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ニュースダイジェスト

クリマスツリーの由来と飾りの本当の意味とは
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
12月のカレンダー

空手道場の紹介（沖縄一心流空手古武道協会瑛心館道場）
クラシファイド広告
編集後記

ANIS ATLANTA - December 2020

03

在外選挙 の

制度 と手続
について

登録・投票は簡単です

選挙人証

用意する物

大使館

・旅券
・申請書

電話 又は 葉書

・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

在外選挙登録資格

❶ 満18歳以上で

在外公館投 票

❷ 日本国籍を持っていて

郵便等投 票

日本国内 で 投票

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）

※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。

詳しくは、在アトランタ日本国総領事館

TEL：(404)-240-4300
Mail：ryoji@aa.mofa.go.jp
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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。
外務省

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。

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。

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。

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。

在ナッシュビル日本国総領事館
TEL：(615)-340-4300
Mail：con1@nv.mofa.go.jp

または 外務省 在外選挙

検索

まで。

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。

日本のアニメ監督
名前：宮崎

駿

国:

日本 東京都文京区

生:

1941 年 1 月 5 日

宮崎駿さんは 1941 年に東京に生まれます。祖父は特許を持
つ発明家であり、町工場を経営していました。また父親はその
工場を引き継ぎ、航空機製作所を設立するなど会社を大きくし
ます。そのため宮崎さんはとても裕福な家庭環境でした。
小さい頃から絵を書いたり本を読んだりすることが好きだっ
た宮崎さん。特に漫画に熱中し、手塚治虫さんなどの漫画作品
をよく読んでいたといいます。
中学生になると美術の先生から油絵を学びます。高校では手
塚さんの影響を受け、漫画家になろうと自分でも漫画を描き始
めます。そして高校卒業間際に観た日本で初めての長編アニ
メーション映画「白蛇伝」に衝撃を受け、
そこからアニメーショ
ンにも心惹かれるようになります。
大学は美大に行くことを願いますが、父親の反対を受け学習
院大学に進学。それでも独学でデッサンなどを学び、漫画も描
き続け、出版社に持ち込みもしていました。
大学卒業後は「白蛇伝」を制作していた東映動画に入社しま
す。漫画家への道も捨て切れないでいた宮崎さんですが、ソ連
が制作した「雪の女王」という長編アニメに感銘を受け、アニ
メーションの世界で生きていこうと決めます。
この頃、のちに一緒にスタジオジブリを立ち上げる高畑勲さ
んに出会います。宮崎さんの画力は社内でもズバ抜けており、
早くから頭角を現します。その後、
「アルプスの少女ハイジ」
や「未来少年コナン」などの話題作を制作し、38 歳の時に初
の映画監督作品である「ルパン三世 カリオストロの城」が公開
されました。
1984 年に公開された「風の谷のナウシカ」が大ヒットを記
録し、その後高畑勲さんとともに「スタジオジブリ」を設立し
ました。

森を壊し自然を壊す人間たちを悪人で、レベルが低くて野蛮な
人たちだと言うなら、人間の問題というのはずいぶん解決しや
すいんです。そうじゃなくて人間の最も善なる部分を押し詰め
ようとした人間たちが、自然を破壊するところに人間の不幸が
あるんです。
才能はたいていの人が持っているんだけど、才能のあるなし
じゃなくて、それを発揮するエネルギーがあるかどうか。
つい偉そうに文化人ヅラして「子育ての環境とは」などという
発言をしてしまうことがありますが、たいてい誰も聞いていま
せん。つまり、いくら発言をしてもなんの影響力もないのです。
必要なのは、理念を語ることではなくて実際になにかをやるこ
とです。
一人ひとりが自分は何をするかを考える時です。
それぞれができる範囲のことをやればいい。
木を残すことと近所を掃くことは、価値としては同じではない
かと思うのです。
もう、とことん考える。ありとあらゆる方向を探るんです。と
ことん困ると、奥のほうでふたが開くんです。そのふたが開く
と、最初に考えもしなかった方向が見えたりする。それでもう
一歩進めるんです。
理想を失わない現実主義者にならないといけないんです。
理想のない現実主義者ならいくらでもいるんですよ。
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ニュースダイジェスト

ニュースダイジェスト
マスク着用率 95％でロックダウンは避けられる
世界保健機関（WHO）のハンス・クルーゲ欧州地域事務局
長は 11 月 19 日の記者会見で、マスク着用などの感染防止対
策に誰もが従えば、新型コロナウイル対策のロックダウン（都
市封鎖）は避けられるだろうと語った。
クルーゲ氏はデンマークのコペンハーゲンで行った記者会見
の中で、ロックダウンは「最後の手段」とすべきだと強調、現
時点で 60％にとどまっているマスク着用率が 95％になれば、
「ロックダウンは必要なくなるだろう」との見解を示した。た
だしマスクの使用は「万能」ではなく、他の手段と組み合わ
せる必要があると述べ、
「私たち全員がやるべきことをやれば、
ロックダウンは避けられる」と訴えた。

現在は何億人もの人がロックダウン生活を送っているが、そ
のために経済支援が必要になり、失業者が増えたり、医療態勢
が混乱したり、精神衛生問題や薬物乱用、家庭内暴力といった
被害が発生したりするとクルーゲ氏は指摘する。また、早すぎ
る規制緩和の悪影響にも言及し、規制は徐々に緩和すべきだと
指摘した。
欧州では依然として新型コロナウイルの感染率や死亡率が高
い状況が続いている。イタリアでは 18 日に報告された死者が、
第１波以来で最も多い 753 人になった。ポーランドは 19 日に
637 人の死亡が確認され、2 日連続で過去最多を更新した。
クルーゲ氏によると、欧州地域の死者は過去１週間で 2 万
9000 人を超え、17 秒ごとに１人が死亡している状況にある。
欧州の死者は過去２週間で 18％増え、現在は１日に 4500 人
が死亡している。
ただ、欧州全土の規制のおかげで、新規の症例数は先週、200
万例から 180 万例に減少したという。

