呼ばれる血のかたまりが穴を覆い、そ
の上を伸びてきた皮膚が覆うことで穴は塞がっていきます。し
かし何らかの原因で穴が塞がらずに骨面が感染を伴った表在性
の骨壊死の状態になり、抜歯後数日経過してから強い痛みを引
き起こします。

＜ドライソケットの症状＞
• 抜歯後よりも、2 ～ 3 日経ってからの痛みの方が強い。
• 抜歯後、1 週間以上たっても痛みが治まらず、むしろ酷く
なっている。
• 何もしなくてもズキズキと痛む
• 飲んだり食べたり風が当たったりするともっと痛い
• 傷口である穴が、赤黒くなく、白っぽく見える
＜ドライソケットの原因＞
ドライソケットの原因の大半は血餅が出来なかった、もしくは
はがれてなくなったことによるものです。 治癒過程で血餅が
できない理由には次のようなものがあります。
• うがいを頻繁におこなう
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指や舌で患部を触る
飲酒や激しい運動、長風呂など血行が良くなること
喫煙
念入りな歯磨き

＜ドライソケットの対処法＞
1. 痛み止めを服用する
まず、痛み止めを飲みましょう。ドライソケットはかなり
痛むので、無理せず薬の力に頼りましょう。
2. 無理をせず身体を休める
ドライソケットに限らず、歯肉などの状態と体調は密接に
関わっています。親知らずの抜歯など身体に負担がかかる
治療を行う時は、体調の良い時にするのはもちろんですが、
ドライソケットになったと感じたら、しっかり休養をとり
無理をしないことが大切です。
3. なるべく早く歯科医院へ行く
まずは抜歯した部分の消毒を行い、抗生物質の軟膏を塗布
し、抗生剤や痛み止めを再び処方されます。そして抜歯部
分に入れた薬を何度か取り替えていきながら様子を見ま
す。ほとんどの場合、この処置により傷口が自然に塞がっ
ていき、1 ～ 2 週間ほどで痛みが和らいでいきますが、治
りが悪く肉芽組織が出来てこない場合は、再搔爬（さいそ
うは）といって抜歯して乾いてしまった穴に再び傷をつけ
て出血をさせ、新たに傷口に血餅を作る処置を行います。
なるべくなら防ぎたいドライソケットですが、残念ながら完
全に防ぐ方法はなく、気をつけていても
なる時はあります。 抜歯後、次のような
症状が出たら歯科医院に相談しましょう。
• 一度治まったのに 3 日くらいしてま
た痛くなってきた
• 1 週間以上たっても痛みが続いている
• 痛みがどんどん酷くなっている
カンバーランドファミリーデンタル
歯科医 清水 義仁

メディカルコラム◎倉岡クリニック

Kuraoka
Clinic

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

今月は RF（Radio Frequency）を使った静脈瘤治療について、
ご紹介します。
レッグベイン（下肢静脈瘤）は、女性に多く見られる疾患
です。特に、編目状・クモの巣状の静脈瘤は、男性よりも女
性に多く見られます。このレッグベインが原因で、
「スカート
が履けない」
、
「温泉にお友達と行けない」
、
「見た目が気持ち
悪い」といった悩みを抱えている女性が多くいます。レッグ
ベインの最初の兆候は、足がむくんだりだるかったり、突っ
張ったようになりますが、さらに進行すると痒みや治りにく
い湿疹を経て、皮膚が潰瘍化してきます。
足がだるくなるので、就寝時に足を枕で高くして寝たり、
弾性のある靴下はいたりして、足がむくまないようにしたり
と、悩んでいる方がたくさんいらっしゃいます。でも、これ
は静脈瘤の進行防止や再発予防でしかありません。

こんな方は要注意
• 足の血管のコブが気になる
• 足が重い、痛い、だるい、かゆい
• 足がつる（こむらがえり）
• 足がむくむ（特に夕方など）
• 足に青いクモの巣のような血管が浮き出ている

