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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。

　Amazon.com の共同創業者であり、CEO、会長、社長を兼ねる。
フォーブスの長者番付で 1120 億ドルを保有する世界一の資産
家である。
　アマゾンのほか、有人宇宙飛行事業を目的とするブルーオリ
ジン社を 2000 年に設立し、ベゾスの私財を 5 億ドル以上投資
している。2013 年には、歴史ある高級日刊新聞を発行するワ
シントン・ポストを 2 億 5000 万ドルで買収するなど、現代最
高の実業家の一人として広く認められている。
　2019 年 7 月マッケンジー夫人との離婚が成立しアマゾン株
1970 万株（当時 383 億ドル相当）が財産分与として譲渡される。
　1964 年にバイクショップオーナーの父と 17 歳の高校生の
母の子として生まれる。ほどなく母は離婚し 1968 年にキュー
バ移民のベゾス氏と再婚した。ジェフは幼少期の多くをテキサ
ス州で過ごしたが、一家でフロリダ州マイアミに引っ越し、マ
イアミで高校生活を送った。
　1982 年に卒業生総代をつとめ、奨学金を得てプリンストン
大学に入学。電気工学と計算機科学で学位を取得し卒業したベ
ゾスは金融決済システムを手がけるスタートアップ企業に就
職、開発部門と顧客サービス部門の責任者を務める。その後金
融大手バンカース・トラスト、新興ヘッジファンド D.E. ショー
で働き、1994 年 7 月にオンライン書店 Amazon.com を自宅の
ガレージで起業した。
　創業から 3 年後に IPO を行い 1988 年には書籍以外に音楽や
映像、日用品も取り扱うようになっていた。その後 2002 年に
はアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）を開始。2019 年現在
ヨーロッパ、アジア、中南米の 15 カ国で Amzon で運営してお
り 1778 億ドル以上の売り上げがある。

もし自分の知ってることだけをやると決めたのなら、テーブル
の上に多くの可能性が残されたままとなるでしょう。
If you decide that you’re going to do only the things you know 
are going to work, you’re going to leave a lot of opportunity on 
the table.

危険なのは進化しないことである。
What’s dangerous is not to evolve.

ビジネスで求められる一般的な質問は「なぜ？」だ。これもい
い質問だけど、同じくらいいい質問がある「なぜ、だめなん
だ？」。
The common question that gets asked in business is, ‘why?’ 
That’s a good question, but an equally valid question is, ‘why 
not?

発見には常にセレンディピティが伴うものだ。
There’ll always be serendipity involved in discovery.

イノベーションを実行するのであれば、誤解されることさえ積
極的であるべきだ
You have to be willing to be misunderstood if you’re going to 
innovate.

私の見解では、すべての企業には長期的な視野が必要なのです。
My own view is that every company requires a long-term view.

アメリカの実業家
名前：ジェフ・ベゾス
国 :　 アメリカ合衆国 ニューメキシコ州 
生 :　1964 年 1 月 12 日 

偉人の名言
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ニュースダイジェスト
ｉ I Ｐｈｏｎｅ１２、登場はいつ？
　米アップルが９月に開催する恒例の発表会に注目した消費者
はもうすぐ登場するとみられているスマートフォン「iPhone（ア
イフォーン）12」の詳細について聞くことができると期待し
ていたかもしれないが、約１時間の発表会で取り上げられたの
は新型の時計型端末「Apple Watch（アップルウォッチ）」や
タブレット端末「iPad（アイパッド）」だった。

　iPhone が登場しなかったことは全く意外だったというわけ
ではなかった。アップルは先ごろの四半期決算発表で新型コロ
ナウイルスの感染拡大の影響でサプライチェーン（部品供給網）
に混乱が生じ新型 iPhone の発売に遅れが出るかもしれないと
明らかにしていた。
　アップルのルカ・マエストリ最高財務責任者（CFO）は７月、

「昨年、我々は９月下旬に iPhone の販売を始めていた」したう
えで、今年は数週間の遅れが発生するだろうとの見通しを示し
ていた。
　レティクル・リサーチのアナリストによれば、一部の部品の
供給には新型コロナウイルスが影響を与えているかもしれない
が、製造能力はここ数カ月で堅調に回復しているという。今度
の iPhone が本当に消費者が求める新しいテクノロジーを届け
られるなら、発売延期も売り上げにとってはいいことかもしれ
ない。重要なのは年末商戦に間に合うかどうかで、そういう意
味では発売が数週間遅れても大きな変化ではないという。
　専門家の予想が正確なら、待つかいはありそうだ。iPhone12
はアップルのスマートフォンとしては初めて高速通信規格 5G
に対応したとみられている。
　次世代の高速通信網が利用できるなら何百万人もの人々が買

い替えを考えるかもしれない。実際に専門家は、5G に対応し
た iPhone によって新端末への大量の買い替えが発生するとみ
ている。
　韓国のサムスン電子は１年前に５Ｇ対応端末を発売した。
グーグルは 9 月末に５Ｇに対応したスマートフォン「Pixel（ピ
クセル）」を発表するとみられている。

米西海岸の山火事、過去 18年で最悪の規模
　 米カリフォルニア州など西海岸一帯で続く山火事の煙が、
大西洋を越えて北欧にまで到達した。欧州連合（EU）の気候
監視機関コペルニクス大気モニタリングサービス（CAMS）が
9 月 16 日に明らかにした。CAMS は、過去 18 年の観測史上、
最悪の山火事と位置付けている。
　山火事は８月中旬にカリフォルニア州とコロラド州で発生
し、９月に入るとオレゴン州やワシントン州でも相次いだ。
　CAMS は衛星を使って世界各地の山火事の様子を観察してお
り、米国の今年の山火事の勢いは、2003 ～ 2019 年の平均値
に比べて数十倍から数百倍強く、2003 年以来 18 年間の観測
史上、最も大きいと指摘した。
　CAMS のデータや衛星画像によると、山火事で発生した厚い
煙は米西海岸沿いの太平洋上に数日間停滞した後、ここ数日の
間に米全土とカナダの上空へと押し戻された。
　先の週末には大西洋を越えて北欧に到達しており、この現象
は今後数日中に再び起きると予想している。

発見間もない小惑星、地球に最接近
　米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）が発見したばかりの小惑星

「2020SW」が地球に接近している。米東部標準時の 9 月 24
日午前 7 時 12 分ごろ、オーストラリアとニュージーランドに
近い太平洋南東部の上空を通過する。
　2020SW は今月 18 日に発見されたばかりだった。直径 4.5
～ 9 メートルとスクールバスほどの大きさで、地球から約 2
万キロの距離を通過する見通し。この距離は、地球の約 3 万
5000 キロ上空の軌道上にある静止気象衛星より、はるかに近
い。
　天体観測サイトの「earthsky.org」によると、2020SW は地
球の重力の影響を受けて、速度と軌道が変化する。
　NASA 地球近接天体研究センター（CNEOS）の専門家によれ
ば、今回のような小型の小惑星は大量に存在していて、毎年数
回、至近距離を通過するものがある。

ニュースダイジェスト



ANIS ATLANTA - October 202008 



09ANIS ATLANTA - October 2020

 HT International Realty LLC 

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

住宅  
  
“
 
売買∙ 賃貸∙ 投資” は信頼と実績 の

    

お客様の大切な不動産、親切丁寧に

お仕事いたします。 

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

　「幸いなことに、今回の小惑星は地球に影響を与える軌道上
にはない。もしあったとしても、地球の大気によって分解され、
明るい隕石（いんせき）ができる」と専門家は指摘する。
　今回の 2020SW は 6 日前に発見されていたが、８月に観測
された小惑星「2020QG」は、誰にも発見されないまま地球に
記録的な接近を行っていた。

新型コロナ検査キットをドローンで配達
　米小売り大手のウォルマートが、ドローンを使って新型コロ
ナウイルスの検査キットを届けるサービス実験を開始した。
　ドローンを使った配達実験は、北ラスベガス店が 9 月 22 日
から開始した。同店から半径 1 マイル（約 1.6 キロ）以内の住
宅を対象に、ドローンを使って新型コロナウイルスの検査キッ
トを投下する。

　客にはショートメールで配達通知が届き、庭や進入路などに
検査キットが投下される。配達時間は５分足らずで、配送料は
無料。
　採取した試料をフェデックス経由で検査機関のクエストラボ
に送ると、結果が通知される仕組み。通常は 2 日で結果が出る。
　ウォルマートはブログの中で、「自己検査キットのドローン
配達によって、大規模な非接触検査ができるようになることを
期待する」と述べている。
　ドローンを使った検査キットの配達実験はニューヨーク州
バッファロー郊外のチークトワーガでも 10 月初旬から開始す
る予定だが、それ以外の場所については発表していない。
　ドローン配達は午前８時半～午後３時半の時間帯で「在庫が
続く限り」利用でき、配達先は１戸建て住宅のみ。「予想外の
物理的障害、電線、樹木、車、天候」によって、配達が妨げら
れることもあるとしている。

　言い換えれば、雨が降っている日はドローン配達が利用でき
ない可能性がある。
　クエストとウォルマートは先週、ウォルマートのドライブス
ルー薬局 500 店以上で、新型コロナウイルスの検査ができる
ようになったと発表していた。

発砲事件、昨年比でほぼ倍増　米ＮＹ市
　米ニューヨーク市警は 9 月 24 日までに、市内で今年これま
で起きた発砲事件は 9 月 20 日の時点で計 1123 件で、前年同
期の 580 件に比べほぼ倍増したと報告した。
　このうち死亡者が出たのは 214 件。昨年同期は 111 件だっ
た。他の事件を含めた犠牲者総数は 1383 人で、昨年同期は
679 人となっている。

　全米の他の都市でも春の後半以降、銃絡みの暴力事件が増え、
一方で全般的な犯罪件数が少なくなる傾向が見られる。背景に
は、新型コロナウイルス対策での閉鎖措置の終了、大量の失業
者発生、大規模な黒人への暴力反対デモや夏季には通常、犯罪
行為が増えるなどの要因が絡む。
　刑事裁判問題に関する超党派系の米シンクタンクによると、
米国の主要な 20 都市で今年 5 月～ 6 月に発生した殺人事件は
前年比で 37％増だった。多いのはシカゴ、フィラデルフィア
やミルウォーキーなどだった。
　ニューヨーク市では 40％増だったが、他の犯罪件数は減少。
特に重窃盗罪は激減した。
　同市内で起きた犯罪件数の総数は９月２０日の時点で、前年
同期比で 1.7％落ち込んだ。２年前と比べれば 3.6％減で、10
年前からは 10.6％減った。犯罪件数の下落は米国の他都市で
もここ数十年続く傾向となっている。発生が最多だったのは
1990 年代だった。
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３カ月余りで 70億本
　全米ホットドッグ・ソーセージ評議会

（NHDSC）のエリック・ミッテンタール
会長によると、「米国人は、メモリアルデー

（５月の第４月曜日）からレーバーデー（９
月の第１月曜日）までの間に推定 70 億
本のホットドッグを食べる」という。
　ホットドッグは「典型的な米国の食べ
物」と思われるかもしれないが、もとも
とはそうではない。
　このケーシング（表皮）に肉を詰めて
作るソーセージは「フランクフルター」
とも呼ばれ、当初はドイツの街、フラン
クフルト・アム・マインが発祥地と考え
られていた。しかし、ホットドッグ史の
研究者たちは、東欧、特にドイツで生ま
れたソーセージ文化は、特定の街で生ま
れたわけではないと主張する。
　シカゴにあるルーズベルト大学の名誉
教授で、ホットドッグ史を研究するブルー