米ファイザーのワクチン、最終分析で 95％の有効性
米製薬大手ファイザーは 11 月 18 日、開発中の新型コロナ
ウイルスワクチンについて、第３相臨床試験（治験）のデータ
の最終分析を行った結果、95％の予防効果が示されたと明ら
かにした。安全性に関する深刻な懸念も報告されていないとい
う。
ファイザーは今回、治験に参加した有志のうち 170 人のコ
ロナ感染を確認。このうち 162 人は生理食塩水のプラセボ（偽
薬）、８人は実際にワクチンを投与された被験者だった。ファ
イザーによると、これは 95％の有効性が示されたことになる。
ファイザーは、初期結果で 90％以上の有効性が示されたと発
表していた。

ファイザーと提携企業の独ビオンテックは共同声明で、
「年
齢や人種、民族を問わず有効性が示された」と説明。65 歳以
上の高齢者についても、94％を超える有効性が確認されたと
明らかにした。
治験では新型コロナウイルス感染症が重症となった人が 10
人いたが、そのうち 9 人はプラセボ群、１人はワクチン投与群
の被験者だったという。治験結果や副作用については独立した
グループが検証を進めてきた。ファイザーは「これまでのとこ
ろ、データ監視委員会からこのワクチンに関して深刻な安全上
の懸念は報告されていない」としている。
ファイザーは、「数日以内」に米食品医薬品局（FDA）に緊
急使用許可を申請すると説明。ビオンテックのウグル・サヒン
最高経営責任者（CEO）は 18 日、20 日に申請を行う方針を明
らかにした。
第３相の治験は 7 月 27 日に開始。ファイザーによると、4
万 3661 人が登録し、4 万 1135 人がワクチンあるいはプラセ
ボを２回投与された。FDA の方針では、２回目の接種を行った
後、少なくとも２カ月は安全性を追跡することが望ましい。

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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来年の東京五輪、観客入れて開催を「確信」
トーマス・バッハ国際オリンピック委員会（IOC）会長は 11
月 16 日、来年に延期された東京オリンピックについて、観客
を入れて開催できることを「確信している」と強調した。
東京オリンピックは来年７月２３日に開幕予定。東京で菅義
偉首相と会談したバッハ会長は、新型コロナウイルスワクチン
の開発に期待を示し、ワクチンが利用できれば「ポストコロナ
ウイルス世界」のオリンピックをできるだけ平常に近い形で開
催できると語った。

リヒが首位に浮上した。
EIU は世界 133 都市で 138 品目の価格を調べたデータを基
に、生活費のランキングをまとめた。今回の調査は、感染拡大
が世界各地の物価に与えた影響の評価も兼ねて実施された。
今年３月の前回調査では、生活費の最も高い都市にシンガ
ポールと大阪も入っていたが、今回はそれぞれ 4 位と 5 位に
下落した。
変動の背景として、感染拡大とともにドル安が進み、ユーロ
やスイスフランが対ドルで上昇したことが挙げられる。シンガ
ポールでは多くの外国人労働者が帰国し、人口が 17 年ぶりに
減少に転じた影響も指摘されている。

ワクチン接種については「日本人を守るため、そして日本人
に敬意を表して、もしもワクチンが間に合えば、IOC が多大な
努力を払って、ここに到着するオリンピック参加者や訪問者に
ワクチンを接種してもらうようにする」と力説。記者団に対し
て「そうすれば我々は、来年オリンピックスタジアムに観客を
入れられると強く確信できる」と述べた。
ただし、選手や関係者、観客にワクチン接種を義務付けると
いう説は否定。
「一部でうわさが出回っているが、我々が（ワ
クチン接種を）義務付けたり条件にしたりすると言ったことは
ない」「できるだけ多くの外国人参加者にワクチンを受け入れ
てもらえるよう説得したい」としている。
バッハ会長と菅首相は２人ともマスク姿でこぶしを突き合わ
せる挨拶（あいさつ）を交わし、
バッハ会長は来年のオリンピッ
クとパラリンピックで「多大な成功」を収めるために尽力する
姿勢は一致していると強調した。

５位には大阪と並んでテルアビブが入り、７位がジュネーブ、
８位がニューヨーク、９位がコペンハーゲン、１０位がロサン
ゼルスだった。
米国の制裁で物資の供給が滞ったイランのテヘランは前回
の 106 位から 79 位と、最も大きく順位を上げた。下げ幅が最
大だったのはレイキャビクと、通貨安が進むブラジルのリオデ
ジャネイロおよびサンパウロ。生活費が最も安い都市はダマス
カスだった。
各都市とも共通して電子製品の価格が上がる一方、衣料品が
値下がりしていた。どちらも感染拡大にともなう在宅勤務の増
加や外出自粛が原因とみられる。

世界の生活費ランキング、上位 10 都市
英誌エコノミストの調査部門エコノミスト・インテリジェン
ス・ユニット（EIU）が新たに発表した世界の生活費ランキン
グは、新型コロナウイルス感染拡大の影響による変動が目立っ
ている。前回トップだった香港に加え、パリとスイスのチュー

上位 10 都市は次の通り。
1位
パリ、香港、チューリヒ（スイス）
4位
シンガポール
5位
大阪、テルアビブ（イスラエル）
8位
ジュネーブ（スイス）
8位
ニューヨーク
9位
コペンハーゲン
10 位 ロサンゼルス

ANIS ATLANTA - December 2020
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バスタイムを至福の時間に
仕事で疲れていたり、ストレスがたまっていたり……
そんな中で、バスタイムを一日の疲れを取ってくれる、
癒しの時間としている人も多いのではないでしょうか。
今回はバスタイムでより気持ちよく過ごせる方法をご紹介。

10

ANIS ATLANTA - December 2020

入浴の効果について
最近は自宅で過ごす時間が長くなっている人も多いでしょう。
そんな時、気軽にできる健康法が入浴です。
何となく体に良さそうな入浴ですが、改めてその効果やメリットを考えてみましょう。