下肢静脈瘤（かしじょうみゃくりゅう）は、アメリカでは、
2 千 500 万人が、膨れた静脈、ロープのように浮き出た血管
などのために、足が痛い、むくむ、だるい、疲れやすい、な
どの症状を毎日体験している、といわれています。足の血管
（静脈）が太くなってクモの巣、網、あるいはコブなどのよう
に浮き出た状態が下肢静脈瘤です。下肢静脈瘤は足の血管の
病気です。
下肢静脈瘤になりやすい方、あるいは要因
• 長時間の立ち仕事：教員、客室乗務員、販売員等
• 避妊薬を服用中、あるいは妊娠、出産をご経験の方
• 体質、遺伝：血縁者に下肢静脈瘤の方がいる方
• 年齢：年齢が高いほど静脈瘤の発生頻度が高いです。
静脈瘤で長年悩んでいらっしゃる方にも、RF による治療な
らメスを使わないので、ダウンタイムもなく、安全で、痛み
のない、治療を受けることができます。是非、一度ご相談く
ださい。
倉岡クリニック院長 倉岡真紀先生
マーク先生は、アトランタ
北部の病院で Vein Clinic( 下
肢静脈瘤クリニック）も担当
しております。倉岡クリニッ
クでは、マーク先生による、
日本ではまだ保険適用でない
新しい技術である RF での下
肢静脈瘤の治療が可能です。
RF は、痛みや合併症も少なく治療できますので、術後すぐ
にダウンタイムがなく生活できます。
また、下肢静脈瘤に関する検査や治療は保険適用にもなり
ますので、足のむくみ、だるさ、痛み等でお悩みの方は、一
度ご相談にお越しください。

日本にて学生・研究者用のビザ関連書籍を出版
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
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「歯」の話◎植月歯科医院

植 月歯 科医院 から「歯」の 話
今月から数回にわたり、日本歯科医師会

小冊子

Happy Smile より、8020 運動と歯周病についての情報をご紹介いたします。

～ 8020 運動と歯周病～
「80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保とう」という「8020 運動」が始まって今年で 20 年。この間に「8020」の達成者は 2
割を超え、80 歳での平均残存歯数も 8.9 本になるなど、確実に成果をあげていますが、これには歯周病に対する一人ひとりの意識
や対策の改善が大きく影響しています。
歯を失う最大の原因は歯周病です。歯周病は歯と歯ぐきの境目にプラーク（歯垢）がたまり、その中にある歯周病菌の刺激によっ
て引き起こされる歯ぐきと骨の病気です。歯磨きなどのお口のケアを怠ると、歯肉が腫れたり出血したりする「歯肉炎」
、歯を支え
る歯槽骨など歯周組織が破壊される「歯周炎」へと進行し、大切な歯が抜けてしまうのです。
歯周病はサイレント・ディジーズ（静かに進行する病気）とも言われ、特に初期には痛みなどの自覚症状がありません。今や 30
歳以上の約 8 割がかかっていると言われていますが、ほとんどの人に
は自覚がありません。そのため、自分でも気づかないうちに進行して
しまうので注意が必要です。
「8020」を達成し、いつまでも健康で楽しい毎日を過ごすためには、
歯周病を防ぐことが大切なのです。
歯周病と体の病気との関係
歯周病は歯と歯ぐきだけではなく、体の健康と深く結びついていま
す。最新の研究により、歯周病が全身の病気に害を及ぼしたり、全身
の病気が歯周病に悪影響を与えたりすることが明らかになってきまし
た。
なかでも、歯周病と糖尿病には密接な関係があります。糖尿病は予備軍も含めて成人の 5、5 人に 1 人がかかっていると言われ
ていますが、その合併症のひとつが歯周病なのです。歯周病で慢性的な炎症があると、血糖値を下げるホルモン「インスリン」に
体が反応しにくくなり糖尿病が悪化します。一方、糖尿病で歯ぐきの血流が乏しくなったり、血糖値が上がると、歯周病菌に対す
る抵抗力が落ちてしまい、相互に悪い作用を及ぼします。そのため最近では、糖尿病の患者が歯科を、歯周病の患者が内科や糖尿
病専門医を、それぞれ受信することは非常に重要だとされ、医科と歯科の連携が整えられつつあります。
それ以外にも歯周病が悪影響を与える事例として、早産・低体重児出産や誤嚥性肺炎、動脈硬化、心筋梗塞などが挙げられます。
また、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）との関連も注目されています。いずれも歯周病菌や、感染によってつくられ
た生理活性物質が全身に回って引き起こすと考えられています。
また、英国の大学による最新の研究では「歯周病のある人は、ない人より膵臓（すいぞう）がんや胃がん、肺がんにかかりやすい」
という論文も発表され、注目を集めています。(8020 財団資料より )
歯や歯周病についてのご質問等がございましたらお気軽に御連絡ください。
404-4069-6237 泉まで
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今月の運勢
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×危険日：9
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×危険日：2
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×危険日：7
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×危険日：6
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×危険日：9

