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お店の味をおうちでも楽しも
Hello! Atlanta◎鎌田桃佳

季節のスープレシピ◎スープ料理家・東條真千子
バイリンガル求職者の就職・転職事情◎PASONA
雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士
我楽多横丁こぼれ話◎野呂利
聖書の言葉◎ますみ

歩

子育て知恵袋 in Atlanta◎長谷川ゆかり
髪&ヘアケア◎サロンリーガ

健康とカイロプラクティック◎矢島敬朗

教えて歯医者さん◎カンバーランドファミリーデンタル
メディカルコラム◎倉岡クリニック
「歯」の話◎植月歯科医院
今月の運勢

ATLANTAお出かけガイド
11月のカレンダー

格闘家の戯言◎高橋督
クラシファイド広告
編集後記

HAPPY

Thanksgiving
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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。

グラフィックデザイナー
名前：田中

一光

国:

日本 奈良県 奈良市

生:

1930 年 1 月 13 日 - 2002 年 1 月 10 日

京都市立美術専門学校（現・京都市立芸術大学）卒業。鐘淵
紡績、産經新聞を経て、57 年上京。ライトパブリシティに入社。
60 年、日本デザインセンター創立に参加。63 年、田中一光デ
ザイン室を主宰。
日本万国博覧会政府館の展示設計や、札幌冬季オリンピック
大会、ロンドン「ジャパン スタイル」等の企画、展示設計な
ど多方面の分野で国際的に活躍し、73 年より西武流通グルー
プ（現・セゾングループ）のアートディレクターとして活躍。
店舗空間、環境デザイン、CI 計画、グラフィック、
「無印良品」
のアートディレクションなどを通して、企業イメージ戦略をデ
ザイン面から総合的に支えた。他に、
「TOTO ギャラリー・間」
（TOTO）
、
「ギンザ・グラフィック・ギャラリー」
（DNP 文化振
興財団）などの運営に尽力し、企業の文化推進への功績は大き
い。また、裏千家・前家元千玄室次男、故伊住政和氏の主宰す
る「茶美会（さびえ）
」の企画監修、アートディレクションを
つとめるなど、日本の伝統文化である「茶の湯」の現在のあり
方を模索し、茶人「宗一（そういつ）
」としても多くのクリエ
イターに多大な影響を与え「現代の茶の湯」を広めた。
88 年パリ装飾美術館所属広告美術館、95 年メキシコ現代
アートセンター、97 年ミラノ市近代美術館、00 年ベルリン・
バウハウスアーカイブミュージアムなど、国内外で多数の個展
を開催した。88 年毎日芸術賞、94 年紫綬褒章、ニューヨーク
アートディレクターズクラブ殿堂入り、98 年朝日賞、同年東
京 ADC グランプリ、00 年文化功労者表彰など受賞、その他受
章多数。主著に『田中一光のデザインの世界』
（講談社）、『デ
ザインの周辺』
、
『デザインの前後左右』
、
『デザインの仕事机か
ら』（白水社）などがある。作品はニューヨーク近代美術館を
はじめ内外多数の美術館に収蔵されている。

デザインは異種交配していかないと次に発展しない。
常に何と結びついたらいいのかを考えるのが大切なのである。
例えば空間なのか、テクノロジーなのか、その異種交配の装置
を作ることでデザインの領域が拡大していく。
多少の欠陥があってもいいものはいいという見極めは、
何も審査員だけの問題ではなく、
実際に制作する際にも大事なのである。
グラフィックデザイナーのタイプに二つの性格があって、
テーマに向かって出かけるタイプと、どんな主題でも自らの掌
中に押さえ込んでしまうタイプとがあると思うが、私はどちら
かというと前者で、自身の造形にそれほど固執しない。
それぞれのプロ ジェクトに最善の回答を示すためには、自分以
外の才能を進んで起用する。
常に社会的、企業的、芸術的な均衡を意識しながら、
デザインを通じて時代そのものと対決せねばならない。
常に白紙の状態で素直に主題との接点を求め、
私自身が現代人としての「最良の生活者」になることが、
トータルなデザインに対して何よりも必要なことではないかと
思っている。
振り返ってみると、私は仕込みという作業に生きてきた。
劇場も展覧会も、そしてパー ティもお茶会も、
工夫して人をもてなし、サービスすることが好きなのである。
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ニュースダイジェスト

ニュースダイジェスト
米アップル、５Ｇ対応の「iPhonev12」４機種発表
米米アップルは 10 月 13 日に開いた仮想イベントで、スマー
トフォン「iPhone（アイフォーン）
」の新製品４機種を発表した。
「iPhone 12」
「iPhone 12 Pro」
「iPhone 12 Pro_Max」に加え、
新しく小型の「iPhone 12 mini」が登場。いずれも次世代通信
規格「５Ｇ」に対応する。
米国での販売価格は最も安い「iPhone 12 mini が 699 ドル
（約 7 万 4000 円）から。一方、アップルのスマートフォンと
しては過去最大の 6.7 インチ画面を搭載する「iPhone 12 Pro
Max は 1099 ドル（約 11 万 6000 円）から。

「iPhone 12 と 12 Pro は 10 月 16 日から予約注文の受け付
けを開始し、店頭では 23 日に発売する。
「iPhone 12 mini と
12 Pro Max は 11 月 6 日から予約注文を受け付け、11 月 13
日から店頭で発売予定。
「iPhone 12 はブラック、ホワイト、レッド、グリーン、ブ
ルーの４色で展開する。アップルによると、
これまでの「iPhone
11 に比べて薄く、小さく、軽量になり、XDR ディスプレーも
強化されて、
「Ceramic Shield」と呼ばれる新しい強化ガラスで
ディスプレイを覆っている。
iPhone 12 と iPhone 12 mini は背面に２基のカメラを搭載、
12 Pro と 12 Pro Max は３基のカメラを搭載する。写真撮影用
のソフトウェアには、ナイトモードタイムラプスなどの新機能
が加わった。
高速化に伴うバッテリーの消耗も予想されることから、5G
を必要としない場合は iPhone 12 が自動的に検出して低速の
LTE に切り替え、バッテリーの消耗を防ぐ。

「レムデシビルの効果に疑問」WHO が改めて見解
新型コロナウイルスの治療薬としてアメリカで 10 月 22 日
に正式に承認された抗ウイルス薬「レムデシビル」について、
WHO ＝世界保健機関の担当者は臨床試験で死亡率の改善など
に「ほとんど効果が認められないかまったく効果が認められな
かったようだ」とする見解を改めて示し、評価が分かれている。

日本で特例承認されている抗ウイルス薬「レムデシビル」を
めぐっては、アメリカの FDA ＝食品医薬品局が、複数の臨床
試験の結果に基づき正式に承認したと 10 月 22 日に発表した。
一方、WHO は 10 月 15 日、入院中の患者を対象にした臨床
試験の暫定的な結果を発表し「ほとんど効果が認められないか
まったく効果が認められなかったようだ」という見解を示して
いる。
これについて WHO の主任科学者、スワミナサン氏は 23 日、
スイスのジュネーブで開いた定例の記者会見で、FDA がレムデ
シビルを承認する際には、WHO の臨床試験の結果は反映され
ていないとした上で、「WHO の臨床試験は世界で最も規模が
大きいうえ、データの比較や分析などは最も高い基準にもとづ
いて行われており、結果は正しいと信じている」と改めて述べ、
評価は分かれたままです。
WHO の臨床ケアの担当者は、レムデシビルの指針について、
「3 週間から 4 週間以内に出す」と述べている。

映画館を約１万円で「貸し切り」に
米映画館チェーン大手の AMC シアターズが 99 ドル（約
１万円）で映画館を貸し切りにできるサービスを発表した。新
型コロナウイルスの感染拡大によって映画館を身内だけの上映
会に貸し出す流れが出てきているが、AMC もそれに乗った形
だ。
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AMC によれば、利用者は最大 20 人。料金は税抜きで 99 ド
ルからだが、映画や映画館の場所、食べ物や飲み物の追加など
によって 349 ドルまで料金が増える。ゲストを迎えるための
マイクの貸し出しには追加で 100 ドルかかるという。
映画館の貸し出しは、新型コロナウイルスの感染拡大によっ
て、業界として過去最高水準の損失が生まれるなかで、映画館
チェーンが事業を維持しようとする取り組みの一環。
AMC が６月に米証券取引委員会（SEC）に提出した報告書に
よれば、売り上げは前年同期比で 22％減の 9 億 4150 万ドル
だった。別の報告書によれば、AMC は年内にも手元資金が枯
渇する可能性がある。
AMC によれば、損失は新型コロナウイルスの感染拡大を抑
制するために映画館を閉鎖しなければならなかったことによる
もの。
ハリウッドの映画会社も映画の公開を延期している。消費者
も在宅の指示を受けて配信サービスの利用を増やしている。調
査会社ニールセンによれば、在宅の時間が増えたことで、動画
配信の利用が 60％増加した。

ラは 1750 馬力。世界最速の量産車の称号を獲得するために
SSC が製造した 2 台目の車両になる。空気力学的なデザインは
戦闘機を参照し、研究・開発には 10 年以上の歳月が費やされ
たという。
SSC は 1998 年に創業。同社はトゥアタラを 100 台販売す
ることを計画している。

米ニューヨーク州、レジ袋禁止の法律が施行
米ニューヨーク州で 10 月 19 日、レジ袋を禁止する法律が
施行された。ニューヨーク州のクオモ知事が承認した同法は
2020 年 3 月 1 日に施行される予定だったが、レジ袋の製造業
者による訴訟や新型コロナウイルスの影響で延期となってい
た。

時速 508 キロ、量産車の最高記録を樹立
米自動車メーカー、SSC ノースアメリカの「トゥアタラ」が
量産車として世界最速の記録を樹立した。

SSC によれば、トゥアタラは１７日、米ネバダ州ラスベガス
郊外の幹線道路約 11 キロを走行し、平均時速は 316.11 マイ
ル（約 508 キロ）だった。最高速度は時速 331.15 マイル（約
532 キロ）
に達した。公式の最高速度である時速 316 マイルは、
風や道路の変化も考慮し、道路を往復で走行して算出した。２
人の独立した立合人が現地での世界記録を確認した。
ターボチャージャー付きの V8 エンジンを搭載したトゥアタ