温熱効果
入浴（浴槽入浴）の最大のメリットは「温
熱効果」によるものです。
温かい湯につかると、まずは体の表面
が温められます。血液は体の表面近くで
温められますが、温められた血液は全身
の血管を巡るので体全体が温まります。
そして血管が広がり、皮膚だけでなく、
全身の血の巡りが良くなります。
そうなると、血液によって全身の隅々
まで酸素や栄養分が運ばれます。逆に、
体にたまっていた老廃物や二酸化炭素は
運び去られ、体外に排出されます。
つまり、新陳代謝が活発になり、体は
リフレッシュするのです。入浴すると疲
れが取れ、すっきりするのはこうした作
用によるものと考えられています。
また、体が温まると筋肉は緩み、関節

入浴で代謝はアップする？
入浴すると、上記の通り血流が良くなって
代謝が上がります。血流が良いということは、
心臓が速くかつ強く拍動しているということ
ですので、その分、エネルギーの消費量が多
くなります。
しかし、入浴だけでダイエットにつながる
ほどのエネルギー消費にはなりません。入浴
は、運動の強さで言えば軽い散歩程度ですの
で、安静にしているよりは代謝が上がるもの
の、本格的なダイエットをするのであれば、
やはり食事制限や運動を併用する必要があり
ます。
また、入浴を続けることで代謝が良い体に
なる可能性もありますが、研究ではまだ証明
されるには至っていません。ただ、もし運動
をするなら入浴後はお勧めのタイミングで
す。代謝が上がっており、ちょうどウォーミ
ングアップしたのと同じような状態ですの
で、怪我もしにくくなり、同じ運動するにし
ても効率が良いのです。

の緊張が和らいでいきます。例えば、肩
こりは僧帽筋という肩や首回りの筋肉の
緊張によるものですが、風呂にゆっくり
浸かると、この筋肉の緊張が和らぎ肩こ
りが改善します。慢性の腰痛や関節痛も
風呂で温まると痛みが緩和します。体が
ゆっくり温まると、心理的にもリラック
スできます。
ただし、こうした温熱効果は一定の温
度以上で一定の時間入浴しないと得るこ
とはできません。具体的には 40℃のお湯
に肩まで浸かる全身浴で、10 分が目安で
す。
湯の温度は少なくとも体温より高い
38℃以上でないと体温は上がりません
し、時間が短すぎても血流が良くなりま
せん。もちろんシャワーでは温熱効果は

より良い睡眠のための入浴方法
やってはいけないこと
毎日元気で過ごすためには、質の良い睡眠
が大切です。十分な睡眠が取れないと免疫力
が低下します。良い睡眠を取るための入浴法
は、そのタイミングが大切です。
質の良い睡眠のためには、ベッドに入る 1
時間半前に入浴を終了することです。ヒトの
体は、体温がある程度下がってくると眠く
なってきます。入浴しなくても夜は自然に体
温が下がってきて眠くなるのですが、入浴す
ると、一旦体温が上がり、その後、1 時間半
ほどすると急速に体温が下がってきます。こ
のタイミングでベッドに入ることによって、
より良質な睡眠が取れることが複数の研究か
ら分かっています。
逆に、よくありがちな間違いとして、温泉
旅館などで「せっかくだから、
寝る前にもしっ
かり入浴して体を温めてからぐっすり寝よ
う」ということで寝る直前に入浴すると、か
えって体がほてって眠れない、ということに
なります

ほとんどありません（医師に全身浴を禁
止されている場合はその指示にしたがっ
てください）。
逆に湯が熱すぎたり、長く入りすぎる
と逆効果です。42℃以上の湯に浸かると
自律神経のうち、交感神経が興奮します。
交感神経は「闘争か逃走の神経」などと
も言われ、緊張が強い時に働く神経です。
お風呂ではリラックスしたい方が多いで
しょうから、交感神経が興奮して、血圧
が上がったり、筋肉が硬く収縮するよう
な入浴法は逆効果です。
また長々と入浴していると体温が上が
りすぎてしまい熱中症になります。この
ようなことを考えると、ピンポイントで
40℃ 10 分という入浴法に落ち着くので
す。

お風呂のお供、入浴剤
入浴剤はお風呂タイムを楽しいものにして
くれますが、実は楽しいだけではありません。
多くの入浴剤にはしっかり健康効果がありま
す。入浴剤の一番大きい作用は、入浴の温熱
効果を高めるということです。つまり、血流
を改善したり代謝を高めてくれます。特に、
バスボムなど泡が出るタイプの入浴料は炭酸
ガスを発生させますが、この炭酸ガスが皮膚
から吸収されて、血管を拡張させて血流を改
善させます。香りの良いものやきれいな色の
ものもたくさんありますので、その日の気分
で楽しんでみるのも良いでしょう。
外出しない日も、夜にはお風呂に入って体も
心もリフレッシュしてみましょう。

ANIS ATLANTA - December 2020
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入浴が楽しみになるグッズを用意する
香りのよいもの、美容効果のあるもの、かわいいデザインのもの。それを使おうと
する日は、バスルームに向かうテンションも自然に UP します。気に入ったグッズを
そろえて、入浴時間を楽しむのはいかがでしょうか。

ソルトなど香りいいグッズを使う
バスソルトを使うと、より体が温まり汗が出てリフレッ
シュできるなど、バスタイムを良質な時間にすることがで
きます。
また、ブランドによって花やフルーツの香りが配合され
ているものもあり、浴槽に入れると香りが広がるものもあ
ります。お気に入りの香りを嗅ぐことで、よりリラックス
してバスタイムを楽しめます。
素材にオーガニックのものを使っているバスソルトや、
花やハーブから採れたエッシェンシャルオイルが使われて
いるバスソルトがあります。ナチュラルなアイテムを好む
方にはオーガニックのバスソルトを贈るなど、素材にもこ
だわって選びましょう。

バスグッズのカラーをそろえる
バスルームに合わせて、ディスペンサーやタオルまで、
グッズのカラーをそろえれば、スッキリ気分でさわやかな
バスタイムが過ごせそうな気がします。
モダンなデザインのボトルにつめ変えておくだけで、さ
まになりますよね。