19
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×危険日：7
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座
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12
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×危険日：1
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×危険日：3
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19
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×危険日：2

15

27

全体運：思い通りに物事が進まないようで、あまり良くない運気を全体的
にしているよう。執着しても、
決して良い方向へは進まないようで、
切り替えの早さの方が求められそう。家でゆっくりとした時間を
過ごすことを大切に、あまり外に出ない方が良いかもしれません。
恋愛運 : 気持ちがかなり揺れ動く恋愛運をしています。告白されることも
ありますが、2 人同時といったことも考えられそうです。おろお
ろとしてみっともない場面を作ってしまいそうですが、それも一
時的なことなのであまり深く考える必要はないでしょう。
金 運：欲しかったものを手に入れるチャンス。少々高額なものでも、気
持ちの良さを持って手を出してみましょう。感動ものに出会うこ
とができ、お気に入りになるものとの出会いにも期待が持てます。
♥ラッキーデー：2

魚

12

3/20

9/22

♥ラッキーデー：4

～
2/20

乙女座

～
8/23

全体運：出会いの運気が高いので、性別年齢問わずに良い出会いに恵まれ
ることでしょう。長く交際が続く友人と出会ったり、仕事で長く
関係が続く会社や人との出会いがあったり、期待が持てるようで
す。自分から他者との間に壁を作ったりしないようにしましょう。
恋愛運 : 愛情を目に見える形で受け取ることになりそう。もしあなたが 9
月に誕生日を迎えるのなら、プレゼント攻勢なども期待できるで
しょう。良い運気をしているので、生涯のパートナーとの出会い
さえもありえる話です。
金 運：金運も良いですが、最終的な詰めの段階でミスを犯してしまった
りで、すべてを失ってしまうことも有り得ます。注意は常に払っ
ておき、軽く物事を考えることは止めておきましょう

水瓶座

16

×危険日：6

全体運：変化と落ち着きの両方を体感できる月。自分の行動や思考に矛盾
を感じつつも、意外に楽しめる月になりそうな気配です。人生の
目標を見出したり、あきらめていたことが前に進んだりと、物事
が良い方向へと動くことも多いでしょう。
恋愛運 : 今ひとつな恋愛運をしています。あなたのことを想っている相手
の気持ちにも、まったく気付けない鈍感さを発揮してしまいそう
です。もう少し周りの異性の気持ちに敏感になっておけば、スン
ナリと良い縁が結ばれることでしょう。
金 運：倹約の意識が高まりますので、やや周りの人からはケチな印象を
持たれてしまうこともありそうです。それを気にし過ぎると、ロッ
クが外れて浪費に転じてしまうので気を付けておきましょう。
♥ラッキーデー：9

2/19

8/22

♥ラッキーデー：1

～
1/21

獅子座

～
7/23

全体運：成長を実感できる月になりそうです。加えてこれまでの努力が報
われることも多く、やればやった分だけ評価や自分の力になって
くれそうです。心が折れそうになっても、もうひとふんばりする
ことで、大きな飛躍を感じられる月になることでしょう。
恋愛運 : 気持ちが恋愛に向かないようで、どちらかと言えば守りに入って
しまいがちです。積極的になる必要はなく、マイペースを心掛け
ておきましょう。相手からのアプローチに対しては、気持ちが動
けば進めると良いでしょう。
金 運：入ってきたお金を回して運気を常に循環させましょう。特に交際
費として使うことは、あなたの総合運を高めることにもつながる
上、良い縁との出会いにも好影響を与えそうでお勧めです。