ス・クレイグ博士によると、たしかにフ
ランクフルトという名前は、このソーセー
ジが生まれた地域を指しているが、必ず
しもフランクフルトの街が発祥地という
わけではないという。
　1800 年代半ばにドイツからの移民に
よって米国に持ち込まれたホットドッ
グは、サンドイッチが大好物で、当時
すでに歩きながら食べるのが好きだった
ニューヨーク市民に最適な食べ物だった。
　路上でソーセージを食べるというドイ
ツ人の発想は、アメリカ人の心をわしづ
かみにした、とクレイグ博士は言う。
　そして 1867 年、ブルックリン地区の
南端に位置するコニーアイランドで、ブ
ルックリン出身の起業家精神あふれるパ
ン職人チャールズ・フェルトマンが、改
造したパイ販売用の屋台でホットドッグ
の販売を始めた。

ホットドッグ用バンズの誕生
　チャールズ・フェルトマンは、手で細
長く切り分けたバンズを開発した。これ
が現代のホットドッグ用バンズの前例と
なる。
　その後、ホットドッグ人気が急上昇す
ると、フェルトマンはさらに高い目標を
掲げ、レストランやホテルと提携関係を
結び、1873 年にコニーアイランドに広
大なリゾートをオープンした。
　コニーアイランド・ヒストリー・プロ
ジェクトなど、コニーアイランドの歴史
に詳しい多くの情報筋によると、フェル
トマンのレストラン「オーシャン・パビ
リオン」には 1920 年代まで年間約 500
万人の客が訪れた。１日に売り上げたホッ
トドッグの数は約 4 万本に上ったという。

コニーアイランド
　フェルトマンの巨大なリゾートに加え、
コニーアイランド行きの地下鉄が開通し
たことにより、コニーアイランドは重要
な観光地となった。そして、ホットドッ
グはこの重要な文化的瞬間の中心にあっ
た。
　フェルトマンのリゾートは徐々に衰退
していったが、本人は自分でも気づかな
い間に、後にアメリカのホットドッグ文
化の象徴となる偉大な人物を見出してい
た。
　当時、パンを切り分ける機械を持って
いなかったフェルトマンは、ネイサン・
ハンドワーカーを雇い、ホットドッグ用
にパンを切り分ける仕事をさせていた。

米国の食のシンボル
ホットドッグの
歴史を振り返る

今やホットドッグが、米国文化のナラティブ（物語）の一部であることに異論はないだ

ろう。特に今年はかつてないほどホットドッグの人気が高まっており、バーベキューシー

ズンが始まるはるか前の３月にホットドッグの売り上げが 127％も増加したという。
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そしてこの人物こそが、後に米国で最も
有名なホットドッグ販売業者の１人にな
る。
　ネイサン・ハンドワーカーは、1916
年に自身のホットドッグブランド「ネイ
サンズ・フェイマス・ホットドッグス」
を立ち上げた。今やこのブランドは、コ
ニーアイランドで販売されているホット
ドッグの代名詞となっており、毎年７月
４日の独立記念日には、コニーアイラン
ドでネイサンズ主催のホットドッグ早食
い選手権が開催されている。

トッピング
　無論、19 世紀後半にホットドッグが根
付いた場所はニューヨークだけではない。

「移民が各地に分散するにつれて、ホット
ドッグも全米に広がった」と、エリック・
ミッテンタール氏は言う。
　「シカゴスタイルのホットドッグが根付
いたのは世界大恐慌の時だ。当時、ホッ
トドッグの屋台ではさまざまな種類の
トッピングが提供され、客はそれをホッ
トドッグの上にたっぷりのせて食べた。
シカゴ以外の場所でも、独特なホットドッ
グが売られていた」（ミッテンタール氏）
　トッピングにより各地のホットドッグ
には違いがあるが、唯一共通しているの
は手頃な値段だ。おいしくて、食べ応え
があり、そして安い。それはどの都市で
も変わらない。それこそが場所を問わず、
ホットドッグが人気である理由だ。
　ドイツ人の移民は、デトロイト、ミル
ウォーキー、そして後にロサンゼルスへ
と、米国中の都市に自分たちのソーセー

ジへの愛情を広げた。
　ドイツ人が行く所には必ずホットドッ
グがあった。無論、ニューヨーク市民は
こう反論するだろう。「歩きながら食べる
のに最適」というホットドッグの特徴は、
彼らの街でこそ効果を発揮する。だから
こそ、ニューヨークにホットドッグが根
付いてから 100 年以上が経過した今も、

「ホットドッグはニューヨークの食べ物」
と広く考えられている。

ホットドッグの名前の由来
　まず一つ目がハリー・モズリー・ス
ティーブンスという男が販売の掛け声の

ために言ったという説。
　1902 年 4 月、ニューヨークのポロの
試合で、スティーブンスは寒い 4 月の日
に、アイスクリームと冷えたソーダを売
ろうとしていて大失敗した。挽回を図っ
てありったけのソーセージとパンをかき
集め、ホットドッグにして売ったところ
大成功を収めた。
　彼はポータブル湯沸かし器とパンを
抱えて「熱いよ！（Red Hot!）お熱い
うちにダックスフンド・ソーセージ

（Dachshund Sausages）をお買い上げく
ださい！」と叫びながら売って回ったそ
うです。
　それを見たニューヨーク・ジャーナル
の漫画家タッド・ドーガンが、今話題の
ダックスフンド・ソーセージ屋の紹介記
事を漫画で新聞に掲載する時に、スティー
ブンスの掛け声を漫画に書くために少し
省略し、「ホット・ドッグ！」という掛け
声で売っていると書いたのが始まり、と
いうもの。
　もっともらしいですが、ドーガンが書
いた漫画というのは実のところ発見され
ておらず、証拠がないのがこの説の弱点
です。
　ホットドッグの起源・語源・歴史につ
いての書籍も沢山出ていますし、博物館
でも「ホットドッグの歴史」展が開催さ
れたりするなど、人々の関心をはかなり
のもの。ご当地によってスタイルもそれ
ぞれで、シカゴスタイルはケチャップは
ホットドッグに属してないようです。
　ご当地のホットドックを是非お試し下
さい。

コニーアイランドきってのブランドに成長した「ネイサンズ・フェイマス・ホットドッグス」
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デトックスで体キレイ！

デトックスで体キレイ !

デトックスは、ダイエットにも効果があるそうです。
しかし、興味はあるけれど、何となく不安・・・

という人も多いのではないでしょうか。
実はデトックスは普段の生活や食事がとても大切なんです。
正しく理解して、デトックスライフを心がけてみませんか。
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デトックスとは？
　人間の体には、体内で不要になった「老
廃物」、環境ホルモンを始めとした「有害
化学物質」、銀、鉛、カドミウム、ヒ素といっ
た「有害ミネラル」などの毒素が、知ら
ず知らずのうちに溜まっています。最も
研究が進んでいる「有害ミネラル」を排
出することを中心にデトックスと呼んで
います。
　「有害ミネラル」は日々摂取する食物や
水などから体の中に入りますが、便、尿、
汗、毛髪や爪などからすぐに排出すれば
問題なし。これを取り除くことで体調が
よくなるという結果が出ています。

毒素って何？
　身体の中に溜まる毒素には２つの種類
があります。『水・空気・食べ物』など、
外部から取り入れて溜まってしまう毒素
と、ストレスを受けることにより多く作
られることが知られている『活性酸素』
といった身体の中で作られてしまう毒素
です。
　『化学物質』にはどういうものがあ
るのか、というと建物の塗料に含ま
れていることがあるアセトアルデヒドや、
ゴミを燃やした時に出ると言われている
有名なダイオキシンなどがあります。『有
害金属』には残留農薬に含まれているヒ
素のほかに、有機水銀や鉛・カドミウム
などがあり、これらは知らず知らずのう
ちに体内に蓄積されています。

デトックスは必要なの？
　デトックスとは、外部から流入したり、
内部から自然に発生した毒素を、腸や
肝臓、腎臓、血液など、全ての器官から
除去して抵抗力の強い身体を維持するこ
と。臓器を休めると同時に、そのあとの
臓器の機能そのものも高めていくことで
す。
　毛細血管は髪の毛よりも細く、このど
こかに毒素がたまっているだけで、全
身にうまく血液が流れなくなり、やがて
体にさまざまな不調をもたらします。そ
のような状態で、いくらダイエットで食
事のコントロールや厳しい筋トレをして
も、まずはその毒素そのものを除去して
あげない限り、必要な栄養素が全身に運
ばれにくいのです。

デトックスとは？ 

　ダイエットにもトレンドがあり、糖質制限や DASH ダイエット、ケトジェニックやパレオダイエットなどさまざまです。その中
のひとつとして、デトックスを経験した人もいらっしゃるかもしれないですね。ただ、デトックスは科学的根拠がないと言われて
いたり、そもそもダイエットに有効なのか、疑問の声も多いです。
　そこで、本来デトックスとはどういう意味なのか、私たちの体にどういった効果をもたらすのか、。また心のデトックス方法や食
材、ドリンクなどデトックスにまつわるおすすめを続けてご紹介します。
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自分でできるデトックスはありますか？

　効果的なデトックス方法は、栄養素をバランス良く取りながら排泄機能を高めること。解毒・排泄・消化機能を司るのは体内の
臓器の中でも、腸、肝臓、腎臓です。これらの働きを良くし、同時に血管と血液も浄化していくことが何よりのポイントです。
毎日の生活でも充分可能です。ストレスなく、手軽にトライできることからはじめてみてください。

ダイエットにも効果的？
　不要なものを引き算をして、体の土台
を整えることがデトックス。土台がきち
んとできあがった結果、代謝がよくなり、
ダイエットにも繋がるというわけです。
　体内の老廃物や毒素を排出すること
で、本来の体の働きを取り戻すことが「デ
トックス」であり、実はこのデトックス、
直接的にダイエットの方法を指すもので
はありません。
　しかし、デトックスを上手に行うこと
で新陳代謝を高めたり、冷えを解消した
りすることで、結果的にダイエットに対
してアプローチできます。毒素は脂溶性
であるため、体内の毒素を排出すること
で脂肪も落としやすくなるのです。

肌荒れにも効果はある？
　肌にもダイエットと同じことが言えそ
うだ。まず、肌荒れの原因を突き止めな
ければいけない。
　たとえば、肌荒れの原因が大量の砂
糖だとすると、それはデトックスよ
りも砂糖の摂取を止めた方が得策なのだ。
その原因を排泄するにはどうすべきか。
そしてそれは解毒すべきものなのか、予
防すべきものなのかを考えてほしいで
す。
　ただその肌荒れの原因であるものが代
謝をして、ニキビが減ったり肌がきれい
になったりすることはあり得る。その代
謝をあげるためには、やはり運動をして
汗をかくことが大事なのだ。

　

デトックスの効果

　本来、デトックスとは目的とした毒を排泄することをいうが、最近では毒が体内に侵入するのを防ぐことまでデトックスと言わ
れているのが現状です。肥満という症状があるとして、その原因は何かを考え、それが食べすぎだったら、食べすぎてしまうのを
止める。それはデトックスではなく予防になります。日々できるデトックスとしては日常的に運動をして汗をかくこと。

デトックスでアンチエイジング

①水分を 1日 1リットル以上とる　

　排泄を促し、血液をスムーズに流して
体内を浄化させるためためには水の力が
必要。良い水をたっぷりと飲んで体内を
綺麗に保ちましょう。

②毒素を入れない食事を心がける
　なるべく無農薬野菜など安全なモノを
選びます。魚介類はえらやはらわたを取
り除き、ダイオキシン汚染部分を除去し
ます。煮魚は熱湯をかけてから調理。肉
類はアクを丁寧に取り除きます。野菜は
水道水で洗ったあとに、ミネラルウォー
ターや家庭内で浄水器を通した水（逆浸
透膜浄水※が理想的）をかけるとグッド。