州の最高裁判所は先月、訴えを棄却したが、施行に備えるた
め事業者には 30 日前までの通知が必要だとしていた。
州の環境保護当局によれば、ニューヨークの人々は年間で推
計 230 億枚のレジ袋を利用し、そのうちの約 85％が最終的に
ごみとなる。それぞれの袋の平均の利用時間は約１２分だとい
う。
クオモ知事は法令への署名時に、道端や埋め立て地、水路で
ビニール袋を目にしたことがあると思うが、そうしたビニール
袋が大きな被害を与えていることに疑いはないと指摘した。
調理していない肉や魚、果物、野菜、処方薬、ドライクリー
ニングについては引き続き、ビニール袋が利用できる。
買い物客は自身で買い物袋を用意したり、少額を支払って紙
袋を購入したりすることになる。

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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クラフトビールを知る
軽くてのど越しのよいラガービールが有名な「アメリカビール」
。
最近では IPA やペールエールなど、
さまざまな種類のクラフトビールも盛んに醸造されています。
今回は、人気のアメリカビールを幅広くご紹介。

10
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アメリカビールの特徴
アメリカビールは、
「バドワイザー」や「クアーズ」といった大手ビールメーカーが大量生産しているラガービールのバリエーショ
ンが豊富です。しかし、近年では小規模な醸造所が手がけている、クラフトビールも人気を集めており、西海岸を中心としたアメ
リカ国内に 3000 を超える小規模な醸造所（マイクロブルワリー）があるとも言われています。
クラフトビールを造っているマイクロブルワリーは、ペールエールやインディアペールエール (IPA) など「ウエストコーストス
タイル」とも呼ばれるビールを製造しているのがポイント。苦味が少なく、ライトな味わいが特徴であるアメリカンラガーに比べ、
ウエストコーストスタイルは、アメリカ産ホップを惜しみなく使用した柑橘系のさわやかな香りと心地よい苦みが特徴です。

アメリカビールの種類

アメリカンラガー
バドワイザーやミラーといった大手
ビールメーカーが製造している銘柄の多く
が、下面発酵タイプのアメリカンラガーです。
銘柄によって多少の違いはあるものの、一般的
にはさっぱりとした軽い飲み口で、薄い金色の見
た目をしています。

アメリカンペールエール
イギリス発祥の上面発酵ビールである
ペールエールが、アメリカに渡って変化し
たものがアメリカンペールエールです。苦味
付けの段階から北米産のホップを使用している
のが特徴で、繊細な苦味と香りを持っています。
ホップの香りが華やかなことから、世界的にも人
気の高いビールです。のど越しを楽しむよりも、
繊細で華やかな香りを味わうのがおすすめ。
あまり冷やしすぎずに 10 ～ 13℃でゆっ
くり飲むのが最適です。

とうもろこしなどの副原料を使用することで、
ホップの苦味やクセを抑えたさわやかな味わい
が感じられるのが特徴。5 ～ 7℃によく冷や
して飲むのがおすすめです。強めの炭酸
とのど越しのよさから爽快な飲み口
を楽しめます。

IPA
（インディアペールエール）
18 世紀末ごろにビールをインドへ
輸送するため、大量のホップで防腐
処理をしたことが発祥と言われている
IPA。大量のホップを使用しているの
で、強いホップの香りと苦みがあ
る個性的な味わいです。

ANIS ATLANTA - November 2020
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クラフトビール入門

基本の種類

大手ビール企業が造るビールだけでなく、ビールのバリエーションが増えたことで、ビールの楽しみ方も格段に幅が広がりまし
たよね。クラフトビールと一言でいっても、実はその種類はとても豊富です。そこで今回は、クラフトビールの種類についてご紹
介します。クラフトビールについてより詳しくなると、ビールを一層楽しめるようになりますよ。

抑えておきたいクラフトビール７種
ビールを作る時に基本的な原材料になるものは、麦芽・ホップ・酵母・水、ととてもシンプルです。しかし、この基本の原材料
の使う量、熟成や発酵の方法によって様々な味や香りのビールが出来上がります。実はビールはとても奥深いお酒で、世界には
100 種類以上のビールがあるといわれているんですよ。こんなにもビールに種類があるなんて、驚きですよね。たくさんあるビー
ルの種類全てを知る必要はありませんが、クラフトビールをもっと楽しむために基本的な 7 種類のビールを抑えておきましょう。

•
•
•
•

12

ピルスナー
ペールエール
IPA（アイピーエー）
ヴァイツェン
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•
•
•

フルーツビール
スタウト
バーレーワイン

■ピルスナー

■ IPA（アイピーエー）

■スタウト

日本でも世界でも、現在最も飲まれてい
るスタイルのビールがピルスナーです。
多くの日本の大手ビールメーカーが造っ
ている黄金色のビールもピルスナーです。
すっきりしていて喉越しが良く、ゴクゴ
クと飲めるピルスナーは多くの人に好ま
れているスタイルのビールです。アルコー
ル度数は 3~5%、最初の１杯や何を飲も
うか迷っている時にもお勧めです。

IPA はインディア・ペール・エールの略で、
ホップをたくさん使いペールエールを強
くした様なビールです。しかし苦いだけ
ではなく、柑橘系の香りが口に広がりま
す。その苦味の後には爽快感がり、IPA
に飲み慣れると苦味が心地よく癖になり
ます。IPA は他のスタイルのビールに比
べて、基本的にアルコール度数は高めに
なります。

スタウトとは「強い」という意味で、色
や香りがしっかりとしているという特徴
があります。色がしっかりしていると濃
くて苦いというイメージを持たれやすい
のですが、実はスッキリとドライで飲み
やすいのです。スタウトの中でも代表的
でよく知られているものはギネスビール
ですよね。何種類かクラフトビールを試
してみたら、ぜひスタウトにも挑戦して
みてください。

■ヴァイツェン
一般的にビールはホップ＋大麦で作られ
ますが、ヴァイツェンはホップ＋大麦＋
小麦から作られます。しかも小麦を 50%
以上使わないとヴァイツェンとは呼べな
いそうです。ヴァイツェンのフルーティ
な香りは、南国のフルーツを想像させ、
女性に人気のスタイルです。また苦味も
少なめなので、ビールがあまり得意でな
い人にもぜひ飲んでみて欲しいビールで
す。

■ペールエール
ペールエールは、ピルスナーに比べてホッ
プの香りも苦味もしっかりしています。
海外のビールはエールが多く、エール系
ビールを飲むならペールエールから始め
るのが良いでしょう。エールはコクがあ
る種類のため、普段ピルスナーを飲んで
いる人が飲むと、最初は少し「濃い」と
感じるかもしれません。しかし多くの醸
造所が造っている、クラフトビールの主
流ともいえる種類です。これからクラフ
トビールを色々と試してみたいという人
も、ペールエールから始めてみてはいか
がでしょうか。アルコール度数は 4.5 ～
5.5% 位のものが多いです。

■フルーツビール
名前の通りフルーツをビールが完成する
前の麦汁に漬けたり、ビール自体に果汁
を加えて作るビールです。使用するフルー
ツによって味や香りの幅は広がり、ジュー
スの様に甘く飲みやすいものから、ふわ
りとフルーツが香る程度のものまで、楽
しみ方は色々です。特に女性に好まれる
スタイルです。

■バーレーワイン
スバーレーワインはアルコール度数
7~14％と他のビールに比べて高いものが
多いのが特徴です。長期熟成させて作ら
れているため、熟成した芳醇な香りがあ
り、ビールらしいホップの苦味、炭酸は
少なめです。バーレーワインは通常のビー
ルと異なり、複数の種類の麦芽を大量に
使うことで濃厚な味わいになります。喉
を潤すためにぐいっと飲むというよりは、
お酒の最後の締めにゆっくりと味わうタ
イプのビールです。

ANIS ATLANTA - November 2020
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アメリカのクラフトビールおすすめ全米ベスト 10
アメリカには現在なんと 5300 を超えるマイクロブルワリーが存在するので、すべてを飲み比べるわけにはいきませんが、
Zymurgy 誌（別名：アメリカ Homebrewers Assocation）では、毎年ビール好き読者の投票によるクラフトビールリストを発行し
ています。2019 年のアメリカのベストクラフトビールは以下の通りです。

1 位 Bell’s Two Hearted Ale
（ベルズ・トゥーハーテッドエール）
ランキング常連、ベルズのトゥーハーテッド
エールが本年度も 1 位を獲得しました。
醸造所のベルズ・ブルワリーはミシガン・ビー
ル界のパイオニア的存在。地元ではレストランな
どに常備されています。
センテニアルホップを 100% 使用しているた
め、ホップの香りが良いと評判です。オレンジや
パイナップル、蜂蜜などの香りと芳醇なカラメル
麦芽が苦味を抑えたバランスのいいビール。

2 位 Russian River Pliny the Elder
（ロシアンリバー・プライニーザエルダー）
かつては同ランキングで 7 年連続で 1 位の
座を守ってたプライニーザエルダー。カリフォ
ルニアにある醸造所で年に一度 2 月だけに限定
販売されるダブル IPA ビールです。
発売日には、世界中のファンが泊りがけで並
んで購入する人がいるほどの人気です。

3 位 Sierra Nevada Pale Ale
（シエラネバダ・ペールエール）
IPA の代名詞でもあるカスケードホップを使
用した元祖アメリカン・ペールエールです。後
味にジワリとホップの旨味が広がるエールで
す。
アメリカのクラフトビール人気の爆発はこの 1
本から始まったとまで言われていますので、ク
ラフトビール好きには絶対に外せない 1 本です

14
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4 位 Founders KBS (Kentucky Breakfast Stout)
（ファウンダーズ・ケービーエス・ケンタッキー
ブレックファーストスタウト）
カルト的人気を誇るファウンダーズ KBS。9 位
に輝いた Breakfast Stout をケンタッキーバー
ボン樽で 1 年間熟成させることで完成する超限
定品。
アメリカでは発売日前日に酒屋に泊まり込みで
並ぶ人も現れるほどで、本数限定で整理券を
配って販売するんだそうです。

5 位 The Alchemist Heady Topper
（ザアルケミスト・ヘディートッパー）
バーモント州が誇る新進気鋭のブル
ワリーの大人気銘柄が、へディトッ
パー。もともとパブで季節限定のビー
ルとして販売していたものに人気に
火がついたそう。
缶のみの販売にこだわっており、ス
トリートアートのような缶のデザイ
ンも特徴的です。

7 位 Founders All Day IPA
（ファウンダーズ・オールデイアイピーエー）
ファウンダーズが、文字通り日がな一日中飲
み続けられる IPA というコンセプトのもと
造ったビールです。
刺 激 の 強 い IPA の 中 に あ っ て、 軽 や か な
飲み口なのが特徴的。ブリューマスターの
Jeremy Kosmicki（ジェレミー・コスミスキー）
はオールデイを生み出すにあたり、
「自分が
こういうビールを飲みたくなったからさ」と
述べています。