1/20

15

～
12/23

座

7/22

♥ラッキーデー：2

24

全体運：無理して自分を大きくや良く見せようとしたら、逆に失敗してし
まうことでしょう。頑張り過ぎもあまり良い結果にならないこと
でしょう。普段通りを心掛けて、他人にどう見られるかなどは気
にしないことが一番のようです。
恋愛運 : 同年代の異性よりも、相手が上の年齢の方が、より楽しめること
でしょう。すでにパートナーがいる人は、誘惑に気を付けておき
ましょう。軽い気持ちで近寄ってしまうと、今の相手との関係に
傷が付く不安もあります。
金 運：色々と消費してしまう時期のようで、財布が寒い状態になってし
まいそう。これまで貯めた各種ポイントなども、いつの間にか使っ
てしまうか、期限切れに気付かず失ってしまうこともありそう。
♥ラッキーデー：6

山羊座

蟹
～
6/22

全体運：仕事では出世のチャンスが、転職では理想の職種へ移るチャンス
が、恋愛では高嶺の花との縁ができるチャンスが、また金運や対
人運なども高まることで、あなたの望んだことが現実になる機会
が増えることでしょう。
恋愛運 : 愛があふれているようで、普段通りに接しているだけで、相手は
あなたに好意を持つようになることもあります。相手の本心を図
りつつ、自分の気持ちも表に出していくと良い関係を築くことが
できそうです。
金 運：勉強や習い事に絡んだ金運にツキがありそうです。資格試験など
は時に吉のようで、迷っていることがあれば進んでみると、望み
通りの結果につながっていることも有り得ます。

射手座

17

18

全体運：他人の意見を聞くのも良いですが、自分の主張を曲げる必要はあ
りません。他人の意見にどこか違和感を覚えても、反論するのが
面倒に感じることが多そうで、ついついそのまま受け入れてしま
いそうになるのを注意しておきましょう。
恋愛運 : 心配性な面が大きく出てしまい、相手のことを今ひとつ信用でき
ない疑心が出てしまいそう。また、交際をスタートさせたり、婚
約をしたりには向かない時期のようです。すぐに破局を迎えてし
まいそうです。
金 運：金運は徐々に上向くようで、嬉しい出来事もチラホラと起こりそ
う。欲しいと思ったものを購入しても、その分のプラスがあるの
で迷ったときは進めと思っていて良いかもしれません。
♥ラッキーデー：2

1/20

6/21

♥ラッキーデー：5

～
11/23

双子座

～
5/22

全体運：人との関係が深まる月のようです。特に人助けは良いようで、な
にか困っていることや悩みごとを抱えている人に対して、積極的
に手を差し伸べていくようにしましょう。大いに感謝されると共
に、あなた自身もまた良い影響をその人から受けることでしょう。
恋愛運 : 付き合いたてのカップルの場合、いきなり破局する可能性もあり
ますので気を付けておきましょう。独りの人は、今は焦って恋人
を求める必要もないでしょう。独りの時間を楽しみ、趣味に前向
きになってみると良いかもしれません。
金 運：金運が上昇に転じる月となりそう。急激にではなく、徐々に感じ
られる程度。大きな買い物や勝負に出ることは控えて。仕事は順
調に進行するようで、自分が携わった案件で大きな結果が出そう。

全体運：人と会話することや、会うこと自体に億劫な気持ちが涌いてきて、
接点を持ちたくないと感じてしまうようです。集中するには良い
のですが、取り残されてしまう可能性が大きいため、もっと外へ
向かう積極性を持った方が良いでしょう。
恋愛運 : 恋愛運は、やや鈍くなりそうです。パートナーとの関係がギクシャ
クしたり、急に連絡が滞ったりと、ピンチに陥ることもありそう
です。相手への信頼を保てるかどうか、その点に今後の距離感が
影響してくることでしょう。
金 運：なにかとお金絡みでイライラさせられるような気配です。お金を
大切にするのはもちろんですが、ここぞというときには、ドカン
と大きな決断が下せるような心を持っておきましょう。
♥ラッキーデー：9