③毒出し食材を一緒に摂る
腎臓・肝臓・胃腸の解毒、消化、排泄薬
味として使われるニンニク、しょうが、
ねぎなど、そして青物を始めとする野菜
類は、毒素を結合して排出する機能をもっ
ています。毒素の無毒化を促進するトマ
トやイワシなどもおすすめ。食物繊維を
多く含むゴボウ、こんにゃくなどは、毒
素を押し流す役割を果たしてくれます。

④体を動かす
簡単なストレッチや日々の家事の延長線
上の動きで OK です。できることから始
めましょう。

⑤リラックスする
好きなことをする、半身浴をするなど、
自分の心と体が解き放たれる時間を作り
ましょう。
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デトックスに効く食べ物は？

■リンゴ
リンゴに含まれるポリフェノールは抗酸
化作用が強く、紫外線などの活性酸素が
原因で起こるシミソバカスなどを防いで
くれるという効果があります。ポリフェ
ノールは内臓脂肪を減らしてくれる効果
も！ ポリフェノールは皮の部分に多く含
まれるため、ぜひ皮付きで摂取したいと
ころ。また、水溶性食物繊維も豊富なので、
整腸作用にも効果を発揮します。

■キウイ
カリウムを豊富に含むキウイは、むくみ
の解消にぴったり！ また、ビタミン C を
豊富に含むため美肌効果はもちろんのこ
と、病気の原因ともなる細菌に対する抵
抗力を強めると言われています。老化の
原因となる活性酸素を排出する働きも兼
ね備えているため、まさに肌の衰えが気
になる人にとっては、最適な食材なので
す。グリーンキウイよりもゴールドキウ
イの方がビタミン C の含有量が多いため、
より効果を高めたい人はゴールドキウイ
がおすすめです。

■アボカド
体の解毒作用を担っている臓器といえば、
肝臓。この肝臓が溜めてしまった疲労を
解消し、解毒作用を高めてくれる成分が
グルタチオンです。このグルタチオンは、
アボカドの中に豊富に含まれているので
す。アボカドといえば、美肌効果などが
有名ですが、実は肝臓の働きを高めてく
れる効果もあるのですね。また、アボカ
ドには水溶性食物繊維と一緒に、腸のぜ
ん動運動を促す不溶性食物繊維もバラン
スよく含まれているので、便秘の解消に
も最適です。

■ニンジン
普段の食事にも登場回数の多いニンジン。
ニンジンにはβカロチンという成分が多
く含まれ、このβカロチンはビタミン A
に変換されます。ビタミン A には、肌や
粘膜の新陳代謝を高める効果があり、肌
の老化を防ぐとともに、若々しい状態に
保ってくれます。このビタミン A が不足
した状態だと、肌が乾燥しやすくなり、
口内炎などを引き起こしやすくなります。
美容とも関係が深いファスティング用の
ドリンクの材料として、ニンジンが多用
されるのはこのためですね。

■納豆
日本では発酵食品の代表格である納豆。
納豆は腸内の善玉菌を増やし、過剰なコ
レステロールを低下させる働きがありま
す。善玉菌が増えることで、腸内環境が
整い、結果デトックスにもつながるとい
うことですね。また、キウイと同じくカ
リウムが豊富に含まれているため、むく
みの改善にもつながります。

食べ物や飲み物は？効果的なデトックスの方法
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脂肪燃焼スープのレシピ脂肪燃焼スープダイエット

材料 
・キャベツ ........................... 1/2 個
・玉ねぎ ........................... 2 ～ 3 個
・ピーマン .............................. 2 個
・にんじん .............................. 1 本
・セロリ ................................. 1 本
・トマト缶 .............................. 1 缶
・コンソメスープの素 ................ 1 個
・塩..............................小さじ 1 杯
・ローリエ（あれば） ................. 1 枚
・水....................適量（400cc ほど）

作り方
1. 玉ねぎとにんじんは小さめの角切りに、セロリは茎も葉

も細かくみじん切りにします。キャベツはざく切りに、
ピーマンはひと口大に切りましょう。

2. 大きな鍋に切った野菜とトマト缶、水、コンソメスープ
の素、ローリエを上にのせて煮込みます。ひと煮立ちさ
せたら、蓋をしてじっくり 20 分以上煮込みましょう。

3. 野菜がやわらかく煮えたら、塩を加えて味をととのえて
完成です。

煮込んだスープはそのまま置いて、一旦冷ますのがおすすめ
です。冷ますことで、野菜の旨味がスープに溶け出し、コク
のある脂肪燃焼スープになります。。

野菜たっぷり美味しいスープで脂肪燃焼しながら
ダイエット＆デトックス

デトックススープにおすすめの野菜は？

■キャベツ
キャベツは食物繊維が豊富に含まれてお
り、整腸作用などに効果を発揮してくれ
ます。また 92％が水分であるため、カロ
リーが低く抑えられるのもうれしいポイ
ントですね。
調理するとグッと食べやすくなるため、
スープにすることでたくさんの量を摂取
でき、満足感が高いのもメリットです。

■玉ねぎ
デトックススープをつくる際に、ぜひ入
れてほしい食材が「玉ねぎ」。キャベツと
同じく食物繊維が豊富であるほか、玉ね
ぎに含まれるケルセチンという成分が内
臓脂肪の燃焼を助け、体外に排出する働
きがあるのです。
あらゆる料理に使える玉ねぎは、デトッ
クスの観点からも常に冷蔵庫にストック
しておきたい食材です。

■ニンジン
ニンジンに含まれるβカロチンは抗酸化
作用が高いため、お肌の新陳代謝を高め、
肌あれを防いでくれたり、アンチエイジ
ングを助けてくれたりする効果がありま
す。
また、カリウムを含むため、余分な水分
や塩分を排出してくれる作用があり、む
くみの解消にも効果的です。

■セロリ
セロリにも食物繊維やカリウムが多く含
まれるため、整腸やむくみ解消にぴった
り！
また、シャキシャキとした食感があるこ
とで満腹感アップにも一役買ってくれま
す。デトックススープをつくる際には、
ちょっと食感を残す程度に煮込むとよい
でしょう。

■トマト
トマトに含まれる成分として有名なのが
リコピン。リコピンには抗酸化作用があ
り、ニンジンと同じく新陳代謝を高める
働きがあります。
さらに、トマトは加熱調理することでよ
り栄養価が高まるため、デトックススー
プに入れ込む具材としてぴったりですね。

　脂肪燃焼スープは、決められたメニュー＆このスペシャルスープ
であれば、好きなだけ食べて OK。お腹いっぱいに食べれば食べる
ほど、脂肪を燃焼してくれます。野菜がたっぷり入った脂肪燃焼スー
プは、ダイエットになるだけでなく、体の老廃物を排出してくれま
す。
　この脂肪燃焼スープは、心臓外科の手術の前に、安全にダイエッ
トするためにも使われています。
　脂肪燃焼スープは 7 日間で 1 クール。何クール行っても安全で、
健康的に痩せることができます。
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脂肪燃焼スープダイエット基本プログラム

ハーブティーを使ったデトックスダイエットとは？

　まずは気軽に行いたい、という人におすすめなのが、ハーブティーを飲む毒出し。それぞれのハーブが持つ効能が、デトックス
に効果を発揮し、ダイエットをサポートしてくれます。どのハーブティーもホットで飲むのがおすすめです。

■ハイビスカス
ハイビスカスティーは、見
た目にも美しい赤と酸味が
特徴的なハーブティー。
ハイビスカスティーにはカ
リウムが含まれているため利尿を促す作
用があり、便秘の解消にも効果的です。
また、ハイビスカスティーの酸味の元で
あるクエン酸には、疲労回復や新陳代謝
を助ける作用があるため、便秘の解消で
腸内環境が整うだけではなく、代謝アッ
プをサポートしてくれるという一面も！
代謝の向上は、ダイエットにおいても不
可欠。ダイエット中のサポートドリンク
として活躍してくれそうです。

■マテ
マテ茶は「飲むサラダ」と
も言われ、南米では食事中
に飲むお茶として、古くか
ら親しまれているハーブ
ティーです。
多く含まれるミネラル成分のおかげで新
陳代謝がアップするほか、食物繊維が豊
富に含まれているため、腸内環境を整え
る効果も期待できます。
さらに注目したいのが、マテ茶に含まれ
るゲニポシド酸という成分。コレステロー
ルや脂質の吸収を抑えてくれるとあって、
ダイエット中の飲み物にはぴったり！
お肉や脂っこい料理が多いイメージの南
米で、女性たちがスタイルを維持してい
るのはマテ茶のおかげもあるのかも !?

■ローズマリー
肉料理にも使用され
るローズマリー。実
はローズマリーも
デトックス、またデ
トックスからアプローチする
ダイエットに効果的なハーブティーです。
もともとは香りが強く、リラックスなど
に効果があるとして人気がありますよ
ね。
しかしそれだけではなく、ローズ
マリーにはフラボノイドやファ
イトケミカルという、便秘解
消や脂肪燃焼に効果的な成分があるため、
近年ダイエットの観点から注目されてい
ます。

1 日目：スープ＋フルーツ（ただしバナナは×）
バナナ以外のフルーツであれば、どんなものを食べても OK で
す。水分補給は水か、果汁 100% のフルーツジュースにしましょ
う。フルーツジュースを飲むのであれば、なるべく新鮮な手作
りジュースの方が◎
100% のフルーツジュースもカロリーがある程度あるので、気
になる方はお水にするのがベストです。

2 日目：スープ＋野菜（豆類、トウモロコシ以外）
野菜は油を使わなければ、どんな調理方法でも OK ！ただし豆
とスイートコーンは NG です。スープに他の野菜を追加して入
れると、手っ取り早く食べれます。
夕食であればベイクドポテトを食べても大丈夫です。ここでは
少量ならバターを使っても OK です。

3 日目：スープ＋野菜（じゃが芋は×）＋フルーツ
バナナ以外のフルーツ、野菜、スープの日です。ただしこの日
は 2 日目と違い、ベイクドポテトは NG ！
フルーツはミキサーにかけてフレッシュジュースにしたり、生
で食べても OK。ちなみにフルーツは朝の 11 時までに食べてお
くと、スッキリ過ごすことができますよ。
早い方は 3 日目で、2 ～ 3kg 体重が落ちているはずです。

4 日目：スープ＋バナナ（3本）＋スキムミルク（500ml）
バナナ 3 本を食べ、無脂肪牛乳を 500ml 飲んでください。こ
の日はなるべく水も多く飲みましょう。またバナナと無脂肪牛
乳と氷をミキサーにかけ、シェイクにして飲むのも OK ！デザー
トのようになり、ダイエット中の息抜きになります。
4 日目になると、体には､ 炭水化物､ たんぱく質､ カルシウム

が必要になってきます。そのためバナナ3本で270キロカロリー
ほどになりますが、体にとっては必要なエネルギーなんです。
またこのメニューは甘いものへの欲求を減らす効果があります。

5 日目：スープ＋肉（または魚）＋トマト（最大 6個）
350g ～ 700g の赤身の牛肉、または皮を取った鶏肉を食べま
しょう。ローストビーフや、鳥の胸肉のソテーなどがおすすめ。
調理する時は油を使わないように気をつけてください！またお
肉の代わりに､ 煮魚でも大丈夫です。
そしてトマトは 6 個までなら食べても平気！お水は多めに、1
リットル～ 1.5 リットル飲むと、体の毒素が排出されます。

6 日目：スープ＋牛肉＋野菜（じゃが芋は×）
牛肉の量は制限なし！これはとっても嬉しいですよね。2 ～ 3
枚であればステーキを食べても OK ですよ。
野菜は何でも OK ですが、ベイクドポテトだけは避けてくださ
い。牛肉と野菜とトマトソースで煮込んだり、組み合わせた一
品を作るのもおすすめです。
牛肉や野菜で 3 食お腹が膨れるかもしれませんが、脂肪燃焼スー
プは、必ず 1 杯は飲むようにしましょう！