9 位 WeldWerks Juicy Bits
（ウェルドワークス ジューシービット）
WeldWerks Brewing 社（ウェルドワーク
ス ブルーイング）のジューシービット
は、ニューイングランドスタイル（ニュー
イングランドスタイル州から来た IPA ス
タイルで、フルーティな甘味があり苦み
が控えめなのが特徴）の IPA です。
よりタンパク質の高いモルトのおかげで
柔らかく、クリーミーな口当たりを備え
ています。柑橘類のジュースのようなフ
ルーティな味わいのビール。

11 位 Cigar City Jai Alai IPA
（シガーシティ ジャイアライアイピーエー）
スペインのバスク地方で行われているボール
ゲーム、ジャイ・アライの名を持つ IPA です。
そそぐとオレンジ色の液体がグラスを満たし、
柑橘類やトロピカルフルーツとキャラメルの香
りがするこのエールは、従来の IPA に比べて苦
みが少なく飲みやすくなめらかな味わいです。

6 位 Founders Canadian Breakfast Stout (CBS)
（ファウンダーズ・カナディアンブレックファー
ストスタウト・シービーエス）
2011 年に一度ボトリングされてから、世界で
もっとも入手困難で最高評価を得たビール。
こちらは偶然にもメープルシロップを入れてい
たバーボン樽で熟成されたものを発見し、生み
出されたという逸話があります。ファウンダー
ズは 2019 年秋をもって、CBS のリリースを最
後にすると発表しています。なくなる前にぜひ
とも一度は口にしてみたいビールです。
缶のみの販売にこだわっており、ストリート
アートのような缶のデザインも特徴的です。

7 位 Bell’s Hopslam
（ベルズ ホップスラム）
ベルズの ｢ホップスラム・エール｣ は太平
洋北西部の 6 品種からなるホップが複雑に
ブレンドされています。
グレープフルーツやフローラルなどの刺激
的な香りに、少量の蜂蜜が驚くほどこの
ビールを飲みやすくしています。
飲みやすいといってもアルコール度数はな
んと 10 パーセントもありますので飲みす
ぎには注意してくださいね。

9 位 Founders Breakfast Stout
（ファウンダーズ ブレックファーストスタウト）
創業者である Dave Engbers（デイブ・エンバース）
が「作るのが地獄のように大変なビール」と評し
たビール。
上位にランキングしているケンタッキーブレック
ファーストやカナディアンブレックファーストは
このブレックファーストスタウトをさらに樽で熟
成させたものです。
オーツ麦と二種類のチョコレートさらにコーヒー
を使用したこのスタウトはエクストリームビール
（アルコール度数の高いビール）の立役者となり
ました。
チョコレートとコーヒーを投入した秋から冬にか
けて特別醸造し、1 年のうち、わずか 4 ヶ月しか
販売されていない限定品です。

7 位と 9 位が同率で 2 銘柄ずつありましたのでベスト
10 は 11 位までの発表としました。
ファウンダーズのスタウトシリーズ以外はすべて IPA
です。いかに IPA がアメリカのクラフトビール業界で人
気を博しているかがわかりますね。
ジョージアにもクラフトブルワリーが沢山あります。
是非ローカルの色々なクラフトビールのお味も楽しんで
みてください。

ANIS ATLANTA - November 2020
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お店の味を
おうちで
楽しも

Bubble Tea

バブルティーはお好きですか？
お店にいかなくても、お家でいつでもお手軽
に飲めちゃいますよ。色々なお味があります
ので、お試しください。
（各種 Asian grocery）

New York Style Cheesecake

甘さ控えめで日本のコンビニスイーツに近い
ので、アメリカのゲキ甘いケーキではなく、
日本人が食べても美味しいと思えるお味で
す。お値段も 2 つで 1.99 ドル。
（ALDI）

Dalgona Coffee

韓国アイドルや youtuber の配信から火が付
いたタルゴナコーヒー。
コーヒーと砂糖、水を泡立ててできたモコモ
コの泡がフォトジェニックなコーヒーです。
家にある材料だけで簡単にできるとあって、
瞬く間にブームになりました。

Curry Chicken Salad

トーストに乗せてもよし、ピタパンに挟んで
も良しのカレーチキンサラダ。
いつものサンドイッチに飽きた時にはぜひお
試しください。
（Trader Joe's）
ANIS ATLANTA - November 2020
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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

〜 Hearth & Hand 編〜

アメリカならではのファームハウススタイル
大 型 ス ー パ ー TARGET の 一 角 に、 一 つ の ブ ー ス を 持 つ Hearth & Hand。 雑 誌
『Magnolia Journal』や、インテリアブランド Magnolia を手掛けるジョアンナ・ゲイ
ンズ & チップが、TARGET とコラボしたオリジナルブランドが、この Hearth & Hand
です。2017 年に立ち上がって以来その魅力の虜になり、季節ごとに変わる Hearth &
Hand のブースを見るのが楽しみの一つになりました。ここ数年、アメリカのインテ
リアのトレンドとなっている、ファームハウススタイル。その名の通り田舎の農家を
イメージした、素朴で温もりのあるインテリアを取り入れたスタイルです。カントリー
スタイルともかぶっていますが、カントリースタイルが木目の分量が多く昔風なのに
比べ、ファームハウススタイルは古い物を取り入れつつも、白を基調としたモダンな
スタイルという印象です。ジョアンナのファームハウススタイルは、黒を挿し込む事
によって白黒のコントラストが際立ち、曲線より圧倒的に直線を多く取り入れる事に
よって機能美があり、古い物を取り入れた時に生じる清潔感の欠如がありません。そ

【ポット】
ぽっくりとしたオーソドックスなデザインのホーロー
ポット。木製の鍋敷きがセットになっています。

してカジュアルなのに、品も失わない絶妙なライン！彼らが、
『Fixer Upper』という
番組でリノベーションを手掛けていたのですが、ネットで画像検索するとその劇的ビ
フォーアフターに感嘆します。
「なんという事でしょう！」とつぶやく事間違いなし。
名付けるなら “新旧の調律師” といったところでしょうか。誰しも「ここをもっとこ
う出来たら・・」と夢見る事はあるけれど、自分の DIY 力や金銭的な問題で実現する
のが難しく、妄想にとどまってしまう事が多いのではと思います。でもジョアンナの
場合、彼女がデザインして大工である夫のチップがそれを形に実現出来るという、最
強の組み合わせ。センスの塊の彼女とスーパー大工職人チップに、我が家も改装して
欲しい〜！でもそれが叶わない今、私に出来る事はせっせと Hearth & Hand の小物を
買い、それらしく部屋を飾り付けてニンマリする事だけです。
【オーナメント】
Hearth & Hand の商品には、この古びた
味わいのブリキが多用されています。
飾る雑貨としても○。
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【トランプ】
ケースはフェルト素
材にフェイクレザー
を組み合わせた物。
冬に暖炉の前でトラ
ンプしたくなる、温か
みのあるデザイン。

【紐スタンド】
糸先を引っ張ると中で凧糸が回り、絡み
ません。Top of 実用性無し雑貨ですが、
とにかく佇まいが可愛い♡

【リース】
Hearth & Hand の代表商
品と言っても過言ではない
リース類。毎季節ごとに変
わるリースをドアに掛ける
事で、季節の移ろいをより
実感出来ます。

【ポットホルダー】
ミトンと鍋敷き両方の使い方が出来る
タイプのポットホルダー

【クッキーカッター】
アメリカで売ってるクッキーカッターは
鳩サブレ用？ってくらい大きい物が多い
のですが、これは日本でも使える小ぶり
サイズ。

【ケーキスタンド】
蓋付きは収納する際場
所 を と る の で、 開 き
直ってインテリアとし
て見せて収納するのも
一つの方法。

【ミニオーブンダッチ】
テーブルセッティングにも見栄えが
するミニオーブンダッチ。カボチャ
のポタージュやボルシチが美味しそ
うに見える色です。

ANIS ATLANTA - November 2020
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ヤキトリ
串 カツ
ではボンジリ やナンコツ など

ANIS ATLANTA - November 2020
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貴重部位を扱った備長炭 による焼き鳥 を提供しております。

ウイスキー ハ
、 イボール 、
日本酒 などもお楽しみ頂けます。

Chirori - Yakitori & Kushikatsu

季節のスープレシピ◎スープ料理家・東條真千子

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

バイリンガル求職者の
就職 ・ 転 職 事 情
採用市場動向
あっという間に今年もあと 2 か月。パンデミック発生から
すでに半年以上経ち、様々な所に影響を及ぼしながらも、経
済は半年前に比べて活発になって来ています。今回は、最近
の採用市場における傾向を見てみましょう。
労働局が発表をしている Bureau of labor statistics による
と、2020 年 9 月の失業率は 7.9% で、2019 年 9 月に比べ、
4.4 ポイント上昇しています。30 州で失業率は低下してお
り、8 州は上昇、そして、12 州とワシントン D. C. では変化
がありませんでした。失業率が一番高かった州は、ハワイで、
15.1%、最も低い失業率が、ネブラスカで 3.5% となり、州に
よって大幅に差があるのが分かります。失業率が 2 番目に高
いのがネバダ (12.6%) という事を考えると、観光業が引き続
き厳しい状況であることが分かります。
また、大手キャリアサイトのキャリアビルダーのデータに
よると、現在全米で需要が高い職種と業界は下記の様になっ
ています。
【需要が高い職種】
• トラック運転手
• 看護師
• ソフトウェア開発者
• リテール営業、監督者
• カスタマーサービス

るように、物を動かすトラック運転手や、買い物をするため
のオンライン上の仕組みを構築する、ソフトウェア開発の需
要が急増しているというのは、納得できるのではないでしょ
うか。これからホーリデーの季節が到来しますので、更にリ
テール関係の雇用が増加する時期になります。現状を加味す
ると、今年はこれらの需要がここ 2 か月の間で益々に増加す
るのではないかと思っています。
弊社は全米 10 拠点で営業をしていますが、産業やパンデ
ミックの影響が、それぞれの州で異なるため、求人の傾向も
面白いように様々です。製造業が主な南東部では、通訳、技
術者の需要が高く、中西部では営業の求人が非常に多くなっ
ています。カリフォルニアでは、人事、経理、事務の需要が
高く、ニューヨークではすぐ働ける派遣の需要が高まるなど、
それぞれの地域の状況、また企業の戦略により、採用も以前
とはまた違った動きを見せています。これから寒い季節にな
り、今までと状況が変われば、雇用の傾向も変わってきます
ので、引き続き、来たるべきチャンスを逃さないように、日々
アンテナを張っておくことが、大きい成功の一歩になるので
はないかと思います。