蠍 座

18

11/22

5/21

♥ラッキーデー：5

～
10/24

牡牛座

～
4/21

全体運：他人に振り回されると、まったく自分の良いところが出せず、評
価を受けることができなくなってしまいそうです。気落ちしたと
きは、上手に気持ちの切り替えを図って、前進あるのみだと思っ
ておきましょう。
恋愛運 : 他人の自分を見る目に気が散り、自分らしい恋愛ができない様子
です。恋人がすでにいる人も、上の空になってしまいそうで、距
離ができてしまう可能性もあります。焦りは余計に難しく状況を
変えてしまうので、ドッシリ構えているようにしましょう。
金 運：生活水準を高いところで維持したい人は、これを機会に今一度自
分の生活を見直してみて、リスクの管理に徹底した厳しさを設け
るようにすると運気も改善されそうです。

天秤座

16

10/23

4/20

♥ラッキーデー：3

～
9/23

牡羊座

～
3/21

全体運：なにかと頼られる機会が増えて、満足度もアップしそうです。あ
なた自身もまた、自分のこれまでが評価を受けることになるので、
大いにやる気も涌いてくることでしょう。喜びを素直に表に出し
て、謙虚な姿勢を保っておくとさらに信頼度は増していきます。
恋愛運 : 常新しい恋が始まる予感に、気持ちが浮ついてしまうこともある
でしょう。先々のことを心配し過ぎて、失敗してしまうこともあ
るので気を引き締めておきましょう。最初からなれなれしくする
のもダメですが、変に壁を作ってしまうことも避けましょう。
金 運：いつの間にか財布が軽くなっているようで、今一度紐をしっかり
と締める必要がありそうです。また、勝負運も良くないので、安
易にギャンブルで増やそうとはしない方が良いでしょう。

あなたの星座は今月、 どんな運勢をたどるのでしょうか？

19

29

×危険日：6

15

24

全体運：煮詰まったときは過去を振り返ってみましょう。そこに問題解決
のためのヒントがあり、実はあなた自身がすでに経験していたと
いうことも多々ありそうです。人との縁も同じで、新しい縁を求
めるよりも、古い縁を大切にした方が良いようです。
恋愛運 : 恋愛運は高く、良い出会いに恵まれそうです。周りの人もあこが
れるような相手との交際も、期待を持って良いかもしれません。
そういった相手の方からあなたへ想いを寄せるような暗示があれ
ば、すぐに心を開いて受け入れてみると良いでしょう。
金 運：無駄なものを購入して、後悔の残る月になりそうです。財布の紐
をしっかりと締めることに加え、意思の強さを持つことが求めら
れます。見栄を張る必要もなく、自然体が一番のようです。
♥ラッキーデー：8

17

25

×危険日：1

14

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

Event

Spor ts

JapanFest 2020

アトランタの秋の訪れとともにすっかり恒例
となりました JapanFest。34 年目を迎えたこの
イベントは、今では 20,000 名を超える入場者を
迎える行事となり、日米の文化交流においてア
メリカ南東部では重要な役割を果たすイベント
となりました。
今年の JapanFest はコロナ為バーチャルフェスティバル
として開催。”Wasshoi One World” をテーマに、伝統、
音楽、ファッション、テクノロジー、アニメの 5 つのカテ
ゴリーから、様々な文化をご紹介しております。