グリーンのポットを置く
観葉植物をバスルームをにおいて癒しの空間にしちゃ
えば、より一層リラックス。
多少日当たりが悪くても OK、水が有り余っていても
OK、根があまり張らないし巨大化しないので、まさにバ
スルームにうってつけの植物がありますので、フェイクで
はなく本物を置いてみるものいいと思います。

12
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プラス要素で、バスタブタイムを充実させる
熱いシャワーもいいけれど、やっぱりバスタブでお湯につかる時間は至福のとき。
音楽や、キャンドルの灯り、入浴剤の香り、バブルバスなど、いつものお風呂にプ
ラスアルファすることで、心身共にリラックスできる、ぽかぽか快適バスタイムに

入浴剤・花を入れる
バスタブたっぷりのバラの花を浮かべた、ロマンティッ
クなバラ風呂や、ハーブの入った香りのよいお風呂には憧
れてしまいます。特別なリラックスしたい日に実践してみ
たら、ホテルで過ごすようなゴージャスな気分に、なれる
のではないでしょうか。
お花と一緒にフルーツをスライスして一緒に入れれば、
フレッシュでいい香りに包まれて過ごせます。とても贅沢
でスペシャルなバスタイムになりますね。

音楽を楽しむ
お風呂でも音楽が聴ける、Bluetooth の防水スピーカー
なら、水がかかっても安心ですよ。好きな音楽を聞きなが
らのバスタイムなら、気分が上がること間違いなし。

バスタブキャディーを設置
バスタブキャディーを設置して、キャンドルにフルーツ
やスパークリングウオーターを。バスタブにはバスピロー
と準備万端、ゆったりぜいたくバスタイム。
時にはバスキャンドルやバスライトを用意して、ゴー
ジャスなバスタイムを過ごしてみたいものです。

ANIS ATLANTA - December 2020

13

さまざまな効果・効能を含む入浴剤
心地よい「おやすみなさい」を作るナイトルーティーン
ベッドタイムのルーティーンを定着させることは、体内のスイッチをオフにし、より深い眠りを導きます。
眠りにつく約 2 時間前に入浴し、心身共にくつろぎましょう。お風呂上がりの体温の変化は、眠りにつく時の
体温の変化にとてもよく似ており、穏やかに睡眠へと促してくれます。

Ｄｒティールズ
全米バスケア部門累計販売本数 NO.1 を誇る、大人気
ブランドで、全米でも多くの方に愛されています。
エプソムソルト（基剤：硫酸マグネシウム）に香り豊
かなナチュラルエッセンシャルオイルが配合されてい
ますので、こころも安らぐ上質なバスタイムに。

L'occitane
ラベンダー フォーミングバス。
心にからだに、癒しのラベンダー。ふわっふわ
の泡に包まれて、いつものバスタイムを贅沢な
ひとときに。ラベンダーのやさしい香りで、ゆっ
たりリラックス。

The Sacred Ritual

LASH バスボム

ケルト海の塩とピンクのヒマラヤ塩が含まれており、体の解
毒を助けるだけでなく、安らかな夜の睡眠を促進します。
エッセンシャルオイルのブレンドを使用しており、1 日を通
して蓄積された精神的ストレスを取り除き、穏やかな環境を
作り出して、リラックスすることを促進します。

豊富な種類のバスボムなどが販売されていて香りや効果を楽
しめるほか、溶かす前も溶かしてからもカラフルなデザイン
を楽しむことができるデザイン性の高さも魅力。爽やかな香
りでリフレッシュしたい人も、甘い香りに包まれたい人も、
肌をすべすべにしたい人にもおすすめな入浴剤があります。
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バスボムとは？手作りの方法 3STEP
「バスボム」は、お湯に入れるとシュワシュワと発泡する固形タイプの入浴剤。
バス用品専門店などで色とりどりのバスボムが売られているのを見たことがある人も多いはず。
「バスボム」
（バスボール）は、重曹（炭酸水素ナトリウム）とクエン酸の化学反応を利用した固形入浴剤のこと。
お湯に浸すと二酸化炭素を発生させて発泡するのが特徴です。お湯が弱アルカリ性になり美肌効果などが期待できます。
花王のロングセラー入浴剤「バブ」もこのバスボムの一種です。
バスボムはバス用品を取り扱う「ラッシュ（LUSH）」やドラッグストアなどさまざまなショップで入手でき、色や香り
のバリエーションも多彩でその日の気分や好みで使い分けられるのが魅力。

とっても簡単！ 3 ステップでバスボムを手作り
バスボムは大好きだけど毎日使うのは経済的にちょっと
……という方は手作りするのがおすすめです。手順はたっ
たの 3 ステップ。ぜひチャレンジしてみてください！
【材料（20g のバスソルト 8 個分）
】
・重曹

100g

・クエン酸

50g

・片栗粉

50g

・水

少々（霧吹きに入れる）

ステップ 1：材料を混ぜる
ボウルに重曹、クエン酸、片栗粉を入れ、スプーンなどで
混ぜます。
ステップ 2：水を加えてさらに混ぜる
水を霧吹きを使って少しずつ（5 回ほど）加えながら、さ
らに混ぜていきます。シュワシュワと音がすると水が多い
ので、水は少しずつ加えましょう。手で触ってみて少ししっ
とりするくらいがベストです。
ステップ 3：ラップに包んで固める
材料を混ぜたものを 20g ずつラップに包んで丸くし、半日
～ 1 日寝かせて固めます。ラップではなく型に入れて成型
しても OK。
好みのアレンジをしてみましょう！
バスソルトや入浴剤、アロマオイルを加えると色や香りを
つけることができます。ステップ 2 のタイミングで入れる
ようにしましょう。
ANIS ATLANTA - December 2020
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クリマスツリーの由来と飾りの本当の意味とは