【需要が高い業界】
• 廃棄物管理
• リテール
• 医療
• 運輸倉庫
• 技術サービス
今年 4 月は、医療の分野での求人が一番多かったのですが、
半年前に比べ、経済が活発化している今、
“物”に関連する分
野での需要が高くなっています。例えば、パンデミックの影
響で、買い物もオンラインを通じてすることが圧倒的に多く
なったと思いますが、
“買い物をする“というプロセスに於い
て、ウェブサイトや携帯電話のアプリケーションにアクセス
してから自分の手元に物が届くまでを考えてみるとよく分か

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
ANIS ATLANTA - November 2020
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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
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。

DV-2022

抽選による永住権

2022 年度の永住権抽選（DV-2022）の受付が東部時間
2020 年 10 月 7 日（水）正午 12 時にはじまり、2020 年 11
月 10 日（火）正午に終了します。抽選による永住権とは、
アメリカ合衆国を構成する人種の中で、移民比率の比較的低
い国からの移民の数を増やそうとする目的で、年に一回国務
省によって行われる移民多様化 のことです。2022 年度には
5.5 万枠の抽選永住権が割り当てられています。
申請は無料で、オンラインで申請を行ない、申請者はコン
ピューターにて無作為に選ばれます。一人一回だけの抽選で
すが、本人の申請とともに配偶者と 21 歳未満のお子様も一
緒に申請することができます。一人につき２回以上申請をす
ると、すべての申請が無効となります。
対象地域はアフリカ、アジア、ヨーロッパ、北米、南米と
オセアニアなど６つの地域で、過去 5 年間に移民ビザ発給の
少ない国で出生した人です。日本で出生した人も抽選の対象
となりますが、アメリカへの移民数が過去 5 年間に 5 万人以
上あった国の出生者は対象にはなりません。
対象外となるのは次の国です。バングラディッシュ、ブラ
ジル、カナダ、中国（本土と香港生まれ）
、コロンビア、ドミ
ニカ共和国、エルサルバドル、グアテマラ、ハイチ、ホンジュ
ラス、インド、ジャマイカ、メキシコ、ナイジェリア、パキ
スタン、フィリピン、韓国、イギリス（北アイルランドを除く）
とその領土、ベトナム。マカオと台湾出生者は対象国となり
ます。
本人の出生地が対象外であっても、家族の出生国枠で申請
できる場合があります。配偶者の出生地が対象国であれば、
その配偶者の出生国で申請することも可能です。また、本人
の出生国が両親の出生国でない、或は本人出生時にいずれの
親も本人の出生国の合法的居住民でなかった場合、両親のい
ずれかが抽選対象国で出生していれば、その親の出生国の枠
で申請することもできます。
抽選による永住権を申請するには、まず申請資格を満たさ
なければなりません。まず、申請者は高卒、或いは同等の教
育を修了している者で小・中・高校での 12 年間の公認の教
育課程を修了したことを証明できること、若しくは、少な
くとも 2 年間の研修か実務経験を必要とする職業（米国労
働省の定める基準に準ずる）に過去 5 年以内に 2 年以上従
事していることが条件となります。米国労働省の職業基準に
関しては O*NET オンライン・データベース（http://www.
onetonline.org/）で確認できます。さらに、申請者は犯罪暦
の有無やテロ国支援国家の出身であるかなど、米国移民法の

要件を満たしているか審査されます。
申請方法は、オンラインのリンク dvlottery.state.gov で、
申請者の氏名、性別、生年月日、出生地、出生国、パスポー
ト情報、デジタル写真、郵便住所、居住国、電話番号、イーメー
ルアドレス、最終学歴、婚姻関係、配偶者情報、子供情報な
ど基本的な個人情報を入力します。デジタルも写真も添付し、
オンラインで申請します。申請書類の提出がおわると、名前
と固有の確認番号が明記されている確認画面が表示されます。

抽選状況については、2021 年 5 月 8 日から 2022 年９
月 30 日まで国務省のサイトで確認することができます。ま
た、ビザ手続きのインストラクションや面接日時も Entrant
Status Check 上で通知されます。もし当選していれば、当選
確認画面にいき、永住権申請方法についての指示に従い、申
請費用支払いや必要書類など準備にとりかかります。当選す
れば、自分の番号の順番が回ってくるのを待ち、オンライン
で DS260 申請書類を作成し、必要書類を揃えて米国大使館か
領事館にビザ面接にいきます。審査官は、本人の学歴、職歴、
犯罪歴などを審査して、永住権の資格を満たしているか判断
します。
永住権の資格条件を満たさない応募者の数も考慮して、当
選者は申請枠よりもかなり大目に選ばれますので、当選して
も必ずしも申請を行なえるわけではありません。当選者は自
分の当選番号の順番がまわってくるまでは永住権の申請書類
を提出できません。2022 年の９月末までに当選番号の順番
が回ってこなければ永住権の申請はできません。また、2022
年の９月末前に永住権発給枠が達成してしまったら、申請受
付は終了します。従って、当選したらすぐにケース番号を確
認し、順番が回ってきたら速やかに申請を行うことが大切で
す。もし順番がまわってくる前に永住権受付が終了した場合、
翌年度の抽選に再度申し込むこともできます。ただし、抽選
による永住権を取消す法案もでているため、今後も抽選永住
権が続行するか、政府の発表を見守る必要があります。
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

Thanksgiving の真実
史実というのは必ずしも真実ではない。後々誤って伝えら
れることもあるが、為政者が都合よく捏造したり美化するこ
ともある。
ボストン近郊の町プリマスと言えば 1720 年メイフラワー
号に乗った清教徒が最初に踏んだアメリカの地であり、それ
を記念した石が観光スポットになっている。1980 年代の後
半、日本からのアメリカ出張でニューイングランド地方を訪
れた時にプリマスに立ち寄ったことがあるが、多くの外国人
観光客がそうであるように、当時の筆者の頭の中は、学校の
世界史で教わる「清教徒、メイフラワー号、プリマス」だけ
であった。
次のプリマスとの出会いは 1996 年。前年、家族共々アト
ランタに赴任、日本の高 1 だった娘がこちらのハイスクール
に入ったのがきっかけだ。英語が最も不得意な娘にとって、
授業や宿題は難行である。そこで筆者が夜な夜な宿題を助け
る羽目になった。その時読んだ歴史の教科書では「入植者と
ネイティブアメリカンは宴を張り、これが Thanksgiving の
始まりとなった」とある。あたかも未知の世界に足を踏み入
れた入植者達が土着の民に歓迎されたかのような記述となっ

ていた。多くの人達はこのレベルで納得し毎年ターキーを食
するのである。
そして昨年、ほぼ 25 年振りにプリマスに関わる
「Thanksgiving の真実」という記事に遭遇した。
記事によれば、プリマスに上陸した清教徒達が戦いの準備
をしているのを察知したネイティブアメリカンは「何故戦お
うとするのか。よく話し合おうではないか」と持ち込んだ食
料を食しながらの会談となった。これが Thanksgiving の発
端だが、決して歓迎の為に食料を提供したのではないのだ。
その後はどうなったか。外からの侵略者達は次々と土地を奪
取、土着の民を駆逐していった。
プリマスの石の近く、Cole's Hill 公園の一角にネイティブ
アメリカンの史実を反映した記念プレートが設置されてい
る。「アメリカ国家が定めた感謝祭の日はネイティブアメリ
カンにとっては、先祖が土地を奪われ、虐殺され、文化を破
壊されてことを忘れず追悼する日である」と記されている。
アメリカ人の今があるのは、これらの犠牲の上に成り立って
いる、と説いている。

聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉
『あなたがたは、世にあっては患難があります。しかし、勇
敢でありなさい。
』
ヨハネの福音書 16 章 33 節
住みにくい世の中になって来ています。世界中が恐怖と不
況に苦しんでいます。しかし、このような状況は、世の常で
す。すでに、約 2000 年も前に、イエスは、
『この世では患
難がある。
』と言われました。この聖書箇所は、
『わたしがこ
れらの事をあなた方に話したのは、あなた方がわたしにあっ
て平安を持つためである。
』で、始まっています。そして、
『し
かし、
勇敢でありなさい。わたしはすでに世に勝ったのです。』
と言われました。
聖書は、イエス・キリストと共に歩む時、どんな困難な中
でも、こころの平安を保つ事ができると言うのです。信じる
者には、たとえ嵐の中でも、ヒナ鳥が親鳥の羽の下で安心し
ていられるような「心の避け所」が与えられ、そこには、イ
エス・キリストを通して、天の父なる神様に、愛され守られ
ているという安堵感・平安があるからです。
勿論、イエスに信頼する時、心の中に平安がみなぎってい
ても、外界には患難が渦巻いています。苦難や問題がなくな
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るのではありません。神を信頼して、信仰に生きる時、外界
の喧騒にも破壊されない、逆境にも乱されない平安が与えら
れるのです。それは、信仰によって、暴風が吹き荒れても、
かき乱されない主の守りがあるとの確信が与えられるからで
す。
イエス・キリストを心に迎え入れ、共に歩む者は、神との
信頼関係を喜ぶ者です。
イエスは、『わたしの平安をあなた方に与える。
』と約束さ
れました。信仰によってイエス・キリストの勝利に与るので
す。イエス・キリストの恵みと平安を受け取りましょう。イ
エス・キリストへの信仰により、この世への恐れと不安が取
り除かれた時、希望が沸き、視野が広がり、平安の中で勇敢
で肯定的な歩みが始まります。ああすれば、こうすれば・・
と頑張る「人の行い」ではなく、
「神の愛と恵み」によって、イ
エス・キリストの平安は求める
者には、誰にでも与えられます。
神は愛です。
私たちは愛されています。

子育て知恵袋 in Atlanta ◎長谷川ゆかり

☺ 子育て知恵袋 in Atlanta

長谷川ゆかり

「がまん」の心の育て方
「いけません」と禁止するのではなく、あくまでも親の気持ち
人から押し付けられる「がまん」と、自分でする「がまん」、 や考えを伝えるだけ、どう行動するかは子供の判断にまかせ
この二つには大きな違いがあります。子供にとって必要な忍
たいものです。ただし、危険なことや命に関わることは別です。
耐力をどのようにつけるのか考えていきましょう。
親とは違う意見を子供がもつこともあるでしょう。世の中に
は様々な考え方があります。自分の価値観だけにとらわれず、
「しなさい」ではなく「できたね」とほめましょう。
本来、
がまんは人に強制されてするものではなく、自分で「今
はがまんしなくては」と決めてするものです。たとえ「やり
たくない」ことでも、
「やらなければ」と子供が思えるように
なるには、親の関わりがとても大切です。例えば、
「勉強しな
さい」とよく言ってしまいませんか？親から見れば、子供も