7 日目：スープ＋玄米＋野菜＋フルーツジュース
フルーツジュースは甘味料が入っていない、果汁 100% のもの
にしてください。
この日も脂肪燃焼スープは、必ず 1 杯は食べるようにしましょ
う！スープに玄米を入れて、簡単リゾットにするのも◎。
どうしてもご飯が食べたい……という方は、このスープとご飯
を組み合わせるのも OK。それだけでもダイエット効果があり
ます。

食事メニューにもう 1品欲しい、と思ったら

この脂肪燃焼スープを作ってみましょう
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Hello! Atlanta ◎鎌田桃佳
鎌田桃佳
イラストレーター名は紀平桃佳。雑誌や書籍の表紙やカットを
手掛ける。ペーパー雑貨や、天然石やタッセルを使ったアクセ
サリー小物も制作。2016 年からアトランタ在住。
Instagram : momoka_and_kelirbulan

ハロウィンを盛り上げる秋色デコレーション
〜ハロウィンテーブル編〜

【コウモリガーランド】
シンプルにデフォルメされたコウモリ
なら、食事どころでもギリギリセーフ！
(HomeGoods)

【テーブルセッティング】
ナプキンは白地のと、黒地×白

チェックの 2 種類を交互
に配置。団栗オーナメ

ントをナプキンリ
ング代わりに。

【コウモリチョコ】
FERRERO ROCHERのチョコのシー
ルをはがし、代わりにコウモリの
シールを貼りました。

　部活の先輩に霊感少女がいました。ある日の部活終わりに、ロッカーに向かった友達二人が血
相変えて「なんかヤバイもんがある！」と飛んで来たのです。一緒に向かうと、非常階段に続く
扉の前に、何か白い物が・・。近付いてみると、ピラミッド状に並べられたお札の上に、枝葉が
一本置かれているではありませんか。非日常な光景に緊張が走る中、白い小さな小山が目に入り、
それが “盛り塩” だと気付いた途端、私達の恐怖は一気にピークに！「ギャー！！」と叫んで 3 人
で転げ落ちるように階段を下り先生を呼びに行きました。犯人はその霊感少女でした。そこは
“鬼門” だったからお清めしといたとの事。もう・・勘弁してくれよ～！緊張と緩和の後訪れたの
は、先輩への怒りです。それまでは先輩の霊感の真偽に無関心だったんです。が、この事がキッ
カケで「そもそもあの霊感は本物なのか？」と初めて思ってしまったのです。鼻息荒く後輩にこ
の出来事を話したところ、後輩いわくあれは「本物」だと。学校はアクセサリー禁止だったのです
が、その先輩がある日ガラスの指輪を着けていた為、後輩が指摘したところ「霊感を抑える為に
してる物だ」と答えたらしいのです。ここまでは自称の範囲。疑う後輩を前にその先輩が「本当よ
～」っと言ってその指輪を外して空中に放り投げたところ、宙でパーンッ！と割れたらしいのだ・・
マジですか？霊感はどうやら存在するようです。私は全く霊感と無縁ですが、一度だけ不思議な
物を見た事があります。学校の倉庫に部活の道具を取りに行ったところ工具箱が開きっぱなしに
なっていて、中を覗くと小さな顔と目が合いました。インド系、パンチパーマにお髭の超笑顔の
おじさまです。変なのはそのサイズ。テニスボール大の顔だけが工具箱の中に浮いてたんです。
しばらくチラチラ視線を外したり怖い物見たさで見直したりを繰り返した後、猛ダッシュでその
場を離れました。後にも先にも霊的な物を見たのはその一回きりな上に、見た目が貞子様のよう
なあからさまな霊の風体でいてくれなかった為、人に話しても信じて貰えず、ただのネタ話の一
つになっています。霊が帰って来ると言われるハロウィン。あの世の人もこの世の人も、楽しい
一日になりますように！



19ANIS ATLANTA - October 2020

【Greetings】
名刺サイズのフレーム
に、Greetings のカリ
グラフィーを書いて入
れたもの

テーマカラーはカラシ色をメインに、黒、
白、グレー、ゴールドの 5 色。ホーンテッ
ドマンションのカジュアル版をイメージ。

【本とパンプキン】
テーマカラーと同色のハー
ドカバーの本を重ね置き。

【カラシ色リース】
ハロウィンに引き続
き、サンクスギビング
まで使える秋の色。

(TARGET)
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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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　自分のキャリアを振り返ってみた時、こんなはずじゃな
かったんだけどな、と思ったことはありませんか？夢に描い
ていたのは、目指したいものがあって、それに向かって一歩
一歩着実に進んでいくキャリアパスだったのに、気づいたら
目の前にあった仕事を掴むことを繰り返す自分に失望…なん
て事もあるかもしれません。何を隠そう、私自身も過去ジレ
ンマを感じていた一人です。
　従来型のキャリア論は、自分が目指す最終ゴールに向
かって意図的に自分で職歴を積み上げること、そして、自
己分析や外部環境を分析することで、ゴールに至るまでに
必要なスキルが明確になる、と考えられてきました。現在、
VUCA( ブーカ ) と呼ばれる将来が予測不能な世の中に突入し
ています。変化もめまぐるしいため、これまでの常識やルー
ルが通じなくなり、近い将来の見通しを立てるのも困難に
なってきています。“分かっている事は、先が分からない事だ
け”とも言われる不透明なこのご時世、より必要になってき
ているのは、偶然を自分の力にする事です。そこで、今回は”
計画された偶然“で成り立っているというキャリア論をご紹
介します。
　Planned Happenstance Theory( 計画的偶発性理論 ) は、ス
タンフォード大学のジョン・D・クランボルツ教授によって
提唱されました。この理論は、“個人のキャリア形成は、8 割
が予期しない偶然の出来事によって決定される”というもの
です。従来型のゴールから逆算をし、計画を立てて実行して
いくという考え方とは逆で、現在起こるであろう予期せぬ偶
然の出来事に焦点を当てた理論です。ただし、この“偶然”
もただ口を開けて待っているだけではなく、自身が行動する
事によって、自ら引き寄せる事ができる、という非常にポジ
ティブな考え方なのです。クランボルツ教授が掲げる５つの
行動指針は、以下となります。

1. 好奇心 (Curiosity)
2. 持続性 (Persistence)
3. 柔軟性 (Flexibility)
4. 楽観性 (Optimism)
5. 冒険心 (Risk Taking)

　こうやって見てみると、特別なことをしなければいけない
というよりかは、自分の興味のあること、好きなこと、やり
たいことをしていれば、この Planned Happenstance が起こ

る確率が高くなるということに気づきます。漠然と、理想の
自分や環境、そして楽しいと思えるのはどういう時かを考え
意識する事で、自分の中のアンテナが高くなり、興味のある
分野に関連する情報が入りやすくなってきたり、人とつなが
る様になります。一度それが起こると、その偶然を次につな
げる行動が発生し、気づいたら自分が目指す所にたどり着い
た、という事が起こります。過去を振り返った時、偶然と思
われる一つ一つを考えてみると、それは単なる偶然ではなく、
自分が何かしらのアクションを取った結果としてついてき
た、つまり、無意識のうちに計画をしていたと考えられます。
　よく、“チャンスの神様は前髪しかない”、と言われますが、
このチャンスをつかむためには、自分をよく知り、積極的に
行動する事、そしてアンテナを高く、いざという時には“前髪”
を掴みに行くという姿勢が不可欠になります。偶然と言えど
も、結局は自分が招いている、と考えると、日々ポジティブ
に考え行動していく事が、理想のキャリアへの近道です。ま
た、自分の興味や意思を周りに伝えておくと、思いがけない

“偶然”が舞い込んでくる可能性もありますので、人との縁や
出会いも大切にしていきましょう。

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

キャリアプランと偶然性
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在外選挙登録資格
❶ 満18歳以上で
❷ 日本国籍を持っていて
❸ 海外に3か月以上お住まいの方
　（出国時登録申請を除く）

在
外
選
挙
の

制
度
と
手
続

に
つ
い
て

1.平成22年5月に憲法改正国民投票法が施行されました。在外選挙人証をお持ちの方は国民投票にも投票できます。
2.平成30年6月から出国時登録申請が始まりました。国外転出する際に市区町村の窓口で申請できます。

外
務
省

大使館

電話又は葉書

・旅券

・申請書

・居住している事を
 証明できる書類
　（在留届を提出済の方は
　 不要です。）

※申請書や選挙人証が海外・国内を往復するため受取までに数か月かかります　※選挙人証受取は郵送又は窓口での受取が選べます

選挙人証用意する物

投票用紙等を事前に請求して、
記載の上、登録先の選挙管理

委員会へ郵送する方法。

郵便等投票

直接日本大使館・総領事館
（領事事務所）に出向いて

投票する方法。

在外公館投票

一時帰国した方や帰国直前で転入
届を提出して3か月未満の方は、

日本国内でも投票できます。

日本国内で投票

詳しくは、
TEL：
Mail：

(404)-240-4300
 ryoji@aa.mofa.go.jp

在アトランタ日本国総領事館
TEL：
Mail：

(615)-340-4300
 con1@nv.mofa.go.jp

在ナッシュビル日本国総領事館

登録・投票は簡単です

申請者の上記書類と署名入り在外選挙人名簿
登録申請書と申出書※、代理の方の旅券を御用
意ください。
※申請書と申出書は領事窓口または総務省のホー
ムページから入手できます。

または まで。外務省　在外選挙 検索
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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。

公的扶助規定適用再開
　2020 年 9 月 11 日、米国連邦第２巡回控訴裁判所は、コロ
ナウイルス蔓延による国家緊急事態の中、7 月 29 日より一
時的に施行が差し止めになっていた公的扶助規定の適用を再
開してよいという判決を下しました。これにより、国土安全
保障省（DHS）は、今後ニューヨーク、コネチカット、バー
モントを含み全国的に公的扶助規定の適用を再開します。

　この公的扶助の規定は 2019 年 8 月 14 日に国土安全保障
省により定められ、亡命者・難民・家庭内暴力や人身販売の
被害者等一部の例外を除き、一般に外国人の入国や永住権申
請時に、将来アメリカ政府の公的扶助対象になる可能性があ
るかを調べる規定です。各申請フォームにも公的扶助に関す
る質問項目が設けられ、今まで受給した公的扶助プログラム
の情報を開示しなければならないものです。収入を補う現金
補助が主な対象ですが、連邦政府補助による Medicaid (21 歳
未満や妊婦を除く )、補助的栄養支援プログラム、Section 8
プログラムによる住宅補助金、連邦政府による住宅補助等の
プログラムも対象となります。ただし、緊急時の公的扶助の
受給等の例外項目も設けられています。この規定に対し、現
在でも複数の連邦訴訟で異議が唱えられています。

　この判決により、2020 年２月 24 日以降に移民局に提出さ
れた請願書や申請書がこの規定が適用されます。差止命令が
発令された 7 月 29 日から差止解除の９月 22 日までの間に
既に承認された請願書や申請書類の再審査は行われませんが、
提出書類がまだ承認されていない場合は、移民局から追加証
拠の要請（RFE）が発行され、公的扶助に関する書類の提出
を求められることになります。

　具体的には、永住権を申請する場合、永住権申請書類（I-485）
と共に自給自足宣言の I-944 フォーム と関連書類の提出が義

務付けられますが、10 月 12 日まで猶予期間が与えられます。
10 月 13 日以前に提出した請願書や申請書類に I-944 フォー
ム と関連書類が添付されていなければ、後から追加証拠の
要請（RFE）が発行され、これら書類の提出を求められます。
10 月 13 日以降に I-944 フォーム と関連書類が添付されてい
なければ、申請は却下されます。自給自足宣誓フォームには
申請者と家族の収入、資産、負債、クレジットスコア、健康
保険、教育、スキル、外国語、雇用などの情報開示が義務付
けられます。これら情報をもとに、将来のいかなる時点にお
いても、36 か月の間に合計で 12 ヵ月以上特定の公的扶助を
受ける可能性があるかを審査されます。