クリスマスツリー由来と飾りの本当に意味とは
クリスマスが近づいてきましたね。この時期になるとデパートやホテルのエントランスに大きくて素敵なツリーが飾られます。
毎年、違う色合いのデコレーションがされていて、色々と参考になります。
起源はドイツ。厳しい冬の中でも葉を落とさないモミの木は、『永遠の命の象徴』として尊ばれ、ドイツ地方ではモミの木に花
や食べ物を飾ると、木に宿る小人が力を与えてくれるという信仰がありました。
イルミネーションの由来は、宗教改革で知られるマルチン・ルターが礼拝の帰りに木々の間にきらめく星の美しさに心を打たれ、
子供たちのために再現しようと家の中にモミの木を持ち込み、火のついたろうそくを飾ったことだと言われています。それから
クリスマスツリーの飾り付けが一般的になったようです。
また、てっぺんに飾る星（トップスター）は、キリストが生まれたベツレヘムへ東方の賢者を導いた輝く星を表しています
せっかくのクリスマス。クリスマスツリーもただ飾るだけでなくその由来や、飾りなど、一つ一つにも意味があることを知るこ
とによって、より楽しんで過ごせるのではないでしょうか。

■トップスター

■靴下

トップスターは、イエス・キリストが産まれ
た時に空に輝いていた星（を表しています。
「希望の星」という意味があります。

■ベル

サンタクロースのモデルである聖ニコラウス
これは、羊飼いが持つ杖を表しています。
は、貧しい家の子ども達のために、窓や煙突
キリスト教では、
「神→羊飼い、人間→羊」
から投げ入れた硬貨がたまたま靴下の中に
と例えることが多く、イエス・キリストが
入った、というところからきているそうです。 「人々を見守り、導いてくれる」という意味
があります。

■ろうそく

イエス・キリストが誕生した際に、喜びのベ
ルが鳴らされたというのが由来。
「喜び・希望」「魔除け」の意味があります。

■オーナメントボール

ろうそくは、イエス・キリストが世界を明る
く照らして人々を救う、というところから来
ているそうです。
「世を照らす光」の意味があります。

■柊（ひいらぎ）

もともと、アダムとイブがエデンの園で食べ
た知恵の樹の実「りんご」を表しています。
本物のりんごを飾っていたそうですが、後に、
木でつくられたものや、ガラスでつくられた
オーナメントボールになったとのこと。
ガラスには「魔除け」の意味があります。

■キャンディーケーン

キリストが十字架に架けられた時に時にか
ぶった、イバラの冠を表し、赤い実のほうは
キリストが流した血を表しています。
ただ、キリスト教以前から、ヒイラギには神
秘的な力があり、魔除けのための様々な言い
伝えがあった様です。
「魔除け」の意味があります。

■天使
イエス・キリストの母マリアに受胎を知らせ
たり、イエス・キリストが現れたことをみん
なに知らせたりする役目が天使だった様です。
「神様の使い」という意味があります。

■松ぼっくり
松は、昔から、常緑樹のひとつとして、縁起
の良い木とされてきました。
「不滅性」
「不老長寿」
「豊穣多産」の意味が
あります。

■リボン
リボンは、その見た目通り人と人を「結びつ
ける」ことをあらわしています。
「約束」
「絆」などの意味があります。

クリスマスツリーのオーナメントをおしゃれに飾る方法
せっかく素敵なオーナメントがあっても、飾り方を間違えると残念な感じになっ
てしまいます。おしゃれに飾るコツは、オーナメントを買うときは、異なる大きさ
や形のものをそろえるのがベター。大きいものは、枝の奥に飾ると立体感が出てお
しゃれな雰囲気になります。
また、楽しい雰囲気にしたいからと、何色も異なる色をそろえると、統一感がな
くなるので NG。配色は 3 色程度に抑えるのがおすすめです。
これまで意味を知らずに飾っていたオーナメントも、込められた意味を知ると、
飾りつけも楽しくなりますね。伝統的なオーナメントはもちろん、あなたにとって
スペシャルなものを是非見つけてみてください。

ANIS ATLANTA - December 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

〜クリスマスに飾る雑貨編〜

【ウォールデコ】
冬の教会の窓枠のよ
う な 雰 囲 気 な の で、
夏はしまって冬だ
け暖炉の前に飾
ります。

一緒に歳をとっていく戦友達
先日母と FaceTime で話した際、
「そろそろクリスマスプレゼントを終わりにしよ
うと思ってる」と宣言された我が息子。毎年サンタからのプレゼントの他に、ジージ
バーバからのクリスマスプレゼントを別途貰えていたのですが、まさかの終了宣告。
「えーっっっ！？！？」とショックで身悶えしガクッと床にうつ伏せになった息子ですが、
おもむろにムクッと顔だけ起き上がると
「僕にはまだあの方がいる・・」
と小さく呟いたの
です。あの方＝サンタ様。いやいや、本当はもう私達だって知ってるよね！？っていうか
今、私に聞こえるように言ったね！？今まであれほどサンタの存在に疑心暗鬼で敏感だっ

【靴下】
大きなプレゼ
ントはツリー
の下に、プチ
ギフトはこ
の中へ。

たくせに、ここに来て急に、サンタへの疑いをいっさい発言しなくなったのです。十中
八九、彼は気付いています。サンタという名の親の存在に。ですが、
「まだサンタを信じ
てるフリをしてた方が得だ」と気付いたのでしょう。親に面と向かって言うには怒られる
可能性すらある図々しい値段の物も、
「サンタを信じるピュアな僕が、値段の事なんか考
えずにただ欲しい物をリクエストしてる構図」の方が、勝算ありとふんだようです。とは
言え自分の年齢が、“信じてるフリが出来るギリギリのライン” にいる事も分かっていそ
うなのと、大人ぶりたい男のプライド的にも、騙し合いの攻防戦は今年で最後かもしれま
せん。肩の荷が下りたような、寂しいような。

そんな息子との知恵比べと共に、毎年続

いて来たのがクリスマスの飾り付け。ツリーはもちろんのこと、我が家ではクリスマスに
取り出す定番の雑貨達があります。アメリカに来てから増えた新顔もいますが、15 年前
からのレギュラー選手達もいます。今回は、新旧含むクリスマス雑貨達を紹介します。
Happy Christmas !