子供の言い分も聞ける心の余裕をもつことが大切です。子供
の話を聞くことのできる親子関係であれば、何かあった時は
子供はきっと相談してくれるでしょう。
がまんは目標達成に必要な力
成長するにつれ、人はがまんしなければならないことが多

のためにと思って出た言葉でしょう。でもこう言われて、や
る気になる子供はほとんどないと思います。親の期待どおり
ではなくても、子供が少しでもできていることや、努力して
いるところを認めてあげましょう。
「がんばってるね」、「でき
たね」
、
「お母さんが何も言わないのにやっているね」・・・、
こんな言葉をかけてもらうと、たとえ「いやだなぁ」という
気持ちだったとしても「がんばってみよう」と思えるのです。

くなってきます。がまんはあきらめることとはちがいます。
やりたいことを達成するまで、自分自身の弱い気持ちに負け
ずに立ち向かっていくことです。勉強やスポーツなどの習い
事をしていると、「○○ができるようになりたい」
、
「試合に勝
ちたい」、「試験に合格したい」などと、目標を子供自身がも
つようになるでしょう。目標達成に向かう一歩一歩の過程は
順調な時ばかりではありません。「できない」「やりたくない」

できてない時でなく、できている時に注目しましょう。

という気持ちになる時もあります。そんな時にこそ、がまん
する力が大いに発揮されるのです。子供の頃から積み重ねて
きたがまんの体験が、将来自分で進みべき道を決める時に「本

「どうすればいいのか」を考えさせましょう
子供には、
「やりたい」と思ったことをすべてをすぐに行動
に移すわけでなく、
「これをしたらどうなるのかな、人に迷惑
をかけないかな」と考え、自分の欲求をコントロールできる
ようになってもらいたいです。例えばお友達とけんかして、

当にしたいことなのか」と考えたり、たとえ困難なことに直
面しても、あきらめず努力できる力の土台になるでしょう。
小さい頃から、子供にがまんさせる
のではなく、自分はがまんができる

ポカッと叩いてしまった場合。まずは、そういう行動をして
しまった子供の気持ちを否定せずに受け止めてあげましょう。
その上で「でも、それはしてはいけないことなの。どうすれ
ばよかったと思う？」と子供自身に考えさせることがとても

子なのだと思える体験をさせてあげ
てください。

大切です。
「叩いちゃダメ」と叱られるだけでは、その行動は
なかなか直りません。そして、
次に同じような場面になった時、
自分で考えた通りにできていたら、
「叩かないで、決めたよう
にできたね。
」と必ず子供の行動を評価してあげてください。
子供は、がまんした自分に自身をもつことができます。そう
やってだんだんと自分の欲求や衝動をコントロールできるよ
うになるのです。

ご意見を紹介しました。忍耐力、ア
ンガーコントロール、などどうやっ
て育てていくか、参考になれば幸い
です。

今月は心理カウンセラーの先生の

親の考えを伝えましょう
高学年になり行動範囲が広がると子供の日常生活すべてを
把握することは難しくなります。子供だけで行動するときは
自己判断で行動をとる責任があります。子供が自立していく
時の判断の基となるのは、それまで子供に伝えてきたり、行
動で示してきた親の思いや考えです。日ごろから心配なこと
や、気をつけてほしいことについて、子供と話しましょう。
そのことについて、親が知っている情報や、親自身の経験を
伝えてあげるのもいいですね。
「こうしなさい」と強制したり、
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髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

髪＆ヘアケア
こんにちは、サロンリーガの美輪でございます。肌に触れ
る風もだんだんと冷たくなり、晩秋の気配が感じられるよう
になりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
秋は、「味覚の秋」「おしゃれの秋」と言われる季節。とこ
ろが、抜け毛が増えがちな季節でもあるんです。抜け毛は「夏
の疲れが原因」「動物同様、生えかわりに伴うもの」と言われ
ていますが、対策は、髪が生えている根元の部分（毛根）を
元気にすること。毛根に栄養が行き届くようにすることなん
です！！
そこで効果的なのは、頭皮マッサージです！頭皮マッサー
ジで血行を良くすると、血液の流れに乗って「毛根の細胞」
に栄養がゆきわたりやすくなります。とはいっても、
頭皮マッ
サージなんて難しそう・・・やり方が分からない・・・とい
う方に。簡単にできる「W マッサージ」をご紹介させて頂き
ます。
W マッサージとは、「シャンプー中」と、「シャンプー後」
の両方でマッサージすること。
1. シャンプー時は、シャンプーブラシでマッサージ。
力を入れすぎないよう、ブラシを左右に小刻みに動かしま
す。その後、頭皮にシャンプーが残らないように充分すす
ぎます。
2. お風呂から上がったら、タッピングマッサージ。
髪を乾かす前でも、乾かした後でもどちらでも大丈夫なの
で、生え際からつむじに向かって、指先でトントンとたたき
ます。さらに、こめかみから耳の上を、リフトアップするよ
うに指先で持ち上げます。
その他にもマッサージ以外に重要なのは「体の中からのケ
ア」もあるんです！
• 毛根の栄養源となる「タンパク質」「ビタミン・ミネラル」
を適度に摂取するのが重要です。不健康で無理なダイエッ
トが抜け毛の原因になることもあります。
•「冷たいもののとりすぎ」など、
「冷え」には要注意。血行
が悪くなってしまいます。
リーガでは、頭皮ケアの商品やメニューがあります。スト
レスや疲れを取りにカットやカラーのついでにヘッドスパは
いかがでしょうか？お気軽にお問い合わせ下さい。
皆様のご来店をリーガスタッフ一同心よりお待ち申し上げ
ます。
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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
ホームエクササイズ
コロナ禍で私たちの生活様式は大きく変わりました。アメリ
カは元々デジタル化が進んでいた国ですが、オフィスのリモー
トワーク化はさらに進み自宅でお仕事をされる方も増えたと思
います。そして、子供たちの世界もガラリと変わりました。休
校に伴い多くの子供たちがデジタルラーニングになりました。
感染防止のための自粛生活とは言え、やはり弊害は多く、運動
不足になり心身の不調を訴える人 ( 子 ) が増えている、との報
告やニュースをあちこちで目にします。
コロナ禍による自宅待機生活での運動不足懸念を多くの人が
感じていて、それに応えるように YouTube などのネット上でた
くさんの「自宅でできるエクササイズ動画」がアップされるよ
うになりました。また、スポーツジムやスタジオなども会員に
向け、エクササイズ動画の配信やオンラインクラスなど工夫を
凝らして顧客の運動不足解消に対応しています。なんでもかん
でもデジタル化は多少の違和感はあるものの、この「ホームエ
クササイズ」の気運の高まりはとても良いことだと私は思いま
す。
今まであまり運動経験のない人がいざ“運動を始めよう！”
と思っても何をしていいのかわからない。自分に合った運動方
法や正しい筋トレ・ストレッチ方法を知るためにはスポーツジ
ムなどに行ってトレーナーから運動方法の指導を受けたり、マ
シーンの使い方やクラスの受講をした方が良いのかな、と気負
いすぎてなかなか一歩を踏み出せなかった方も多いと思うので
す。
しかし、ネットの動画やオンラインクラスなら気軽に簡単に
アクセスできます。日々、続々アップされるエクササイズ動画
には初心者向けに効率的なエクササイズ方法が丁寧にわかりや
く説明されているものから、運動経験や運動習慣が豊富な方た
ち向けのようなちょっとコアな番組もあり、また、エクササイ
ズ方法に加えて体の構造、筋肉の作用などを解説する番組もあ
り本当に感心してしまいます。

第 7 回健康体操教室
日時：11 月 22 日（日）9：00 ～ ZOOM でのライブ開催
主催：北東支部
※北東支部以外、JCCG 非会員の方でも参加可能です
会費：無料
申し込み：アトランタ矢島カイロプラクティック
（info@yajimachiro.com）
定員：80 組（ZOOM 80 アカウント迄）
当日視聴は先着順となり、リアルタイムでの視聴ができない可
能性がございます。ご登録いただいた方には、後日録画配信を
ご案内させていただきます。
講師 : アトランタ矢島カイロプラクティック
カイロプラクター：矢島敬朗、加藤真理子
アスレチックトレーナー：假屋洋貴
エクササイズコーチ：田口ひかり
〜親子・家族で楽しくできる簡単健康体操〜
１） 今こそ必要！運動習慣！！
２） がんばろう！良い姿勢！！
３） パートナーストレッチで心も体もの〜びのび♪
４） 鍛えよう体幹！！︎ 2 人１組エクササイズ
５） 筋肉はうらぎらない。正しい筋トレ方法 基本編
６） 全集中の“鼻”呼吸とリラクゼーション