　短期就労ビザを申請する場合、本人の就労に関する請願書
（I-129）と家族の延長申請（I-539/I-539A）に所定情報が含
まれていなければ、後から追加証拠の要請（RFE）で証拠の
提出を要請されます。短期就労ビザの場合は永住申請ほどの
書類は求められませんが、申請書類には様々な公的扶助プロ
グラムを受給の有無に関する質問が盛り込まれており、過去
に受給した補助プログラムに関する情報の開示を求められて
います。

　各国の米国大使館や米国領事館でビザを申請する場合は、
法的扶助規定の適用は現時点では再開しませんが、申請前に
必ず申請国の米国大使館や米国領事館のウエブサイト情報を
確認したほうがよいでしょう。なお、公的扶助規定で要請さ
れる書類はかなりの量があり、中には国外から取り寄せる書
類も含まれているので、申請者は時間に余裕をもって書類の
準備をされることを心掛けたほうがよいでしょう。

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

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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我楽多横丁こぼれ話◎野呂利　歩

「あなたの重荷を主にゆだねよ。主は、あなたのことを心配
してく ださる。主は決して、正しい者がゆるがされるように
はなさらな い」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詩篇 55 章 22 節

　信仰生活で、様々な悩みが起きる時に、神様に委ねる事（お
任せする）が大切だと教えられます。日々の生活の中でも、
それは当てはまることです。お任せる‥、頭ではよくわかる
のですが、問題はその悩みを手放せないことです。「ゆだねる」
とは、大きな石を転がすような事で、神さまに、重荷（問題）
を、転がしてしまい、きっぱり手放してしまうのです。そう
出来たら、どんなに気持ちが楽になることでしょう。

　委ねた「つもり」が、実はしっかり握りしめたままでいる
事があります。強固な自我が、決して問題を手放さない。そ
んな時も、自分ではどうにも出来ないので、祈りましょう。「委
ねられません、助けて下さい」と、正直に祈るのです。その
祈りに答えて、委ねられるように助けて下さいます。そして

「心配してくださる」と記されている通り、「何も」「すべて」
「いっさい」思い煩わなくて良いとの言葉を信じましょう。

　このことは、今、現在、あなたの目の前にある問題も含ま

れています。聖書には、いっさい思い煩うな、祈れ、と記さ
れています。祈りにより、神のもとへ重荷を持って行けと言
うのです。いつも、神の前では、ありのまま祈りましょう。「思
い煩うなと言われますが、思い煩ってしまいます」「委ねる
ことができません」と。神は、その正直な祈りを喜んで受け
止めて下さいます。

　私たちの自我は、問題を握って放さない・・放せません。
自分が放してしまうと、事態が益々悪くなるとか、何もかも
が崩壊してしまう気がするからです。だから自分が問題を握
りしめ、持っていたいのです。人には出来ない事が、神には
出来ます。とにかく、そんな事もあんな事も、ありのまま祈
りましょう。不思議なことに、祈りにより、神の力が働き、
問題を、神に委ねさせて下さる。そして、神の平安へと導い
て下さいます。

　苦しい問題を、祈って、主に委ねる（お任せする）ことが、
問題の解決なのに、それがどうしても出来ない。どうしても
手放さない。そこに強固な自我が潜んでいます。人に出来な
い事が、神には出来るのす。まず祈りましょう。必ず神がそ
うさせて下さると信じて。神は愛です。私たちは愛されてい
ます。　

　アメリカに来た日本人が必ず耳にする教訓的事件がある。
1991 年ルイジアナのバートンルージュで起きた交換留学高
校生の服部君射殺事件がそれだ。事件はまだ英語にも慣れて
いない服部君が Freeze と Please を聞き間違えたか聞き取れ
なかったかで起きてしまったとされたが、果たしてそれだけ
なのか。

　Freeze と Please を聴き間違えたと言われると、あたかも
Freeze が日常的に使われているように錯覚するが、せいぜい”
凍る・凍らせる”くらいの表現になしか使うまい。まして、
人を制止する時にわざわざ使う言葉とは思えない。Stop なり
Don't Move という簡単明瞭な言葉を使えば済むことだ。では、
警察用語として多用されているかというと、そうでもないら
しい。
　警察が Freeze を通常使用しているのかをインターネット
で調べてみたが、実際の現場では殆ど聞いたことが無いとい
うものだった。警察現場では、平易で明瞭な言葉を使うこと
を優先し、Stop か Don't Move を使うようだ。更に言うなら
ば、人間は否定語が発せられると頭に入りやすいことを考え
ると、圧倒的に Don't Move が使われているのではないか。

　服部君をマグナムで射殺した容疑者は何故 Freeze と叫んだ
のか。これは類推するしかないのだが、なぜか当時の TV 刑
事ドラマで、警官達が犯人を制止する時に Freeze を多用し
ていたらしい。この容疑者は TV の刑事ものが大好き人間だっ
たのかもしれない。そして、あの日、日頃から聞き慣れてい
る Freeze を声高に叫び、引き金を引いた。英語を聞き慣れた
人にとっても Please と Freeze を聞き分けろと言うのは酷な
話だ。単なる聞き間違えで済まされる話ではない。

　容疑者のその後だが、事件直後駆け付けた警官に対し「と
んでもないミスを犯してしまった」と漏らした本人だが、裁
判では「見知らぬ人間が足早に近づいてきたので身を守るた
めに撃った」と主張し無罪となった。しかし、民事裁判では、
当時の検証記録、関係者証言から、服部君は足早でなくゆっ
くり歩いていた事、事件直後にミスだと自覚していた事、服
部君の姿を見て Freeze を叫んだ後、間髪入れずに引き金引い
てる事などにより 6500 万ドルの賠償となった。本人家族は
家を売却しても多大な借金が残り、トレーラー生活になった
という。

野呂利　歩

Freeze !!　服部君を襲ったハロウィーンの悲劇

我楽多横丁こぼれ話

聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉 By ますみ
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自己肯定感は私たちが生きる土台です
　子育てで一番大切なことは何でしょう。それは「自己肯定感」

を育むこと。なぜなら自己肯定感こそ、人が生きていく上で

すべての土台となるものだからです。

　自己肯定感とは、「自分は大切な存在だ」「自分には生きて

いる価値がある」「自分は必要な人間だ」という気持ちで、心

の土台となるものです。この土台が子どもの中に築かれるの

が、だいたい０～３歳頃です。お母さんに泣いた時によしよ

しされたり、だだをこねて受け入れてもらったり、絵本を読

んでもらったりということを通じて育まれていきます。

　この気持ちを土台にして、次に可能になるのが「しつけ」

や「生活習慣」。これが身に着くのがだいたい３～６歳頃です。

さらに、自己肯定感としつけという土台の積み重ねがあって

初めて可能になるのが「勉強」です。

　６～７歳頃になると、いろいろなものに対する好奇心が旺

盛になりますが、好奇心や意欲が湧いてくるのも土台をしっ

かりと積み上げてきたからこそです。この好奇心にきちんと

応え、教えてもらうことで、知識をどんどん身につけていき

ます。

　今までの教育論や子育て観は、この土台になる自己肯定感

は当然育っているものだというのが前提になっていました。

ところが現在、土台となる自己肯定感がけっして高くはない

ということが、色々な統計で明らかになってきています。す

べてにおいて大切なのは自己肯定感をしっかり育むことです。

子供に共感し、まるごと受け止める
　「自分の気持ちをわかってもらえる、認めてもらえる」「自

分のいいところも悪いところも全部受け入れて愛してくれる」

と感じることが、まさに自己肯定感です。この、自分の気持

ちを理解してもらえるというのは「共感」ということです。

　嬉しい時にはいっしょに喜び、悲しい時にはいっしょに悲

しむ。大切なのは子供の気持ちに寄り添うということです。

子どもは自分の気持ちをわかってもらえたと思い、愛されて

いる、自分が大切にされていると感じます。そして、「よし、

やろう」という前向きな意欲も湧いてくるのです。「共感」は

自己肯定感を育むために有効な関りの一つなのです。

　また、自分をまるごと受け入れてもらえる、というのは「存

在への自信」を育みます。自信というと、勉強ができるとか、

スポーツができるといった、自分の脳力に対する自信に目が

いきがちですが、人間が生きていく時に本当に大切な自信は、

存在への自信です。

　勉強で失敗したり、スポーツで負けたり、一つのことで失

敗しても、存在への自信、つまり自己肯定感が育っていれば、

気持ちを変えてまた前に進めるのです。日々の当たり前の関

りが、実は子どもの自己肯定感を育てる土台になる、とても

大事なことなのです。

　抱っこしたりハグしたりのスキンシップ、食事をいっしょ

に食べる、子どもの話を聞く、子どもの気持ちをくんで言葉

にして返す、子どもをまるごとほめる…、このようなことの

一つひとつが、すべての子どもの土台になっていくのです。

　自己肯定感を高める関り方は、子どもの成長に応じて変わっ

ていきます。就学前は日々のお世話が基本です。生活習慣や

ルールを教えていく時も、できないことを指摘するより、で

きたことをほめる方がよく身に付きます。がんばりや成長を

見つけて、その喜びを伝えることが良いです。

　さらに子どもができることは、子どもを信じてどんどん任

せていきます。どうしても自力でできないことは、大人が手

伝います。その時に「人に助けを求めたら助けてもらえる」

という信頼感が生まれます。自立とは、自分でできることは

自分でし、どうしてもできない時は他人に相談して力を借り

ることができることなのです。

　子育てには色々な考え方がありますが、どんな場合でも覚

えておいてほしいのは、子どもを親の持ち物のように思わな

いということです。子どもの人生は

子どもの人生、親の人生とは別物で

す。子どもの人格、気持ちを尊重し、

見守る姿勢をもち続けて欲しいです。

子育てにはその家庭なりの方針があ

ります。その中で、これでいいのか

なと悩みながら真剣に我が子を育て

ていくことそのものが、きっと子供

の自己肯定感を育むことになるはず

です。

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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　今回は私が悩まされている”白髪”についてお話をしたい
と思います。　ヘアカラーなどで白髪を隠さずそのままにし
ておくと、なんとなく疲れて見えたり、老けて見えたり。

【ヘアカラーについて】
　「白髪はファッションカラー ( 明るいトーンの色でよく使う
カラー剤 ) で染まりますか？」という質問の答えは、残念な
がら「白髪はファションカラーでは染まりません。」
　「ファションカラー」は染めていなく白髪がない髪の毛を
色々な明るさ、色味に変えるために作られている薬剤になり
ます。メラニン色素がしっかりある暗い色の髪にはファッ
ションカラー剤を塗ることでメラニンを分解し、メラニン色
素を薄くし、同時に色味を入れていく仕組みです。「白髪染め」
は白髪にメラニン色素の様な暗めの色を足して周りのメラニ
ン色素を持った髪色と合わせる必要がありますので、白髪染
めには白髪を周りの髪の色に近づけるように暗い色を中心に
して作られています。白髪をしっかり染めるなら暗めの色に
なってしまいます。でも大丈夫です！白髪があってもダーク
カラー 1 択ではありません。
〜白髪があるけど明るい髪色になりたい方〜
• ハイライトを入れて白髪をぼかす。
• グラデーションで毛先に向けて明るくする。
• インナーカラーで楽しむ。
〜イメージを大きく変えることなく、白髪の量が減ったよう
に見せたい方〜
• 白髪を活かすボカシカラー

　白髪に薄くグレー 系の色を加えることで、白髪と黒髪が自
然になじみます。多くなった白髪を活かし、大きくイメージ
を変えずに若返った印象になります。

【白髪予防のために】
✓ 髪にダメージを与えるシャンプーやカラー剤を使わない
✓ 食生活を気を付ける
✓ ストレスをためない

この 3 つは特に気を付けたいですね！

【白髪は抜くと更に白髪が増えますか？】
　抜くことが原因でさらに増えることはありません。抜かな
い方がいいと言われいる理由は白髪を無理に抜くと髪や頭皮
にダメージを与えるからです。

　白髪の原因は未だ明確ではない様です。自分の髪質に合っ
たヘアスタイルで色々と楽しんでいけたらといいな思いま
す。サロンリーガのマナでした。

髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

髪＆ヘアケア

        ANIS
ATLANTA

アメリカで暮らしてい行くうえで欠かせない、
教育、医療、ビザ、住まいなどの生活所法から、
食、映画、スポーツ、旅行などのエンターテイ
ンメント、地元の最新情報まで、オリジナルコ
ンテンツが満載。

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

あなたのビジネスを
強力にバックアップ

します !