Movie
The New Mutants
『X-MEN』シリーズのス
ピ ン オ フ 映 画『 ニ ュ ー・
ミュータンツ（原題：The
New Mutants）
』 は、 脚
本・監督のジョシュ・ブー
ン い わ く「 ま ぎ れ も な く
X-MEN 映画」だという。
5 人の若きミュータント
は自分の能力を制御するこ
とができなかったため、病
院に拘束されるが、やがて
医師たちの目的が治療では
ないことが明らかになって
ゆく。過去にトラウマを抱えた彼女たちは、自身の恐怖と
対峙しながら、病院からの脱出を試みる。
メインキャラクターとなるマジックを演じるのは若手女
優のアニャ・テイラー＝ジョイ。マジックは魔法のような
瞬間移動などの能力を持つミュータントで、コミックでは
『デッドプール』などに登場したコロッサスの妹でもあり
ます。メイジー・ウィリアムズが演じるウルフスベーンは、
狼に変身する能力のあるミュータント。いわば狼女といっ
たイメージでしょう。
全米公開は 8 月 28 日。

PGA TOUR

State Farm Arena

PGA プロゴルフのツアー
2019-2020 シーズンです。

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

■■ 9 月 4 日 -7 日
TOUR Championship
East Lake GC, Atlanta, GA
■■ 9 月 10 日 13 日
TSafeway Open
Silverado Resort and Spa North, Napa, CA
■■ 9 月 17 日 -20 日
U.S. Open
Winged Foot GC, Mamaroneck, NY
■■ 9 月 25 日 -27 日
Ryder Cup
Whistling Straits, Kohler, WI
■■ 9 月 24 日 -27 日
Corales Puntacana Resort & Club Championship
Corales Golf Club, Punta Cana, DOM
■■ 10 月 1 日 -4 日
Sanderson Farms Championship
CC of Jackson, Jackson, MS

■■ 9 月 04 日から
■■ 9 月 07 日から
■■ 9 月 21 日から
■■ 9 月 25 日から
■■ 9 月 04 日から

●● 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
■■ 9 月 30 日

Five Finger Death Punch

Coca-Cola Roxy Theatre
800 Battery Ave SE Suite 500,
Atlanta, GA. 30339
☎ 470-351- 3866 Ext 38186
www.cocacolaroxy.com

Theatre
Fox Theatre

ナショナルズ
マリーンズ
マリーンズ
レッドソックス
ナショナルズ

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

3 連戦
3 連戦
4 連戦
3 連戦
3 連戦

●● 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
■■

NFL Atlanta Falcons
アトランタファルコンズの
ゲーム案内です。

Alliance Theatre

■■ 9 月 13 日 対 シアトル
■■ 9 月 20 日 対 ダラス
■■ 9 月 27 日 対 シカゴ
■■ 10 月 05 日 対 グリーンベイ
■■ 10 月 11 日 対 ノースカロライナ

1pm
1pm
1pm
1pm
1pm

9 月 03 日

SEPTEMBER

MBZ
MBZ

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

●● High Museum 横の Woodruff Art Center の劇場

MBZ

Labor Day （労働者の日）

労働感謝の日。初めてこの日を祝ったのは、ニューヨーク
市の中央労働組合（Central Labor Union）で、1882 年 9 月 5
日のこと。1894 年には米国議会が 9 月の第 1 月曜日を祝日
にした。さまざまなイベントやセールも行われる。一般的に、
「夏が終わる日」とされ、夏の終わりを大自然の中で満喫しよ
うと、アウトドアに出かける人も多い。

Labor Day （労働者の日）
Patriot Day （パトリオット デー）
敬老の日
秋分の日
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6400 Sugarloaf Pkwy, Duluth, GA 30097
☎ 770-813-7600
www.gwinnettcenter.com

アトランタブレーブス
ホームゲームのみの案内です。

9
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Infinite Energy Arena

Atlanta Braves

2020

9 月 03 日
9 月 11 日
9 月 17 日
9 月 23 日

Music

9 月のカレンダー

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

MLK Museum キング牧師博物館

www.atlantabotanicalgarden.org
■■ 火－日 9 時―5 時（4 月からは 9 時―7 時）

Uniquely

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 )