プロアスリートやスポーツトレーナーの資格を持っている方
の番組も多く私もとても刺激を受けました。いつか、当院でも
患者さんや地域の方に向けて、こういう為になる楽しいエクサ
サイズ動画をお届けできればいいなと夢見ていたところ、今回、
ジョージア日本人商工会から毎年恒例の「健康体操教室」を今
年はオンラインでやってみないか ? とお話をいただき、このた
び zoom 開催が決定しました！
今回は家族で楽しく簡単にできるエクササイズをお届けしま
す！ライブ配信ですので、わかりにくいポーズや運動、疑問に
もその場でお答えします。日頃の運動不足解消のきっかけに、
親子や家族のコミュケーションツールに、このセミナーが少し
でもお役に立てれば嬉しいです。たくさんの方のアクセスをお
待ちしています！
＊お申し込みは、
アトランタ矢島カイロプラクティックの E メー
ル（info@yajimachiro.com）にお願いします。
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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：お店のボトルウォーターの陳列棚を見るとたくさん種類
があり、昨今注目されているアルカリウォーターも何種類も並
んでいます。ボトルウォーターの pH はどれくらい差があるも
のなのでしょうか。また歯に影響があるのでしょうか。
回答：pH は、水の中に溶け込んでいる水素イオンの濃度です。
０～ 14 まであり、中性は真ん中の pH7 です。7 より低ければ
酸性、高ければアルカリ性となります。
アメリカの上水道水の pH は、Environmental Protection
Agency (EPA) によって pH6.5-8.5 に調整されています。ちなみ
に日本の上水道水も、厚生労働省により規格が pH5.8 ～ 8.6 に
定められています。実際の pH 値は日米とも、貯水池の環境な
ど住んでいる場所によって異なります。
さてご質問のボトルウォーターですが、ボトルウォーターに
は大きく分けて３種類あります。
○ Spring water （スプリングウォーター）
スプリングウォーターと記載されているものは、自然に地上
に湧いてきたお水のことを言います。
【商品例】
• Evian pH: 7.5
• Crystal Geyser pH: 6.9
• ARROWHEAD pH: 6.8
○ Mineral water （ミネラルウォーター）
自然から採取された、250ppm 以上の溶解性物質（ミネラル
など）を含むお水のことをさします。
【商品例】
• San Pellegrino pH: 5.6
• Perrier pH: 5.5
• FIJI pH: 6.9
○ Purified water （ピュリファイド ウォーター）
水源を問わず、上水道水などを蒸留、脱イオン化、逆浸透
などを行い精製したお水のこと。なかでも、
「Purified Tap
Water」と書かれた水は、
「水道水をフィルターした水」です。
【商品例】
• Pure Life pH: 6.2
• Aquafina pH: 6.0
• Dasani pH: 5.6
では、これらのボトルウォーターと歯科疾患の関連について
考えてみます。
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虫歯が始まる、歯質がミネラルの喪失を起こす脱灰が始まる
最も高い pH（臨界 pH）は、エナメル質で pH5.5 以下、象牙質
で pH6.0-6.2、セメント質で pH6.7 です。
「コーラを飲むと歯が溶ける」と聞いたことがある方は多い
かと思いますが、最も酸性の強い飲み物、コカコーラの pH は
2.24 です。今回読んだ記事の結果によると、調査を行ったテキ
サス州の２市の水道水（pH7.29 と pH7.58）、Evian（pH6.8）
、
Fiji(pH6.9)、Nestle PureLIfe (pH6.2)、Smartwater(pH6.91)、
Evamor（pH8.78）、Essentia（pH10.38）等で、ほとんどのボ
トルウォーターは酸性よりだったようです。

口腔疾患の一つである虫歯は、口の中に存在する口腔内細菌
が私たちが摂取した糖分を栄養にして増殖し、それが作り出す
酸が歯を溶かしていく疾患です。
もう一つ、歯周病と並ぶ生活習慣病と言わ
れている酸蝕症も酸が原因で起こります。
酸蝕症は細菌感染ではありません。日々摂
取する酸性の食品や飲料、薬剤の服用や、
逆流性食道炎や摂食障害などの胃酸が原因
によって歯が溶けてしまう疾患です。
どちらの疾患も、口の中が酸性になる状態を最小限にする事に
よって予防していくことができます。
水は生命にとって必要不可欠です。巷には
たくさんの製品が溢れているので、ご自身
に合った物を探してみてください。
資料：Is Your Drinking Water Acidic? A Comparison of the
Varied pH of Popular Bottled Waters
Kellie F. Wright
American Dental Hygienists' Association June 2015, 89 (suppl
2) 6-12;

カンバーランドファミリーデンタル
歯科衛生士 篠原寛子

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

アメリカの市販薬の選び方
アメリカで、風邪を引いた
時、頭痛がする時、ドラッグス
トアへ行ってみたけど、種類が
多い上に、英語表記が分からず、
どれを選べば良いのか分からな
かったという悩みを聞きます。
そこで、風邪薬、頭痛薬、鎮痛
剤、抗アレルギー、切り傷の軟
膏など、実際に使っている基本薬をお教えしましょう。ただし、
持病のある方、アレルギーのある方は、ご自身の使い慣れた薬
をご利用くださいね。
発熱 / Fever
•
Advil または Motrin（中身は同じ）
こちらではかなりポピュラーな風邪
薬です。だいたいどのドラッグスト
アでも手に入ります。主に発熱に効
果があります。効き目が強い半面、
胃に負担がかかります。風邪の症状
でお腹の調子が悪い場合は以下の薬の方が無難かもしれま
せん。
•
Tylenol
主に発熱の症状に効果があります。こち
らの方が効果は弱めですが、胃には優し
いです。
咳 / Cough
•
Robitussin
主に咳の症状を和らげます。DM, CF, PE
と咳とそれに付随する症状によってタイ
プが選べます。ピンクの Cough & Cold
が、確か咳、鼻水、痰とオールマイティ
に聞きます。効果は 6 時間ほど続きます。
Non-Drowsy とは眠くならない薬のこと
です。
総合感冒薬 /Common Cold

•

DayQuil / NyQuil
風邪の諸症状に個別に対応する場合
は、Advil, Robitussin と使い分けるのが
良いですが、それが面倒な場合、昼用
DayQuil または 夜用 NyQuil と言う薬が
あります。特に NyQuil は服用後にかな
りの眠気がきますので、必ず寝る直前に
服用してください。

胃 / Stomach medicine
•
Pepcid AC/Zantac 150
日本で言うところの「ガスター 10」的
な薬です。
•
Prilosec/Nexium/Prevacid
日本で言うところの「タケプロン」的な
薬です。Zantac で効きが弱い人におすす
めです。日本では処方箋が必要な薬です。
アレルギーの薬 / allergy medicine
•
Benadryl
花粉症、虫刺されのかゆみなど、抗ヒ
スタミンで一般的なものがこの薬。鼻
水や痰を抑えますが、眠くなる作用が
あります。運転前には、摂取しないこと。
アルコールや催眠剤などと一緒に摂る
と、危険ですので注意。
他にも Allegra/Claritin/Zyrtec/Xyzal などもあります。
Allegra と Claritin は眠くなりません。
切り傷／火傷
•
Neosporin ネオスポリン
アメリカの家庭の救急箱に必ずある黴
菌の感染を防ぐ軟膏。軽い火傷や切り
傷、擦り傷など、応急手当（擦過傷な
ら水で洗って消毒する、火傷なら水で
熱が引くまで冷やす）の後、症状が落ち着いてから塗ると、
後が残らずに治ります。ただし、軽い程度に限ります。ア
メリカの家庭の救急箱に必ずある黴菌の感染を防ぐ軟膏。

ANIS ATLANTA - November 2020

31

「歯」の話◎植月歯科医院

植 月歯 科医院 から「歯」の 話
歯の世界を歩く

太古の昔、人類が " 共食 " を選んだ理由

～日本歯科医師会の小冊子「朝昼晩」より人間だけの習慣

｢共食｣ についての記事をご紹介いたします。～

動物の中でも、家族で一緒に食事をする「共食」の習慣があるのは人間だけ。
サルからヒトに進化した時から「共食」は始まり現代に増えている「孤食」や「個食」
は歴史的にみても異例なことだそうです。
各分野からの新しい成果に立って、人類の食文化から食育の原点を提唱する国士舘大
学教授の原田信男先生に「共食」の起源や意味をお聞きしました。

◆一人では生きられない。人間は集団で生きる動物
最近、急増している食習慣が、一人きりで食事をする「孤食」や、家族が一緒でも
それぞれ別のものを食べる「個食」
。健康な身体や歯をつくるため、何にも増して大
切なのが毎日の食生活です。特に子どもの孤食、個食は栄養価の問題以外にも、さま
ざまな影響があるとされています。
食育の普及で「何を食べるか？」に関心を持つ人は増えてきましたが、同じく重視し
たいのが「誰とどのように食べるか？」
。充実した食事の環境づくりは、人間が人間らしく生きるための重要な要素で、こ
れも食育が抱える大きなテーマ。そこで人類の歴史をたどりながら、理想的な食事の場のあり方を考えてみましょう。
「太古の昔より、人間は家族と一緒に食事をする " 共食 " が基本の動物だった」という興味深い事実を指摘するのが原田信男
先生です。創成期から人間の食を探っていくと、そのルーツは哺乳類の誕生にまで遡ります。
卵を大量に産むのではなく、
「胎生」という形で少ない子供を胎内で確実に育てる哺乳類。妊娠中、子育て中のメスの行動
は制限されるため、食料を得るためにオスが狩りを行う役割分担が生まれました。中でも、サルから進化した人間は二足歩
行になり、手や道具、言葉を使うことを習得。以降、人間の脳は飛躍的に発達していくのですが、これには人類の存続を可
能にした大きな選択が関わっています。
「つまり、人間は一人では生きていけない、ということです。そもそも人間は身体能力が弱く、自分達より体力的に勝る動
物を獲物として捕らえることなど、一人の力では到底無理。でも集団で力を合わせて大きな動物を捕らえ、それを家族に分
配するルールをつくり上げた。人間が生き延びられたのは、集団生活のおかげなんですよ」。( 日本歯科医師会資料より )

アメリカ滞在中に歯科矯正をお考えの方はぜひご連絡ください。当医院では透明のマウスピースを使う Invisalign ( インビ
ジライン ) をはじめ、平均治療期間が短い FastBraces の歯科矯正をしております。
お問い合わせ、予約は泉まで。404-409-6237
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今月の運勢

29

×危険日：2

19

25

27

×危険日：2

14

30

28

×危険日：9

14

30

27

×危険日：3

18

23

28

×危険日：5

13

23

×危険日：8

21

30

座

22

×危険日：8

19

27

23

×危険日：6

18

26

全体運：ポジティブな気持ちに心を支配されそうな良い傾向が見られます。
気持ちが前に向いているうちに、困難へとチャレンジをしてみま
しょう。大きな結果につながることも有り得ます。自分には難し
いかも、と弱気になる必要などありません。
恋愛運 : 結ばれるチャンスはあまりなく、モヤモヤした気持ちばかりが大
きくなりそうです。恋愛への意識はいったん置いておいて、自分
磨きに集中する方が良いでしょう。恋人との関係でも、ややズレ
を感じてしまう出来事が何度かありそうです。
金 運：使えば使っただけ、あなたになんらかのプラスとなって良い効果
を表してくれることでしょう。勝負事、ギャンブルで増やそうと
いうのは安易な考えのようで、あまりお勧めはできません。
16

26

×危険日：6

19

30

全体運：現状を変えたいと強く願うようになるでしょう。思い切った行動
も、ときと場合によっては良い結果につながるはずです。しかし
単に破壊衝動に突き動かされたり、サボりたいだけの逃げだった
りでは、あまり望ましい結果を手に入れることはできなさそう。
恋愛運 : 言葉ひとつ、行動ひとつにイライラしてしまい、たいした理由も
なく衝突をしてしまうこともあるでしょう。柔軟な対応を心掛け
ることで、運気も上昇に転じてくれますから、常に冷静でいられ
るようにしましょう。
金 運：独立して仕事をしているような人は、チャンスだと思っておいて
良いでしょう。人と会う機会を多く設け、ネットや雑誌などを注
意深く見るようにしましょう。
15