お問合せは　☎ 404-510-8534
infojp@anisatlanta.com

生 活から食・教育・娯楽まで
アメリカ暮らしに必要な情報をカバー
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　当院の治療メニューの１つに「３週間デトックスプログラ
ム」があります。このプログラムは、日々の生活で体に溜め
込んだ毒素を食事療法と解毒を促すサプリメントを適切に安
全に摂取することで、体内の毒素を排出し弱った消化器官を
回復、体調を整えます。食事は、期間中は基本的には野菜、
果物、大豆だけで過ごします。（３週目は少量の赤身肉・刺
身が解禁！）普段、私たちが主食としている米・パン・麺類
などの炭水化物は“主食”というだけあって体内でエネルギー
に変換しやすく体を動かす原動力になります。その反面、消
化・解毒にもとてもエネルギーを要し、過剰摂取が続くと消
化器官への負担がとても大きいのです。ですから、疲れて弱っ
た消化器官を休ませるべく定期的なデトックスが必要になり
ます。
　私はこの「３週間デトックス」を年２回行っています。毎年、
春に悩まされる花粉症対策として春先に 1 回、ご馳走を食べ
る機会が多いホリデーシーズン前の秋に 1 回です。デトック
スは花粉症などのアレルギー症状にもとても有効です。元々、
私はひどい花粉症で毎年ツラかったのですが、デトックス
をすることで最近はあまり症状も出なくなりました。しか
し、今年は新型コロナ肺炎の影響で時期的に自粛期間だった
り、スーパでの食料品の調達が難しくなったり、と春先のデ
トックスを見送っていました。しかし、ようやくこの８月に

「３週間デトックス」をすることができました。今回は当院
のスタッフ２人と患者さん１名の計 4 人で同期間に行いまし
た。複数で同期間にチャレンジすることで、お互い励まし合
いながら楽しく頑張ることができるので、私はなるべく告知
をして仲間を募っています。今回は私以外の 3 人が初チャレ
ンジだったのでプログラム指導の一貫で前日にみんなでオー
ガニック食材が豊富な Dekalb Farmers Market　http://www.
dekalbfarmersmarket.com/　に買い出しにも行きました。
　私は、今回は“体のリセット”をより効果的にするために
肉無しの 3 週間を過ごしました。野菜だけだとどうしても
食生活が単調になりますが、自家製ドレッシング、自家製生
ハマス、豆と野菜のスープ、デザートの焼き芋など、絞れば
意外とアイディアは出てくるもので３週間を無事終えること
ができました。最初の 1 週間は疲労感・倦怠感が続きました
が、後半になってくると菜食生活で消化器官が綺麗に解毒さ
れ、デトックス前に感じていた胃のもたれや怠さもなくなり、
朝から快便、頭も体もスッキリしてくるのがわかりました。
久しぶりのデトックスで改めて自分の体と向き合うことがで
き、とても充実した３週間でした。次回は来年の春先を予定
しています。ご興味がある方はぜひ一緒にデトックス頑張り
ましょう。お気軽にご相談ください。

〜スタッフ 2 人の体験記〜
加藤真理子ドクター
　3 週間デトックスの結果、体重は -2.1kg、1 日中立ちっぱ
なしでも夕方足が浮腫みにくくなり、毎朝 6 時半に目覚まし
なしで目が覚めるようになりました。朝が弱い私にとってこ
れが 1 番の収穫でした。今朝も目覚ましが鳴る少し前の朝 6
時 17 分頃に目が覚めフォームローラーでウォーミングアッ
プ後コアトレーニングをして、出勤までの時間ゆったりと仕
事関連の書籍を読みました。

　デトックス中に消化しやすい食べ物に切り替えることで、
身体は普段から消化に使っていたエネルギーを排泄や細胞の
再生に回すことができます。最近寝ても疲れが取れない、そ
んな方にお勧めです。　　　
　朝起きてからの 3 時間は脳が最大限に働くゴールデンタイ
ムと言われています。朝スッキリと目覚め、静かな自分だけ
の自由時間を楽しんでみませんか？

スタッフ T
　3 週間のデトックスを終えて、まず一番最初に思う事は、
思っていたほど大変ではなかった、という感想です。最初の
２～３日は胃の中の毒を取り除くプロセスのためにおなかを
下したり、お肉やクッキーが恋しくなったりと、ちょっとし
たストレスを感じることもありましたが、1 週間経過すると、
胃の調子も良くなり、食べられる食材の中で食事を楽しむこ
とができました。
　私はアレルギーや片頭痛などの症状は元々なかったので、
それに対する効果は図ることができなかったのですが、体重
は 2 キロも落ち、お通じがかなり良くなりました。食べるも
のは変わりましたが、食べる量は変えずに健康的に体重を落
とすことができ、また体の中からすっきりきれいになれた気
がするのでこのプログラムをやってよかったな、と思います。

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

デトックス体験記
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　昨今のコロナ禍で、感染不安から歯科受診を控えたことによ
る口腔内環境の悪化やストレスによる歯ぎしりや食いしばり、
マスク着用によるトラブルが報告されています。日本歯科医師
会 瀬古口精良専務理事は、9 月 17 日の NHK ニュースの記事
で「マスクを着用することで話をしたり、口を動かしたりする
機会が減ることに加え、口呼吸が増えることも指摘され、だ液
の分泌量が減る傾向にあります。すると、口内細菌がたまりや
すくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。口臭が気にな
ることもあります」と指摘しています。そこで今月は、唾液の
分泌量を増やす日常生活の工夫について考えてみます。

1. よく噛んで食べる 
噛むことが刺激となって唾液の分泌が促されます。ゆっく
りよく噛んで食事を楽しみましょう。ガムや歯ごたえのあ
るものを噛むことも良い刺激になります。

2. リラックスして過ごす 
唾液の分泌は、自律神経（交感神経、副交感神経） によっ
て調節されています。リラックスした状態ではサラサラ唾
液が多く分泌され、口の中がうるおいます。ストレスを感
じたり緊張した状態ではネバネバ唾液になります。 
食事や寝る時間がバラバラで、自律神経のバランスが崩れ
ると、唾液の分泌に影響します。規則正しいリズムで生活
することが大切です。

3. 口の体操や唾液腺のマッサージを行う 
＜口の体操＞ 
①上の歯が見えるように口角を上げ、端から舌を出します。 
② 口角を上げたまま、舌をゆっくりと左右に動かします。
この 3 往復を 2 回行います。 

① 顔のストレッチをするような感覚で、視線は上方を見つ
めます。 

②口から思い切り息を吐きながら舌を下方にしっかり出し、
鼻から息を吸いながら舌を戻します。これを 5 回行います。 
リラックスした状態で舌をしっかり動かすことで、唾液分
泌が促されます。朝、晩に行ってみましょう。 
 
＜唾液腺マッサージ＞ 
お口の中の主な唾液腺 ( 耳下腺・顎下腺・耳下腺）を力を
入れずに指で軽く圧迫するように行いましょう。 
唾液腺を外からマッサージすることで、唾液の流れが良く
なります。朝起きた時や食事の前、人と話す前などに行っ
てみましょう。

4. 脱水にならないように注意する 
唾液のもとになる体の水分が不足しないよう気を付けま
しょう。

5. 服用中の薬を確認する 
お薬によっては、口が渇く副作用のあるもの※ 2 もありま
す。服用しているお薬がある方は医師
や薬剤師に確認しましょう。 
※ 2 高血圧治療薬、潰瘍治療薬、抗う
つ薬、抗ヒスタミン薬など

資料：キッセイ薬品工業株式会社ウェブサイト

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

インフルエンザ
　冬はもう間近まで来ています。今シーズン、あなたはイン
フルエンザワクチンを接種する予定ですか？
　インフルエンザを予防する方法は、ワクチンだけではあり
ません。手洗いやうがい、外出時のマスク着用など、インフ
ルエンザに限らずどんな感染症に対しても行うべき一般的な
予防行動を実行することは、もちろん大きな効果があります。
でもそれらは、インフルエンザだけに狙いを絞ったものでは
ありません。
　それに対して予防接種は、インフルエンザウイルスが悪さ
を出来ないように、私たち自身に免疫をつける方法です。対
決する相手に特異的な、しかもウイルスが襲ってきても抵抗
力ではね返すという積極戦法です。

　「インフルエンザワクチンの予防効果は他のワクチンと比べ
て低い」、「せっかく接種したのに罹ってしまった」というお
話もしばしば耳にします。
　インフルエンザウイルスにはＡ型とＢ型があり、ワクチン
にはこの両方のウイルスが含まれています。毎年そのシーズ
ンに流行するウイルスのタイプを予想してワクチンをつくる
ので、含まれるウイルスの性質は毎年微妙に異なります。予
想がうまく当たって流行ウイルスを蹴散らすことのできる免
疫が付くこともあれば、流行ウイルスとはタイプが異なって
いて十分な免疫が付かないこともあります。後者の場合は、
インフルエンザに罹ってしまうこともあるでしょう。

　インフルエンザワクチンは、特に小さいお子様では十分に
免疫をつけることが出来ない可能性があります。特に１～ 2
歳くらいまでは、その傾向が強いと言われます。これに関連
して、ひとつ興味深いお話もあります。実はアメリカやヨー
ロッパでは、日本とほぼ同質のワクチンを使っていますが、
年齢が小さい子どもたちへの１回の接種量は日本より多いの
です。アメリカでは、生後６ヶ月以上の子どもたちにはイン

フルエンザワクチンを接種す
ることを推奨しており、日本
より積極的に多くの対象に対
してワクチンによる予防を呼
びかけています。

　同じワクチンを接種した場
合でも、最も有効率が高いのは働き盛りの世代です。もとも
と身体の免疫力がしっかりしているから、ワクチンも良く効
くのかもしれません。
　高齢者の方にとってインフルエンザは、時に生命にもかか
わる重大な病気です。死亡を回避できる有効率は、日本とア
メリカの結果はほぼ一致しており、高い値を示しています。
是非とも接種を勧めたいものです。

　インフルエンザワクチンは、接種してから 2 週間ほどで抗
体がつき、3 か月くらいから徐々に抗体が落ち始め、5 か月
後に約半分になります。一方、インフルエンザの流行は 11
月頃から始まり 3 月頃に終息します。ということは、抗体が
つくタイミング的には 10 月中頃に打っておくのがベストで
す。
　加えて、今シーズン発熱すると大変ややこしいことになり
そうだということではないでしょうか。インフルエンザ様の
症状が出ても、発熱外来はなかなか受診出来ないという可能
性を考えなければならないのです。
　こう考えると、決して煽っている訳ではありませんが、早
めに手を打っておくに越した事はありません。特に今年はイ
ンフルエンザワクチンは 10 月中に、遅くとも 11 月初めまで
には打っておいて、万全でシーズンを迎えるのが良いでしょ
う。
　インフルエンザは、私たちが冬に悩まされる大きな負担で
あることは確実です。接種を選択するにしてもしないにして
も、しっかりと予防を心がけたいものです。