【星オブジェ】
ただの木製の星ですが、
かなり厚みがあるので
存在感バッチリ。
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【シュビップボーゲン】
エルツ地方の木工芸品。ク
リスマス前後に灯りをとも
して窓辺に飾り、鉱夫の安
全と無事を祈るのだそう。
15 年間毎年欠かさず飾っ
ています。

【ヒンメリリース】
ハンドメイド作家仲間にもらった
ヒンメリリース。ヒンメリはフィ
ンランドの伝統モビール。藁の代
わりに真鍮パイプで作られている
ので、徐々に古びた色合いになり
味が出てきました。

【星のガーランド】
バリのアルミ製ガーラ
ンド。とても軽いので
小さな空気の揺らぎに
も反応し、点描で打ち
込まれた凹凸模様が、
光を受け輝きます。

【白い粒々リース】
粒が動かす度に落ちる
ので、いつかスッカスカ
の枝リースになるかも。

【小鳥オーナメント】
毎年増え続け、都度ガレージセールで減らす努力をして来
たけれど、それでも現在持ってるオーナメントの数 529 個！
その中でもこの 2 個は特にお気に入りです。

【木馬】
15 年来のお気に入り雑貨
で一年中飾っているのです
が、クリスマス時期だけ暖
炉かツリーの下に移動させ
ます。たわわだったたてが
みは、息子に引っこ抜かれ
時と共に薄毛に。

【ゴールドミニツリー】
100 均で買った物ですが、洗面台
に飾るのに丁度良い大きさのため、
かれこれ 10 年以上も断捨離を生き
残って来た重鎮です。

【カリグラフィー】インドネシアや日本でも活躍するカリグラファー、
Veronica Halim さんのツリー画。レッスンの見本だったのですが、素
敵なのでフレームに入れ、毎年飾っています。
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季節のスープレシピ◎スープ料理家・東條真千子
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バイリンガル求職者の就職・転職事情◎ PASONA

バイリンガル求職者の
就職 ・ 転 職 事 情
デジタル変革 2020 年
色々な出来事が起こった 2020 年もあっという間に 12 月を
迎えました。この 1 年で急速に変わった、または変わらざるを
得なかった事がいくつもあります。ビジネスに関連するもので
は、失業率、働き方、コミュニケーションの仕方などが、パン
デミックに影響され変化しました。企業は手探りながら、急速
に在宅勤務に移行をし、コミュニケーション方法も対面からデ
ジタルに必然的に移行していきました。ネガティブな話題が多
かった 2020 年もテクノロジーの観点からみると、著しい発展
を遂げたと言えます。デジタルコミュニケーションに於いての
変革は、非常に大きな課題であると多くの企業が認識していま
すが、COVID-19 により変わらざるを得ない状況になった今年、
デジタル分野のトランスフォーメーションが一気に 6 年加速し
たと言われています。デジタルコミュニケーションは、もはや
ビジネスに於いて不可欠であり、引き続き企業の大きな課題で
ある事は言うまでもありません。パンデミックがテクノロジー
の進歩を後押した形になりましたが、何かが大きく進化する時、
このような大きな外的要因が影響されるというのは、世の常な
のかもしれません。
働き方については、どこで、どのように、いつ働くか、とい
う概念が半永久的に変わった企業が多かったと言われています。
一方、企業側も何をするか、なぜそれをするか、どのようにす
るか、という新しいビジョン、戦略、マインドセット、ルール
変更が早急に必要となりました。従来とは異なる顧客ニーズに
対して、アプローチ方法、サービス提供の仕方等が変わりまし
たが、どう変化しても結局は“人間力”が非常に重要視され、
人と人とのつながりが以前より増して重要になっています。
この様な変化は、人事の分野でも同様です。就職活動に於い
て、一番想像がしやすい変化が面接だと思います。以前は対面
面接が主流だったのが、現在ではオンライン会議システムを通
じての面接が主流で、内定も直接企業に出向くことなく決定さ
れる事が当たり前になって来ています。テクノロジーの発展を
考えた時、今後起こりうるであろう事は、人事が担当をしてい
るプロセスの一部を機械が代行する事です。これは人を排除す
る目的ではなく、人・機械がお互いの長所を活かし、仕事を効
率化させるためという合理的な理由からではありますが、この
ような分担制はデジタルトランスフォーメンションの一環とし
て注目されています。機械が得意とするのが単純作業、繰り返
し作業であることを考えると、求職者の皆さんに大きく影響す
るのは、
“レジュメ”と簡単な“質問事項回答”になるのではな
いかと考えています。企業から募集要項が出て、それに対して

求職者が応募をしますが、双方から提出される文書、つまり“募
集要項”と“レジュメ”、更に詳しく言うと、その中身がこれま
でよりも重要になってきます。現在、募集要項に対し、人事担
当が応募されたレジュメを見ながら書類選考の判断をしていま
すが、この作業を機械がする場合、双方の言葉の選び方により、
合否が分かれる可能性も否めません。そうすると、いかに募集
要項に適したレジュメを提出するかがカギとなりますので、従
来通り複数のポジションに対して同じレジュメを送る事は良し
とされず、ポジションに合わせた適切な言葉遣いをしたレジュ
メを各案件に提出する事が不可欠になってきます。また、全体
の言葉遣いから応募者の傾向を読み取る事もできるＡＩを考え
ると、レジュメ一つに於いても、自分自身で研究をし、工夫し
ながら作成していく必要があります。また、企業からの質問事
項に関しては、気づかずとも機械が応答をしていたり、面接の
前に自分で自己紹介を録画して先に企業に提出するなどの新し
い方法が用いられる可能性もありますので、求職者の皆さんは
その変化についていけるように、心づもりをしておくと良いで
しょう。
それでは、皆さん、素敵なホーリデーシーズンをお過ごし下
さい。来年もどうぞよろしくお願いします。

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

Akiko Komura
ANIS ATLANTA - December 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。