AT L

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

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

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

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

CNN Studio Tour
CNN スタジオツアー

●● Web のイベントガイドを確認してください

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

SKY VIEW

●● 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

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

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

1345 Piedmont Ave. Atlanta GA 30357
☎ 404-876-5859

9 月 11 日

Patriot Day （パトリオット デー）

愛国者の日 （2001 年 9 月 11 日に起きた「同時多発テロ事
件」の翌年の 2002 年にブッシュ大統領により制定された）

9 月 17 日

敬老の日

1966 年に「国民の祝日に関する法律」が改正され「多年に
わたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」祝日と
して敬老の日が制定された。この日は、723 年、聖徳太子が
四天王寺に、貧しい人や病人、孤児などを救済する悲田院（ひ
でんいん）を設立した日とされており、それにちなんだもの。
（日
本）
9 月 23 日

秋分の日

国民の祝日の一つ。9 月 23 日頃で，秋の彼岸の中日。秋分
にあたり，昼夜の長さがほぼ等しい。祖先を敬い，亡くなった
人々を偲ぶ。 1948 年までは秋季皇霊祭と呼ばれた。
ANIS ATLANTA - September 2020
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格闘家の戯言◎高橋督

格闘家の戯言
コロナ禍で稽古は相変わらずバーチャル中心である。普

国際大山空手道連盟
アトランタ支部長 高橋督

一般的に言うフルコンタクト空手とは基本的に手による

通なら実際に相手と向き合い 叩き叩かれ、蹴飛ばし、蹴飛

顔面への攻撃や、急所、背中以外のならどこを叩いても、蹴っ

ばされに喜びを感じている私達（もちろん道場のメンバー

飛ばしてもいいですよというのが試合のルールなので、普

も含む）にとって、そんな当たり前のことができず何かを

段の稽古も試合のルールに基づいた戦い方が中心になって

叩きたくてウズウズしている。

しまうという弊害がある。コロナ禍で対人で稽古ができな

普通だったら道場で二人組になって一人がミットを持ち、 いのなら、それならいっその事相手がいるときはできない
もう一方が突いたり蹴ったりできるのだが、今それを道場

危ない事をやってしまおう、と思ったのだ。

でそれをやるのはばかられる。
空手はもともと自分の身を守るために生まれたもの。普
道場にボクシングジムのように何本かサンドバッグでも

段普通に使っている基本的な技でさえも使い方によっては

あればよいのだが、ウチのような貧乏道場にそんなものが

とても危険な技になりうる。単純な基本も技でさえ実は危

あるはずもない。かといって壁を叩いたりしたら壁に穴が

険な技の宝庫なのだ。

開くし、壁ではなく鉄製の柱を叩いたとしても隣のドライ

普段何気なく使っている技も、間合い、角度、タイミング、

ビングスクールとヘアサロンからのクレーム必至なので、

ターゲットを少し変えるだけと想像しただけで、「それ、危

もちろん叩くわけにもいかない。

なすぎ。ダメでしょ」という技になってしまう。でも、そ

仕方がないのでフロアを叩きなが腕立てをするというな

れも技の多面性の説明のひとつ。空手を習っていますとい

んとも昭和の道場的な稽古になってしまう。しかしこれも

う人が、試合で使っていい技以外は知らないというのはど

道場だからフロア（柔道用の畳）を叩けるのだが、自宅か

う考えてもおかしい。そうかといってアブナイ事をすぐい

らのバーチャル参加の生徒達がフロアを叩きだしたらそれ

い気になって使ってしまうような

はそれで問題なので彼らには「長い間何も叩かないと、拳

輩には教えられないのだが、ウチ

が弱くなってしまうのを忘れないように」という事だけに

の道場にはそういう事をする人間

とどめている。

はいないので安心してアブナイ事
を教えられる。

稽古の内容は前回も書いたように組手ができない分、そ

コロナ禍でメンバーの技が研ぎ

れぞれの技を掘り下げ、それを応用したコンビネーション

澄まされてどんどんアブナイ人間

の反復稽古となる。毎回クラスのテーマが違うのでいつも

が出来上がっていく。指導者とし

同じというわけでは無く、私もかなりテンションを高くキー

てうれしい限りであるが、現役バ

プして汗をボタボタ（ポタポタではなく「ボタボタ」ね）流し、 リバリの若い選手が私を本気に倒

36

声を張り上げてやっているので毎回満足感があるのだが、

しに来るのだけは止めてもらいた

それでもちょっとスパイスが欲しくなった。

いものだ。オス。
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クラシファイド広告

クラシフ ァイド広告
Cl a s s i f i ed

一般求人
ヤマト運輸アトランタ支店

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

食品会社セールス募集

月 ～ 金、 フ ル タ イ ム、 勤 務 地 :Norcross,
GA ( 近辺州に出張へ出れる方 )
詳細は電話又は Email でお願いします。
会社名：Yamasho Atlanta Inc 担当：山内
☎ 770-263-9312 E info@yamashoatl.com