27

×危険日：4

18

29

全体運：あまり活発になれない運気をしています。キーワードとしては、
内省の月とすることをお勧めします。最近の自分はどうなのか、
家族や友人とは上手くいけているのだろうか、職場で自分だけが
浮いていないだろうか等々、自分を振り返ってみましょう。
恋愛運 : ひと目惚れすることもされることも多くなりそうです。気を付け
ておきたいのが、安易に付き合い始めてすぐに違和感を受けるケー
ス。付き合い始めたは良いけれど、なんだか違うとすぐに感じて
しまいことが多くなりそうなので、気を付けておきましょう。
金 運：人とのかかわりがお金を生み出すようです。そのため、仕事での
実入りが大きくなっていきそうな気配を持っています。誘われた
ことには、積極性を持って向かっていくと良いでしょう。
♥ラッキーデー：4

魚

19

3/20

9/22

♥ラッキーデー：9

～
2/20

乙女座

～
8/23

全体運：交友関係が拡がりそうな対人運の良さを持っています。気が合う
人と時間を共有することで楽しい日常を過ごせるでしょうし、新
しく見えてくる世界もあることでしょう。今月は、いつもと違っ
たものを取り入れると力に変えていきやすくなる月。
恋愛運 : せっかくの出会いを自分からつぶしてしまい、後々の関係進展へ
の道を断ち切ってしまうこともありそうです。ゆっくりじっくり
と関係を進めるように心がけ、変に焦ることなく距離を縮めてい
きましょう。
金 運：お金絡みのトラブルが、あなたの周りに満ちていることが考えら
れます。軽い気持ちでなにかしらの責任を負ってしまうと、後々
大変なことになってしまいそうです。

水瓶座

19

14

♥ラッキーデー：7

2/19

8/22

♥ラッキーデー：9

～
1/21

獅子座

～
7/23

全体運：総合運が良い状態にあります。パーフェクトに物事をこなすこと
ができて、思い通りに過ごすことが叶いそうです。なにかに取り
掛かる前に、どのような手順でどこまでするかをシミュレートし
てから取り掛かりましょう。
恋愛運 : モテるのですが、リスクのある恋愛にも発展してしまう、そんな
未来があります。あなたの決断次第で回避も可能ですが、流され
やすい性格を自覚している人は、特に注意をしておいた方が良さ
そうです。
金 運：年上の人からおごられることも多そうですから、なるべく身近に
居るそういった人と行動を共にする機会を持った方が良いでしょ
う。仕事運は平凡なので、頑張り過ぎもしないように控えましょう。

1/20

13

～
12/23

座

7/22

♥ラッキーデー：5

22

全体運：嬉しいと感じる出来事が、いくつもありそうです。特に対人運が
良いので、すでに見知っている人と楽しい時間を過ごすこともあ
れば、新しく知り合った人と意外な共通点を見付けたりして、会
話が弾むようなこともあるでしょう。
恋愛運 : せっかくの良縁の相手が出現しても、反応が遅れてタイミングを
逃してしまう可能性もあります。さらに言えば、恋のライバルに
恋人候補を取られることも有り得ます。もっと恋愛に真剣になっ
ておくべきでしょう。
金 運：ショッピングモールなど大きめのお店に行くと、掘り出し物に出
会える運気はあります。ついつい出費がかさむ危険性もあります
が、それ以上に満足感を得られることでしょう。

♥ラッキーデー：2

山羊座

蟹
～
6/22

全体運：色々な場面で集中力が高まって、思った以上の力が出せるようで
す。結果を求めるのなら、あなたの得意分野や好きな分野に相手
を引きずりこんで勝負すると良いでしょう。大きな勝ちそして価
値を手にすることが叶いそうです。
恋愛運 : モテる要素が高く、告白を何度がされることもあるでしょう。あ
ながた首を縦に振れば、即交際スタートとなることも。恋人がで
きた後でも誘ってくる人がいて、はっきりした態度を示さないと
波乱になることもありえますから注意しましょう。
金 運：資金調達に向いているようです。なにかしらの事業を興す予定の
人や、大きな買い物を控えている人は吉運の風が吹いているよう
です。積極的に大きな額のお金を動かしていきましょう。

射手座

18

16

♥ラッキーデー：3

1/20

6/21

♥ラッキーデー：1

～
11/23

双子座

～
5/22

全体運：あなたのスキルや情報、経験が大いに評価をされる月になりそう
です。今がチャンス！と感じたら、即アクションを起こすように
しましょう。フットワークの軽さもまた、成功への切っ掛けにな
ることでしょう。
恋愛運 : 気になる異性が現われたときは、過去の恋愛の失敗に立ち返って
みましょう。そのときなぜ結ばれなかったのか、自分のなにがダ
メだったのか、それらを振り返ることで、前に進むチャンスに変
えることができそうです。
金 運：他人におごるなんて場面も何度もありそうで、交際費は多めに使
うと仲間や友人と良い時間を過ごせるはずです。出し惜しみせず、
使うときはドンと使っておくと評価も上昇していきそうです。

全体運：あなたの頭を悩ませていた事柄が解決へと向かいそうな気配です。
対人、仕事、財産等々、様々な悩み事は常に起こりますが、最も
あなたのことを悩ませていた事柄が解決するので、気持ちが大い
に楽になってくれそうです。
恋愛運 : ひと目惚れされたり、想いを告白されたりすることでしょう。待
ちの姿勢でいても良いですが、もちろん自分からアクションを起
こしてみるのも良いでしょう。興味を持った相手には、自分から
声をかけることで進展がありそうです
金 運：流行に流されてしまい、大きな買い物を連発してしまいそうです。
物欲に歯止めが利かず、ドンドン出費が増えていくようです。自
分にとって必要なものなのか、一度考えてから行動に移すように
♥ラッキーデー：6

蠍 座

27

11/22

5/21

♥ラッキーデー：8

～
10/24

牡牛座

～
4/21

全体運：周成長や幸せを実感することが大いにできそうです。残り 2 ヶ月、
ラストスパートをかけるのにも向いている運気をしています。一
気に結果を手に入れたい、逆転したいといった願いを今、叶える
風があなたに吹いていると言えましょう。
恋愛運 : 相手の気持ちを勘違いして恥をかいたり、すれ違ったりも多くな
りそうです。小悪魔的な相手の言動に惑わされてしまい、なにか
と疲れてしまうかもしれません。本当にその人のことを好きなの
か、自分に問い掛けてみる必要がありそうです。
金 運：ついつい気持ちが緩んでしまい、買わなくていい物まで手に入れ
て、物が増えていってしまうことでしょう。物欲を押さえ込む努
力をして、財布の紐を今一度固く結ぶようにしましょう。

天秤座

18

10/23

4/20

♥ラッキーデー：6

～
9/23

牡羊座

～
3/21

全体運：ランを練るのに向いている月になりそうです。実際に行動へと移
すための、下準備期間に充てると良いでしょう。逆に言うと、今
動いてもあまり良い結果、望んだ結果は出せないと思っておいた
方が良さそうです。
恋愛運 : 恋に落ちる暗示があります。ただしその相手との関係を、周りに
は言うことができない秘密の恋愛にしなければならない苦しい立
場のようです。不倫関係、大きな年齢差、ライバル会社の社員等々、
色々なパターンが考えられます。
金 運：やや好調と言える状況。ただし、リターンを期待し過ぎて、その
分少しでもマイナスになってしまうと大きな精神的ショックを受
けてしまうかもしれません。

あなたの星座は今月、 どんな運勢をたどるのでしょうか？

18

28

×危険日：11

23

27

全体運：あなたの心や行動を縛っていた制約から解放されて、前向きな行
動に転じることができる月になりそうです。あれこれと雁字搦め
になっていた人ほど、フリーの状態に歓喜することができそうで
す。
恋愛運 : 片想いをしている相手から、逆にあなたに対してアプローチがあ
るかもしれません。周りの異性の様子に対して、いつもよりは敏
感になっておきましょう。恋愛のチャンスを逃さないように、い
つでも動けるフットワークの軽さも求められます。
金 運：良い情報を手に入れて、何事も安く仕上げることができそうです。
情報や知識で他者との競争を制することも叶うでしょうから、競
うことを前向きにとらえておくと良いでしょう。
♥ラッキーデー：11

20

30

×危険日：8

19

26
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ATLANTA お出かけガイド
Let's plan your outing with Atlanta Hangout Guide!

おすすめ最新映画
TENET テネット

PGA TOUR

「ダークナイト」シリーズ、
「「インセプション」
「インター
ステラー」など、数々のヒット作を生み出してきた鬼才ク
リストファー・ノーラン監督によるアクションサスペンス。
人類の常識である「現在から未来に進む時間のルール」
から脱出する、というミッションを与えられた主人公の活
躍を描く。主演は「ブラック・クランズマン」のジョン・
デヴィッド・ワシントン。共演にロバート・パティンソン、
ケネス・ブラナー、マイケル・ケインら。
話題作を送り出し続けるノーラン監督の新作は、映画
ファン的には絶対外せない 1 本です。

PGA プロゴルフのツアー
2020-2021 シーズンです。

オールド・ガード
アメリカンコミックライター、グレッグ・ルッカによる
同名グラフィックノベルを映像化。
永遠の命を持つ不死身の傭兵たちが、その能力を陰謀に
使おうとする謎の組織に立ち向かっていくアクション映
画。主演は、
「マッドマックス 怒りのデス・ロード」の
シャーリーズ・セロン。共演にはキキ・レイン、マーワン・
ケンザリ、キウェテル・イジョフォーらが集結。
（NETFLIX）

ハミルトン
アメリカ建国の父といわれ、10 ドル札にも描かれてい
るアレクサンダー・ハミルトンの生涯を描き、トニー賞
11 部門受賞をはじめ数々の受賞を果たしたブロードウェ
イミュージカル「ハミルトン」。
本作はその傑作ミュージカルを、オリジナル・キャスト
そのままに劇場にて収録した作品です。
「もっともチケットが取りづらいミュージカル」として知
られる本作を配信で楽しめるのは贅沢ですね。
（Disney+）