平均賃金大幅引き上げ
2020 年 10 月 8 日、トランプ政権は、労働省が発行している平均賃金の計算方法を変更する旨を発表しました。これはコロ
ナによる失業率の悪化やトランプ大統領の Buy American Hire American 大統領令などに基づき、アメリカ人の就職確保を目的
としており、平均賃金を上げることにより雇用主の外国人労働力採用の意欲を減退する意図を含んでいます。この方針により、
H1B の新規採用、H1B 保持者の滞在資格延長、さらに H1B 保持者の雇用主変更申請が非常に厳しくなることが見込まれます。
平均賃金順守は H1B と雇用主スポンサーによる永住権申請に義務づけられています。H1B 雇用主は就労地域における特定
ポジションの平均賃金、或は同等社員に支払っている給料のいずれかの高い額を支払う義務があります。雇用主スポンサーに
よる永住権申請の場合は第２枠、第３枠による申請に適用され（国益枠は例外）、雇用主は本人が永住権を取得した時点で、最
低でも労働局が判断した平均賃金額を支払わなければなりません。
この平均賃金は就労地域や職業毎に学歴や経験条件に応じて設定されますが、各ポジションに対しエントリーレベルからプ
ロフェッショナルなレベルまで４レベルあります。通常、エントリーレベルのポジションには一番低いレベル１の平均賃金が
適用され、かなりの経験が必要とされるようなポジションは一番高いレベル４の平均賃金が適用されます。今回の変更により、
平均賃金レベル１の設定値は今までの下から 17％から 45％に変更となり、レベル２は 34％から 62％、レベル３は 50％から
78%、レベル４は 67％かけ 95％に変更になりました。具体例として、下記にジョージア州のフルトン・カウンティーにおけ
る主なポジションの平均賃金の変更例を挙げています。
Transportation, Storage,
旧法
新法
and Distribution Managers
$ 68,640（時給＄33.00）
レベル１
$ 93,600 （時給＄45.00）
$ 93,725（時給＄45.06）
レベル２
$154,856（時給＄74.45）
$118,810 （時給＄57.12）
レベル３
$216,133（時給＄103.91）
$143,894（時給＄69.18）
レベル４
$277,389（時給＄133.36）
Industrial Engineers
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４

旧法
$ 59,550（時給＄28.63）
$ 73,674（時給＄35.42）
$ 87,776（時給＄42.20 ）
$ 101,899（時給＄48.99）

新法
$ 72,987 （時給＄35.09）
$ 101,525（時給＄48.81）
$ 130,083 （時給＄62.54）
$ 158,621（時給＄72.26）

Computer Systems Analysts
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４

旧法
$ 63,773 （時給＄30.66）
$ 77,730（時給＄37.37）
$ 91,686（時給＄44.08）
$ 105,643（時給＄50.79）

新法
$ 91,187（時給＄43.84）
$ 111,779 （時給＄53.74）
$ 132,371（時給＄63.64）
$ 152,963（時給＄73.54）

Market Research Analysts
旧法
新法
レベル１
$ 42,328 （時給＄20.35）
$ 59,446（時給＄43.84）
レベル２
$ 56,909（時給＄27.36）
$ 86,632 （時給＄53.74）
レベル３
$ 71,510（時給＄34.38）
$ 113,797（時給＄63.64）
レベル４
$ 86,091（時給＄41.36）
$ 140,982（時給＄73.54）
この法律の撤廃を求め、既に政府に対する訴訟が起こされています。もし勝訴した場合、或は裁判結果が出るまでの間に短
期的差止命令が出されれば、元の平均賃金に戻る可能性があるので、その間に古い平均賃金レベルに基づく申請をすることが
できる可能性があります。
政府はさらに来年度の H1B の無作為の抽選に代わり、平均
執筆：大蔵昌枝弁護士
賃金のレベルの高い順に当選者を選択する方法を提案してま
Taylor English Duma LLP 法律事務所
す。H1B は毎年大卒レベル者に対し６万５千枠の申請枠が設
＊ Copyright reserved. 著作権所有
けられており、アメリカで取得した修士号レベル以上の学位取
1600 Parkwood Circle, Suite 200,
Atlanta, GA 30339
得者に対しさらに 2 万枠を設けています。ただ、毎年申請者
DIRECT: 678.426.4641
が年間枠を大幅に超えているために、無作為の抽選により申請
OFFICE: 770.434.6868
E-Mail: mokura@taylorenglish.com
者が選ばれていました。もし新方針が施行されれば、新卒者な
www.taylorenglish.com
どを平均賃金レベル１や２で申請することが非常に難しくなる
本ニュース記事に関する注意事項（DISCLAIMER）
ことが予想されます。これ関しても、今後の訴訟でこの法律が
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
撤回されるか、或は３月の H １B 登録期間までに新政権がこの 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
法律を取り下げるか、雇用主は今後の成り行きにより臨機応変
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。
に採用方針を見直す準備をしたほうがよいでしょう。
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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

1979 年、アメリカは中国を見誤った
1978 年、中国の鄧小平は共産主義国家でありながら資本
主義経済の導入という意表をついた政策を公表、世間をあっ
と言わせた。東西冷戦の象徴である共産主義と資本主義とい
う二つの対立軸を中国は飲み込んでしまったのである。
この新政策に対し、アメリカが大きな期待を抱いたのは当
然だった。市場経済で国は豊かになり民度は上がる。その結
果自由主義、民主主義の良さが浸透し、やがて共産主義にとっ
てかわる。そうなれば、計り知れない巨大市場が開放され、
アメリカ経済にとっても多大な利益を享受できる。アメリカ
はそう考えた。
1979 年、大統領ニクソンは電撃訪中により米中国交正常
化をやってのけた。以来、軽工業品を中心に企業進出が始ま
り、Nike を筆頭に、中国主要都市に拠点工場を設立、その後、
満を持して自動車産業が海を渡っていった。
そして 40 年経った今、何が起こっているか。遅ればせな
がらトランプの強烈な中国叩きである。中国は共産主義と資
本主義を狡猾に利用し、アメリカと西側諸国が期待した民主
主義国家とは異なる、世界覇権を目指す化け物国家へと変貌