MONTHLY NEWS LETTER for HEALTH

メディカルコラム◎倉岡クリニック
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　日本歯科医師会　小冊子　Happy Smile より、20 周年を迎えた 8020 運動と歯周病についての情報をご紹介いたします。

セルフケアとプロフェッショナルケアでしっかり予防
　歯周病は歯磨きなどのオーラルケアを毎日しっかりとすることで、予防できます。
　そのためには大切なのはセルフケア、つまり自己管理です。まずは毎日のブラッシングを正しく
丁寧に行ってください。歯ブラシは、余計な力が入らないよう、鉛筆と同じように持ち、歯とぐき
の境目に歯ブラシが当たっていることを意識しながら、1 日 3 回食後を基本に磨きます。そのうち
1 回は、例えば寝る前にお風呂に入りながら、テレビを見ながら、長めにしっかり磨き、後の 2 回
は少し短めでも構いません。菌の増殖を抑える歯磨き剤を使用したり、歯間ブラシやデンタルフロ
スなどを使用するのもいいでしょう。
　さらに、歯医者さんによるプロフェッショナルケアを受けましょう。年に 2 ～ 3 回は歯医者さん
に行って、健診を受けてください。プラークや歯石を除去する「スケーリング」を受けるのも効果
的です。
　自分の歯をたくさんもっている人ほど、医療費が安くすんでいるという統計結果もありますので、
お口のケアは少しの出費で健康を維持できる「入り口」と考えてみてください。
　明るく、楽しい毎日を過ごすためにも、歯周病を予防して健康的な生活を送りましょう。

いきいきと健康で年を重ねるために
　現在 73 歳ですが、よく若く見える、元気だと言われます。物事をあまりくよくよ考えないようにしているせいでしょうね。最
近再婚もしましたので、生きがいというか、毎日にハリが出て、人生を楽しんでいます。
　実は 42 歳の時から糖尿病と闘っています。それまでの不規則な生活やお酒の飲み過ぎがたたり、足に痺れが出るようになって
しまいました。主治医から食事を 1 日 1,400kcal に抑えるよう指導されて、苦しかったですね。空腹のためにテレビカメラの向こ
うにご飯が見えたこともあります。今でも毎日薬を飲む、血糖値を測る、野菜中心の食生活にする、などの努力をしているおかげ
で健康に過ごせています。お酒をやめればもっと良くなるんでしょうけどね。よく「無病息災」と言いますけれど、私は「一病息災」
で良いのではないかと思っています。
　新人アナウンサーの頃、歯科大卒の先輩から歯の大切さを教えてもらいました。歯が何本か無くなるだけで、「さしすせそ」など
の摩擦音が上手く発音できなくなるんですね。家に帰って歯を磨く時間をストップウォッチで計ってみたら 2 分 30 秒、思ってい
たよりも短かったですね。いかにちゃんと磨けていなかったかを思い知りました。
　今は上 13 本、下 16 本の合計 29 本の歯を持っています。もちろん「8020」を目指して頑張っていきます。いきいきと健康で年
を重ねるためには趣味をもつことだと思いますよ。私も釣り、ゴルフ・・・ときて今は熱帯魚にはまっています。これだけは人に
負けない、深いものをもつことが大切だと思います。

フリーアナウンサー、司会者、故・山本文郎さんのコメント
(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。
404-409-6237　泉まで

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？

変化に対する不安を払拭して生まれ変わりたい月にしましょう。
生活の環境が変わることや、人間関係、趣味や仕事が変わること
に対して、なにかとマイナスにとらえてしまいがちですが、変化
を楽しむように気持ちを持っていく努力をしてください。
気持ちの迷いが、恋愛運にも良くない影響を与えてしまいそうで
す。せっかくの良縁が、迷っているうちに離れていってしまうこ
ともありえます。一期一会を肝に銘じて、チャンスを逃さないよ
うに行動をしましょう
金運は良く、お金が上手く循環して満たされるよう。交際費を多
めに使い、人との関係を円満に保つようにしましょう。後輩や年
下には、多少見栄を張ってでも良いところを見せておきましょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：6　18　31　　　×危険日：3　12　20

あライバルの存在が、あなたのことを大いに成長させてくれるこ
とでしょう。今の自分を変えたい、もっと上へとステップアップ
したい、違う世界を見てみたい等々思うのなら、ライバルを見付
けることがその最短距離になります。
好意を抱いていた相手と、あるいは好感を持っているレベルの相
手と、深い縁で結ばれる状況へと向かいそうです。偶然の出来事
が重なって、良い関係に一気に発展しそうです。かと言って、あ
まりロマンチックな出会いを想像し過ぎない方が良いでしょう。
紛失、踏み倒し等の危険性が大いにあります。相手のことを深く
信頼していても、意図的もしくは失念によってそれらの被害に遭
うケースが増えそうです。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：9　21　31　　　×危険日：8　14　25

情報収集がはかどり、あなたにとって有用な情報が集まってくる
ことでしょう。行動を起こすよりも、なにかしら準備に時間を割
く方が良さそうです。助走が長ければ長いほど、結果も大きく手
に入るようです。
告白されることもありますが、どちらかと言えば友人として異性
との距離が縮ますようで、男女の交際になるのはもう少し先のよ
うです。この 10 月は、恋人候補を見定める月にしていくと良いか
もしれません。
金運、仕事運ともに良くないようです。特に仕事運は低空で、本
業が疎かになってしまい、それが他の運気にも影響を与えて連鎖
的に負の状態が続いてしまうようです。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：11　19　27　　×危険日：5　16　25

運気に波も動きもなく、穏やかに過ごせそうな月になるでしょう。
忙しさですれ違いが増えていたカップルや家族、友人などがいれ
ば、この 10 月のうちに関係の修復を図ると良いかもしれません。
ゆっくりと会話を楽しむようにしましょう。
ひと目惚れされることもあれば、結婚を直感させられる出会いも
ありそうです。ただ中には、リスキーな状況になり得る恋愛もあ
りそうです。それを隠して近付いて来る相手もいるようですから、
簡単に交際へと発展させるのは危険かもしれません。
上昇に転じる月になりそう。良い話があれば、吟味の上でゴーサ
インを出すと良いでしょう。チャンスやタイミングを見失わない
ようにして、思い切った決断が大切になります。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：9　17　29　　　×危険日：7　19　27

人生における良きライバルとの出会いに期待も持てます。相手の
話にはよく耳を傾け、詳細に余すところ無く聞くようにしましょ
う。特に、あなたと異なる意見、考え方、人生観を持っている人
の言葉には、じっくりと耳を傾けておきましょう。
頑張っても頑張っても、気持ちが焦るばかりで、あまり望むよう
な成果が出ないことでしょう。気持ちのすれ違いが多々起きて、
ドンドン深みにはまっていきそうです。冷静になり、相手の気持
ちを思い図るようにすれば運気は戻ってきます。
いらないものをリサイクルショップに売りに行ったり、オークショ
ンに出品したり、あるいは株式投資などもお勧めでしょう。ちょっ
とした小物でも、長く使うような縁を得ることもあります。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：3　16　30　　　×危険日：7　18　24

日常生活にマンネリを感じているようですから、なにかと変化を
求めることになりそうです。それは自分自身のことでもあり、周
りの人との関係についても言えそうです。変化自体は良いのです
が、それを周りの人にも強要することは避けておきましょう。
今の恋人やパートナーに対しても不満が大きくなってくるようで、
危険なシグナルが出ていると言えそうです。その状況を変えてく
れるのは、ひとりの異性のようです。なかなか出会えないようで
すが、心に来る言葉をかけてくれることでしょう。
足りないものにばかり目が行きがちで、やや不安な気持ちが大き
く涌いてくるでしょうが、足りないように “ 見える ” だけなので
ストレスに感じないことが大切です。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：10　19　26　　　×危険日：1　16　31

大きな達成感が得られる月になりそうです。これまでの努力が認
められて、大きな成果を得ることになりそうです。あなたの知ら
ないところで、実はあなたの評価がドンドン上昇しており、それ
が表面に出てくる月となりそうです。
学校や職場などで、突然恋愛の花が咲くこともあります。普段か
ら親しい相手とも、初めて会う人ともその可能性があります。あ
なたのことを熱い視線で見つめている人がいないか、チェックを
しておきましょう。
思い切った決断が、吉を呼び込むことでしょう。大きな勝負に出
ても良いかもしれません。転職や独立も、この 10 月から準備を始
めても良いし、すでに計画している人は動いても良いでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：8　16　27　　　×危険日：9　20　30

周囲から一身に注目を浴びることになりそうです。行動、発言、
それらのひとつひとつが注目の的となりますので、気を付けてお
きましょう。ライバル関係にある人は、あなたの一挙手一投足に
注目しており、隙を見せればそこを突いて来ることでしょう。
身近な人があなたのことを見直し、接近してくるようです。新し
い出会いではなく、すでに見知っている人との縁が結ばれる可能
性があります。異性の友人との距離を、上手く測っていくように
しましょう。
やや持ち直し良い方向へと進む予感。良い運気を感じるまでには
いかないものの、下げ止まりは感じられるでしょう。散財に走る
のではなく、溜め込むようにすれば良い運気を逃さないはず。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：10　14　26　　　×危険日：5　18　28

あなたのことを導いてくれる存在が登場したり、知識や情報を得
たり、目標や目的が定まったりすることでしょう。恋愛でも仕事
でも人生そのものでも、なにかしらの迷いや惑いを抱えていた人
は、答えを導き出すことができそうです。
異性があなたの気持ちを引こうと、必死になる姿が見えます。表
面的なことだけでなく、内面も見て縁を結んでいくと満足のいく
関係を築くことができるでしょう。連絡がが頻繁に届くようにな
りますが、余裕を持ち過ぎると旬を逃してしまうので危険です。
大金を動かすのには向かない月のようです。小さな額ならば、い
くらでも良いのですが、大きな金額は NGのようです。無駄な出
費になってしまうことが多そうです。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：7　16　27　　　×危険日：4　20　30

人気運が高まるような月になりそうです。公私共に好調な日が過
ごせて、とても満たされることでしょう。特に月の後半になって
いくほどその運気は高まるようで、大いに満足できそうです。積
極的に周囲の人とかかわりを持つことが薦められます。
恋愛運は好調のようで、なおかつ粘り勝ちできるような気配があ
ります。一度断られても、何度かアタックするうちに良い方向へ
と向かうこともありそうです。ただ同じ言葉を送るのではなく、
自分の気持ちをあの手この手で伝えるようにする必要はあります。
貯めていたものが、いつの間にか流れ出ていることも多そう。気
を付けていないと、ついつい財布の紐を緩めてしまいそうです。
仕事絡みで大きな出費がありそうで、悩まされるところでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：10　18　31　　　×危険日：2　15　25

人の役に立つことを多く経験して、周りからの評価が高まること
でしょう。サポートを求めている人が身近にいれば、進んで手助
けをしてあげると良いでしょう。逆にサポートを受けることは控
えておきましょう。
恋人関係になって日が浅いカップルや、ケンカ中のカップルなど
は、二人の間に割って入ってくる存在に対して要注意です。身近
にそういった人はいるものですから、友人といえどもあまり信頼
を置き過ぎることはないようにしましょう。
思わぬ臨時収入にありつける良い運気のようです。ピンチをチャ
ンスに変える手段がひらめくことも多く、袋小路にはまっても切
り抜けられる要領の良さや運気の良さを体感できることでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：12　18　30　　　×危険日：7　15　26