ワンダーウーマン 1984
ガル・ガドットが DC コミックスの人気キャラクターを
演じ大ヒットとなった「ワンダーウーマン」の続編。
恋人スティーブを失って悲しみに暮れるダイアナの前
に、なぜか死んだはずのスティーブが現れる…。
前作に続いて主演はガル・ガドット、恋人役をクリス・パ
インが演じています。共演にクリステン・ウィグ、ロビン・
ライト、ペドロ・パスカルら。
新たなコスチュームを身にまとい、さらにスケールアッ
プしたアクションを繰り広げるワンダーウーマンに注目で
す。

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

アトランタファルコンズの
ゲーム案内です。

■■ 11 月 08 日 対 デンバー
■■ 11 月 22 日 対 ニューオーリンズ
■■ 11 月 29 日 対 ラスベガス
■■ 12 月 06 日 対 ニューオーリンズ

1pm
1pm
1pm
1pm

MBZ
MBZ
MBZ
MBZ

●● 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

11 月 01 日

●● High Museum 横の Woodruff Art Center の劇場

High Museum of Art
近代美術館

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

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

Museum

Music

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

Daylight Saving Time( 夏時間終了 )

終了日の午前 2 時、時計の針を 1 時間戻します。
11 月 11 日

NOVEMBER
Daylight Saving Time（夏時間終了）
Veterans Day 復員軍人の日
Thanksgiving Day
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Theatre

NFL Atlanta Falcons

11

34

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

■■ 11 月 5 日 -8 日
Houston Open
Memorial Park Golf Course, Houston, TX
■■ 11 月 12 日 -15 日
Masters Tournament
Augusta National Golf Club, Augusta, GA
■■ 11 月 19 日 -22 日
The RSM Classic
Sea Island Resort (Seaside), Sea Island, GA
■■ 12 月 3 日 -6 日
Hero World Challenge
Albany, New Providence, BAH

2020

11 月 01 日
11 月 11 日
11 月 26 日

Coca-Cola Roxy Theatre

Spor ts

Veterans Day 復員軍人の日

1918 年 11 月 11 日に第 1 次世界大戦が終戦を迎え、大戦
で兵役を務めた人々に敬意を表すため、11 月 11 日を休戦記
念日としたのが始まりですが、現在では合衆国が参戦した全
ての戦争の退役軍人を慰労する日となっています。この日に
は退役軍人の団体がパレードを行い、また、大統領がポトマッ
ク川を挟んでワシントン DC の対岸にあるアーリントン・ナ
ショナル・セメタリーの無名兵士の墓にリースを供えるのが
慣わしとなっています。

11 月のカレンダー

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

Uniquely

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

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
●● VIRTUAL ART GONE WILD
■■ 11 月 11 日 AT Home! 6:30PM-8:30PM
レジスターはウエブサ イトからお早めに

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)
●● Stone Mountain Christmas
■■ 11 月 14 日 -1 月 3 日
ミール付きのチケットもあります。詳しくはウエブサイ
トでご確認ください。

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）
●● Garden Lights, Holiday Nights
■■ 11 月 14 日 5PM-11PM

11 月 26 日

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/

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/

●● 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

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

Holiday

Event

LAKESIDE LIGHTS SPECTACULAR
Margaritaville at Lanier Islands
7650 Lanier Islands Pkwy, Buford, GA 30518
www.margaritavilleresorts.com
■■ 11 月 20 日 -2 月 21 毎日開催

LIGHTING OF AVALON
Avalon
2200 Avalon Boulevard, Alpharetta, GA 30009
https://www.experienceavalon.com/events/eventitems/
the-lighting-of-avalon-a-12-day-celebration/
■■ 11 月 22 日 -12 月 3 日 12PM-7PM

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 )

感謝祭

11 月の第 4 木曜ですが、アメリカ人の多くは続く金曜日に
休暇を取って４日の連休とし、家族や友人たちを訪ねます。こ
の休日は、迫害を逃れてピューリタンがマサチューセッツに
渡ってきた翌年の 1621 年に端を発します。
アメリカ大陸にやってきたピューリタンのおよそ半数が死ん
でしまった厳しい冬の後、彼らは近くに住む先住民に助けを求
めました。先住民は彼らにとうもろこしなどの農作物の育て方
を教え、その次の秋にはすばらしい豊作に恵まれたため、彼ら
は感謝のお祝いをすることを思いつきました。
自らの繁栄に感謝するだけでなく、ピルグリムが自由のため
に払った犠牲に思いをはせる意味もあり、この祝日は国民的な

ものとなりました。
今日に至っても、サンクスギビングには最初のお祝いを再現
する、ローストターキー、クランベリーソース、ジャガイモ、
パンプキンパイなどが食卓に並びます。家族や友人たちと食事
を始める前に、幸福に感謝してお祈りをすることになっていま
す。
感謝祭の次の日は、After Thanksgiving Day で Black Friday
とよばれる大セール日。日本の正月の初売りのように、多くの
店に朝から長い行列ができます。この日からクリスマスまで
セールが続きます。
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格闘家の戯言◎高橋督

格闘家の戯言

国際大山空手道連盟
アトランタ支部長 高橋督

アドレナリンの効用

あいかわらずのコロナ渦の中、10 月 10 日に昇給審査をやっ
た。本当は 3 月 14 日に行う予定ったのですが、そのころコロ
ナの状況がどんどん悪くなり審査予定日の 2 日前に無念の審査
延期のメッセージを発信しました。
それから半年、半分の生徒は道場に復帰していますが半分は
まだ ZOOM クラスのみの参加です。ZOOM クラスと言っても稽
古内容は組手をしない分、基本の技の稽古をバッチリやってい
るので当然のように技が妙に上達しており今のランクのままで
いさせるには申し訳なくなってきて、白帯だけにでもと審査を
やる事にしました。
私にとって「昇級審査」は生徒と私の真剣勝負です。白帯の
昇級審査は普段から私が教えていること、注意していることを
各自認識しているかを審査する。審査だからと言って特別なこ
とは一切しません。
何度もいうがこれはあくまでも白帯の場合。これが上級者に
なればその場を対応力をみるので、当然サプライズもあり。し
かしそれも基本を押さえていればできる事しかさせない基本が
大切なのは一緒。
審査当日はみんな気合のはいったいい顔をして道場に入って
くる。3 月以来始めてくる生徒もいるので、普段来ている生徒
も彼らをみて「今日は普通じゃない」と感じたようだ。こうい
う普段と少し違う事を感じるという事も審査の一環なのだ。は
はは。だから私はなるべくみんなを「緊張させるように」審査
を始める。
リラックスなんかさせたら審査の意味がない。大人も子供も
それは同じ。それがケジメっていうものです。普段の稽古の時
にどんなに技が上手かったり組手が強くても大会や審査でそれ
ができなかったら、それが本人の実力なので次回がんばれいい
だけの事。
道場の審査では基本的に顔ぶれが同じなので知らない顔ばか
りの大会ほどの緊張感はないが、私が「普段の稽古とは違いま
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すよ」という空気を作るので、受審者全員いい感じの緊張感が
漂う。
緊張感も突き抜けると集中力に変わり、それが功をそうして
普段より良かったりするので緊張するのは決して悪い事じゃな
い。脳内麻薬と言われるアドレナリンがユラユラと出ているん
だろうなぁと思う。
私も今まで何回も「お～アドレナリンが出まくってる」と自
覚したことは何回もあります。今考えたらアドレナリンが出て
いなかったら絶対ビビりまくっていただろうなと思われる事案
を紹介します。
稽古で組手をやっているときの事。相手の蹴りを左手で受け
るときに本当なら掌底の部分で受けなくちゃいけないところを
手の返しが中途半端だったため相手の蹴りを左手薬指の第二関
節の上の部分で横から「ぽきっ」という音とともに受けてしまっ
たのです。
横から受けたというのはわかりやすく言うと、左手を広げて
ください。その左手の薬指が第二関節がそのまま真横に直角に
まがりました。はい。普通は真下に曲がります。真横には曲が
りません。薬指が第二関節でキレイに脱臼して真横に 90 度曲
がりました。
でも当時現役で一番強い弟子と
の組手でアドレナリンでまくり
だったのでしょう。そんな変わっ
た指を見た瞬間に「エイ」と右手
で薬指の関節を入れてそのまま組
手を続けていたというのは今考え
たら恐ろしい事です。
若かったというものあります
が、脳内麻薬で完全にハイだった
んですね。きっと。皆様もアドレ
ナリンの出しすぎにはご注意を。

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

Salon LIHGA スタッフ募集

横浜 Yokohama

Salon i スタッフ募集

HIRO RAMEN & TEA BAR

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

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

YOKO’s Healing Tree

アイラッシュ、アイブロースペシャリス
ト、マッサージ師募集中。
詳しくはヨーコまで☎ 717-300-0541

レストラン求 人

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。

カラオケメロディー

マリエッタ / ロズウエル公文

鮨処はや川 スタッフ募集

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
DRM、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。

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

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

Draville

寿司シェフ、フルタイムサーバー募集。英
語必須。詳細はリーまで。678-580-3455

Decatur エリアに 1 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

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

従業員募集。詳細は☎ 770-335-3070

はじめ スタッフ募集

GOTO Peachtree City

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

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

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

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

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

日本食シェフ募集 オーガスタ

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

MIYABI サバナ GA

寿司シェフ、マネージャー補佐募集。
詳細はE miyabisavannah@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

授

ダンスレッスン

Sakura Sushi Bar

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☎ 470-428-2388

花水木レストラン FL

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

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.
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編集後記
次回 2020 年 12 月号は
12 月 5 日ごろ配布予定

だんだんと日が暮れるのが早くなり、秋を身近に感じる
ようになってきましたね。本当に 1 年たつのは早いもので、
11 月になると気持ちも町の雰囲気も年末の様相になって、
あっという間にクリスマスになりそうです。
先日、お友達に勧められてグローサリストア「ALDI」に
久しぶりに出かけました。以前は整理整頓もされていない
イメージで、お店の雰囲気も良くなかったのでほとんど
行ったことがありませんでしたが、お店の感じもとてもよ
くなっていました。
商品のラインナップもよくなり、オーガニック食品もと
てもリーズナブルに買い物できるし、安さと品質を両立さ
せたさせた賢いスーパーという感じ。レジでもお客さんが
自分で商品を袋に入れていかなくてはいけませんので、こ
ういうところで徹底的に人件費を削減しています。
季節柄、みんなでお食事をする機会が多くなる季節です
ので、たまには違ったお店のお味を楽しんでみてください。

ANIS ATLANTA
NO. 11
November 2020

忙しい季節になります。皆様もお風邪をひかないよう、
体調管理に気をつけながらお過ごしください。
次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。
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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。

ANIS ATLANTA - November 2020

39