IACE トラベルアトランタ店

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

ウィンタースチャペル幼稚園

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

マリエッタ / ロズウエル公文

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

日本語補習校教師募集

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

LCA コンシェルジュサービス

通訳、ガイド、留学生サポート、動画編
集等のご経験のある方ご連絡ください。
詳細 :support@atl-concierge.com まで

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。

Salon LIHGA スタッフ募集
スタイリスト募集
E salonlihga@gmail.com 迄

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

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

カンバーランドファミリーデンタル

幸楽ラーメン

Salon i スタッフ募集

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

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

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

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

はじめ スタッフ募集

日本食シェフ募集 オーガスタ

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

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。
Noriko 迄 noriko@nakatorestaurant.com

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@gmail.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

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募集

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

従業員募集。詳細は☎ 770-335-3070

従業員募集。詳細は☎ 470-428-2388

教

HIRO RAMEN & TEA BAR

ANIS

ATLANTA
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

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

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

●● Advance Payment is required to place your ad. Pay with Check
or Money Order.
●● All ad must be received by the 15th for the issue.
●● No refunds in any case.
●● 掲載された広告内容に関しましてはアクシスは一切責任を
負いかねます。
●● 広告掲載をされる場合、内容によっては掲載をお断りする
こともありますので、ご了承ください。また、レイアウ
トの都合上、広告掲載時の行数は異なる場合があります。
We do not accept responsibility for ads appearing on this
magazine. we may refuse to place the ad if the contents is not
suitable for the magazine. The number of the line may differ
from the original form for the layout reason.
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編集後記
次回 2020 年 10 月号は
10 月 5 日ごろ配布予定

暑い夏もやっと終わりの兆しが見えてきましたが、今度
は台風等がどんどんやってきているので、これ以上の大き
な災害にならないようにと祈らずにはいられません。
そんな中、コロナの感染者数はジョージア州がとうとう
最多となり、テキサス、フロリダ州がこれに続くこととな
り、依然として国内最多の水準にあることが浮き彫りに
なっています。こんなに感染が拡大しているのに、マスク
の着用で政治論争をしている場合じゃないですけどね。

ANIS ATLANTA
NO. 9
September 2020

こんな状況下なので、最近は外に出かけるのはもうあき
らめて、小さなガーデンを作って楽しんでいます。以前は
観葉植物のみでしたが、最近は食べれる植物に変更。自分
で育てた大葉を薬味に、紫蘇でジュースを作ったり、どん
どん大きくなり続けているエゴマの葉を醤油漬けにしたり
してます。新鮮ですし、好きなだけ作れるのも魅力ですね。
そろそろ夏の疲れが出る頃なので睡眠をたっぷりとるよ
うにし、食事のバランスを整えることを意識して過ごすよ
うにしています。ちょっとペースを落として、ゆっくり過
ごす日を持つのも必要なのかともしれませんね。
次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。
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ANIS ATLANTA は以下の場所に配布されています
ジョージア州：
アトランタ主要日本食レストラン

アトランタ総領事館 ジョージア日米協会

ウエストミンスター日本人教会

倉岡クリニック

ジョージア日本語補習校

アトランタ日本語バブテスト教会

ICAGeorgia

アトランタ公文アカデミー

ウィンタースチャペル幼稚園

日系美容室

アジアンスーパー

他

テネシー、アラバマ、サウスカロライナ、ノースカロライナ州：
Wismettac Asian Foods, 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。
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広告・クラシファイド・取材記事・連載コラム
お問い合わせは、下記までお願いいたします。

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