何事においても完璧を求めがち。自分に対してのみならず、周り
に対しても完璧を求めることから、多少煩わしく思われてしまう
ので注意が必要になります。あまり完璧を求めず、ほどほどにで
妥協することも覚えておきましょう。
感情の起伏が激しくなり、自分を押さえ込むのが難しい様子。必
要以上に相手のことを疑ったり心配したり、あるいは逆に強気に
なり過ぎたりと、不安定さを見せてしまって恋愛が上手くいかな
いケースも多そうです。
良いタイミングがあり、10 日、20 日、そして 30 日の 10 日刻み
の日になります。これらの日は、宝くじの購入や勝負事への投資
など、思い切った行動に出ても良いでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：3　18　26　　　×危険日：7　21　29
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Event

【無料】デルタ航空が解説！ 
　　　　　最新日本行きセミナー
●● 日時●● 10/22●( 木 )●2-3pm●(EST)●1 時間

●● 内容
•● 衛生対策（Delta　Airline）
•● 日本の水際対策、フライト状況●（Amnet)

●● お問合せ、参加方法●
Amnet の HP●https://amnet-usa.com/●にてご確認
あるいは●newyork@amnet-usa.comまで参加希望
のご連絡をください。

Mov ie

Black Widow
　『ブラック・ウィドウ』は、
アベンジャーズの一員●ブ
ラック・ウィドウ ( またの名
をナターシャ・ロマノフ ) に
フォーカスを当てたファン
待望の単体映画。
　元ロシアのスパイである
ブラック・ウィドウは、そ
の美貌とは裏腹に、非常に
優れた戦闘能力を持つ人物。
スパイにして超一流の暗殺
者だ。シリーズ完結作『ア
ベンジャーズ／エンドゲーム』では、衝撃の決断をとった
ブラック・ウィドウだが、今回は『シビルウォー／キャプ
テン・アメリカ』後の時系列に物語を遡り、彼女の迫力溢
れる勇姿を映し出す。
　本作では、『シビル ･ ウォー／キャプテン ･ アメリカ』
の直後の時代、アベンジャーズから離れ、逃亡中の空白の
時間にフォーカス。物語の舞台は、ブラック・ウィドウの
因縁の地であるブタペストを中心に展開するという。
　ブラック・ウィドウは、アイアンマンやキャプテン・ア
メリカ等アベンジャーズを “ 家族 ” と呼ぶほど大切にし、
その一員として戦ってきたが、『アベンジャーズ／エンド
ゲーム』では、世界を驚かせる衝撃の決断を下した。孤独
な暗殺者だった彼女は、なぜアベンジャーズというヒー
ローになったのか？そしてなぜ、衝撃の決断にいたったの
か。

　また、その決断に至るまでに、大きな影響を与えたのが、
新キャラクターであり、ブラック・ウィドウの妹分とされ
ているエレーナをはじめ彼女の過去を知る、アベンジャー
ズとは別のもう一つの “ 家族 ”。彼らとの再会が彼女に及
ぼしたもの、再開の裏にあった何者かに仕組まれた真実が
何なのか、ブラック・ウィドウが背負い続けてきた過去と
秘密を明らかにする。
全米公開は 11 月 6日。

Spor ts

PGA TOUR
PGA●プロゴルフのツアー
2020-2021 シーズンです。

●■ 10 月 1日 -4 日●
● Sanderson●Farms●Championship●
● CC●of●Jackson,●Jackson,●MS
●■ 10 月 8日 -11 日●

● Shriners●Hospitals●for●Children●Open●
● TPC●Summerlin,●●Las●Vegas,●●NV
●■ 10 月 15 日 -18 日●

● THE●CJ●CUP●@●SHADOW●CREEK●
● Shadow●Creek●Golf●Course,●●Las●Vegas,●●NV●
●■ 10 月 22 日 -25 日●

● ZOZO●CHAMPIONSHIP●@●SHERWOOD●
● Sherwood●Country●Club,●●Thousand●Oaks,●●CA
●■ 10 月 29 日 -11 月 1 日●

● Bermuda●Championship●
● Port●Royal●GC,●●Southampton,●●BER●
●■ 11 月 5日 -8 日●

● Houston●Open●
● Memorial●Park●Golf●Course,●●Houston,●●TX●

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

●■ 10 月 05 日　対　グリーンベイ● 1pm
●■ 10 月 11 日　対　ノースカロライナ● 1pm●　MBZ
●■ 10 月 18 日　対　ミネソタ● 1pm●　
●■ 10 月 25 日　対　デトロイト● 1pm●　MBZ
●■ 10 月 29 日　対　ノースカロライナ● 1pm●
●■ 11 月 08 日　対　デンバー● 1pm●　MBZ

Music

State Farm Arena
1●State●Farm●Dr,●Atlanta,●GA●30303
☎ 404-●878-3000
www.statefarmarena.com
●● 2020 年のイベント案内
●■ 11 月 07 日● Erykah●Badu
●● 2021 年のイベント案内
●■ 7月 22-23 日● Justin●Biber
●■ 10 月 29 日● Enrique●Iglesias●&●Ricky●Martin

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

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

Theatre

Fox Theatre
660●Peachtree●Street●NE●Atlanta,●GA●30308
☎ 404-881-2100
www.foxtheatre.org
●● 歴史のある FOX劇場でさまざまなイ
ベントが開催されています。
●● Broadway●Across●America
www.broadwayacrossamerica.com
●● 2021 年のイベント案内
●■ 5月 21-23 日● Blue●Man●Group

Alliance Theatre
1280●Peachtree●Street●NE,●
●Atlanta,●GA●30309
☎ 404-733-4650●
www.alliancetheatre.org
●● High●Museum横のWoodruff●Art●Center の劇場

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

10 月 01 日　衣替え
10 月 12 日　Columbus Day ( コロンブス・デー )
10 月 31 日　ハロウィン

10 月 01 日　衣替え
　気候に合わせて、衣服を冬服に替える日。
　平安時代から始った習慣で、当時は中国の風習にならって
4 月 1 日および 10 月 1 日に夏服と冬服を着替えると定め、
これを「更衣」と言った。しかし、天皇の着替えの役目を持
つ女官の職名も更衣といい、後に天皇の寝所に奉仕する女官
で女御に次ぐ者を指すようになったので、民間では更衣とは
言わず「衣替え」と言うようになった。
　江戸時代ごろから、衣替えは 6 月 1 日と 10 月 1 日に行う
ようになり、明治以降の官庁・企業等もそれに従った。

10
2020

OCTOBER

10 月のカレンダー
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Museum

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

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

Nature,Parks

Georgia Aquarium 
ジョージア水族館
225●Baker●St.●Atlanta●GA●30313
☎ 404-584-4000
www.georgiaaquarium.org
●■ 日―金曜日● 午前 10 時―午後 5時
● 土曜日● 午前 9時―午後 6時

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

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

Atlanta Botanical Garden
アトランタ植物園
1345●Piedmont●Ave.●Atlanta●GA●30357
☎ 404-876-5859

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

Uniquely ATL

World Of Coca Cola コカコーラ博物館
121●Baker●St.●Atlanta●ジョージア水族館の隣
☎ 404-676-5151
www.worldofcoca-cola.com
●■ 8 時―6時
●◆ 大人　＄16、シニア＄14、子供＄12

CNN Studio Tour 
CNN スタジオツアー
190●Marietta●St,●NW,●Atlanta,●GA●30303
☎ 404-827-2300
www.cnn.com/tour/atlanta/
●● 予約したほうが確実に参加できる
●■ 9時―5時 (10 分おき )
●◆ 大人＄15、シニア＄14、子供＄12

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

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

　

MLK Museum キング牧師博物館
449●Auburn●Ave.●Atlanta●GA●30312
☎ 404-524-1956
www.thekingcenter.org
●■ 9 時―5時
●◆ 無料 ( 寄付を受け付けています )

Jimmy Carter Library Museum
カーター大統領博物館　
441●Freedam●Pkwy.●Atlanta●GA●30307
☎ 404-865-7100
www.jimmycarterlibrary.gov
●■ 9 時―4時 45 分 ( 日曜日は正午から )
●◆ 大人＄8、シニアと学生＄6、16 歳以下無料

Centennial Olympic Park
265●Park●Ave●W●Northwest,●Atlanta,●GA●
☎ 404-222-7275
www.centennialpark.com/
●● Webのイベントガイドを確認してください

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

10 月 08 日　Columbus Day　（コロンブス・デー）
　1492 年のこの日、クリストファー・コロンブス ( クリスト
バル・コロン ) が率いるスペイン船隊が新大陸アメリカに到達
した。
　西周りの航海でジパング ( 日本 ) とインドを目指したもので、
コロンブスは最初の到達地がインドだったと亡くなるまで信じ
ていた。

10 月 31 日　ハロウィン
　キリスト教の聖人の祝日「万聖節」の前夜祭。
　古代ヨーロッパの原住民ケルト族の収穫感謝祭がキリスト教
に取り入れられ、現在のハロウィンになったとされている。ケ

ルト族の 1 年の終わりは 10 月 31 日で、この夜は死者の霊が
家族を訪ねたり、精霊や魔女が出てくると信じられていた。こ
れらから身を守る為に仮面を被り、魔除けの焚火を焚いた。
　これに因み、31 日の夜、南瓜をくり貫いて作ったジャック・
オー・ランタン ( お化けカボチャ ) に蝋燭を立て、魔女やお化
けに仮装した子供達が「Trick or Treat( お菓子をくれなきゃ、
いたずらするぞ )」と唱えて近くの家を 1 軒ずつ訪ねる。家庭
では、カボチャの菓子を作り、子供達はもらったお菓子を持ち
寄り、ハロウィン・パーティーを開いたりする。
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一般求人
ヤマト運輸アトランタ支店
引越作業員を募集しています。就労ビザ
をお持ちの方、車の運転できる方
☎404-550-2628池谷までご連絡ください。

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

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

ウィンタースチャペル幼稚園 
保育補助を出来る方を募集しております。
時間：月～金曜日、午前 7 時半～午後 3
時半。午後 3 時半～午後 6 時半。委細面
談の上、決定。☎770-394-3242　新井まで。

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

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

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

ビル / オフィス掃除募集
SmartDog●Commercial●Cleaning●Services●
平日の夜、週末に働ける方を募集。選べる
時間帯。電話は日本語で☎ 770-667-8736
Roswell,●Alpharetta,●Norcross,●Duluth,●
Marietta,●Dunwoody,●Woodstock●エリア

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

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

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

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

HIRO RAMEN & TEA BAR
●Decatur エリアに 11 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

新規オープン日本食レストラン
アルファレッタにオープン予定の日本食
レストランではシェフとサーバーを募集。
☎ 770-634-4347 西原まで

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Emiyabisavannah@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
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 11 月号は
11 月 5 日ごろ配布予定

編集後記

　朝晩涼しくなって、ハロウィーンの季節になってきたと
感じます。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、皆さんは
どの秋を堪能されていますか。

　私は、食欲の秋と言いたいところなのですが、外出しな
い、運動しないのにも関わらず一人前の食事はとり、しか
もおやつは常に手に届くところにあるという、かなりゆる
ゆるな状況が続いています。とうとうこれではいけないと
思いはじめ、まずはポジティブな栄養を摂取するようにす
るために、肉類は控え野菜をたくさんとるように心がけて
います。最初はちょっと物足りなさを感じましたが、野菜
のビタミンと食物繊維で腸内環境を整えてくれるので、お
腹がすっきりして体調が良くなったと感じています。

　アメリカの多くの州でまた新型コロナウイルス感染者が
増加しています。大統領は遅くとも年末までにはワクチン
が利用可能になると約束していますが、医療専門家らは、
そうしたスケジュールは到底確実とは言えないと警告して
いるようです。私たちの暮らしが通常通りに戻れるかどう
かは、安全で信頼できるワクチンの開発にますますかかっ
ていると言えますが、「医療は光の速さで進化している」と
のことなので、希望をもって生活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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