した。1979 年の国交回復に抱いたアメリカの期待は、
”幻想”
に終わった。
中国の世界覇権の目論みは着実に進行中だ。総合的軍事力
ではまだアメリカが優位だが、最近の衝撃レポートがある。
軍艦数は既に中国がアメリカを上回っているという。陸の一
帯一路政策に並行して海洋覇権を目指していることは明白で
ある。この軍艦数に追いつくのにアメリカは 5 ～ 10 年はか
かるという。
この海洋軍事力の逆転の兆候をアメリカはもっと早く察知
すべきだったがオバマ政権は見逃した。オバマは中国にはユ
ルユルの友好政策をとり、中国海軍との合同演習までやって
しまった。この間中国は着々と軍艦建造に励んでいたわけで
ある。だが、この演習の時に行われた両軍司令官の会談の際
に、中国側から、「将来太平洋はアメリカと中国で二分しよ
うではないか」との提案がなされた。漸くオバマは事の重大
さを認識、中国政策転換を図ったが、時既に遅かった。
白人対白人の米ソ冷戦に比べ、米中冷戦は白人対東洋人の
構図故に、厄介さの度合はかなり大きいと思わざるを得ない。

聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉
神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。
独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るため
である。
ヨハネの福音書 3 章 16 節
ヨハネ 3:16 は、
「小聖書」とも呼ばれる有名な聖句です。
この短い文に、聖書の核心である、神の愛・救い・永遠の命
のメッセージが詰まっているからです。イエス・キリストを
信じる者に与えられる永遠の命の福音（＝良い知らせ）が記
されています。
神の愛は無限です。世の罪を赦す為に、犠牲にされる御子
は、ただ、お一人です。その尊さは、唯一（Only One) で、
その代わりは他にはありません。その御子こそイエス・キリ
ストです。世の罪を購う為に、神様は愛する独り子を世に遣
わされました。この世（人類）が永遠の命を得る為に、世の
罪の代価として、御自分の独り子を与えて下さったのです。
神との関係を正すのに、
どうして『信仰』が必要でしょうか。
なぜ、神様は、最初から永遠の命を与えて下さらなかったで
しょうか。創世記に、その答えがあります。神様のご計画に
対する反抗があった為です。アダムとイブ以来、人は、目先
の誘惑に負け、自らを誘惑の奴隷とし、その奴隷的境遇を自
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By ますみ

由と呼ぶような悲惨な状態に陥りました。そして、自分が罪
の奴隷だという事さえ気付かず、自己中心に生きています。
神の御子イエスが、この世に来て、静かに語られた時、人は
初め て、失った神との親密関係に気付き、自分が罪の中に生
きていることを自覚し始めたのです。『信仰』は、神様のご
計画を受け入れる事です。なので、神様との関係を修正する
ためには、
『信仰』が必要です。『信仰』は、神様が、イエス・
キリストにおいて、私達の為になさった事を信じて受け入れ
る事です。『信仰』は、神様の方に向き直って、神との親密
関係を取り戻すことです。（聖書の言う罪とは、神に背を向
けて 生きることです。）
クリスマスは、イエス様の誕生（降誕）を祝う日です。世
を愛し、十字架で死ぬ為に、あの夜、生まれ、飼い葉桶に寝
かされた赤ちゃんがイエス・キリストです。イエスは、ご自
分の命を私達に捧げて下さいました。罪を赦し、私達が滅び
ないように救う事が出来るのは、神の一人子・イエス様だけ
です。 イエス・キリストの命は、復活の力がある永遠の命で
す。イエス様は、私達を神の家族の一員とする為に、この世
に降リて来られました。 神は愛です。
私達は愛されています。

Merry Christmas!

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

算数・数学を学ぶのは、何のため？ ( 理論的思考力と理解力が身に付く！ )
無意識につかっている算数の力
私たちは、日常生活の中で、知らず知らずのうちに算数や
数学で身につけた力を使っています。買い物中に３割引の商
品がどれだけ得なのかを考えたり、精算前におおよそ合計額

きるまで反復練習する習慣をつけることが大切です。テレビ
を消すなど、集中して学習できる環境作りを心がけましょう。
ひとりで学習できるようになるまで、できるだけ親はそば
にいてあげたいものです。皆さんは、お子さんが学校から持

を計算して予算内なのかを確かめたりすることがあるでしょ
う。
料理で、調味料の分量計算、住宅ローンの試算、家計の収
支など家事だけでもかなりありますね。この時、頭の中で使
う計算のほとんどは、足し算、引き算、掛け算、割り算など
小学校で学んだ算数の計算です。そのために、仕事上数学の
知識が必要な人以外は、中学や高校で学んだ数学が実生活で

ち帰ったテストを見て何と言いますか？親はとかく点数や、
「できなかったところ」に目がいきがちです。しかし、子ども
が「よーし、できるまで練習しよう！」と意欲をもてるように、
まずは「できたところ」をたくさんほめ、努力をみとめてあ
げましょう。
間違えたところは放っておかず、すぐに直すことが大切で
す。「どこが間違ったんだろう。どうすればいいのか。
」と考

役に立ったと実感している方が少ないのかもしれません。

えることは試行錯誤のひとつ。自分で見つけ訂正するからこ
そ、再び同じ問題が出たときに注意することができ、新たな

理論的思考力と忍耐力を養う
「昔はできたが、今は忘れて解けないので、数学は役に立た
ない」という大人の方がいます。数学を学ぶ目的は、実際に
問題を解く力をつけるということもありますが、問題を解く
中で理論的思考する力や、最後まであきらめずに取り組む忍

課題に挑戦する際には、自分で考える力にもなります。

耐力を養うことです。
「公式を暗記して、あてはめて答えを出
す」ことが数学ではありません。結論にたどり着く道は、必
ずしもひとつではないのです。
「どうすれば効率よく問題を解

す。理由はおそらく「受験の為に必要だから」と、仕方なく
勉強しているという気持ちが強いからだと思います。家庭で
は小さいうちから、机の上だけの勉強ではなく、身の回りの

くことができるのか」と試行錯誤しつつ筋道を立てて考え、
最後の結論が出るまで自分で解きぬく経験が大切です。
日常生活の中でも、数学で身についた思考力を発揮する場
面があるでしょう。たとえば、料理は一品ずつ作るより、三

ものから、『数』の不思議やおもしろ
さをみつける遊びをして数感覚を磨
いてあげましょう。
物を数えたり、九九を親子で一緒

品を同時に作るほうが効率的ですね。ただ、より効率的に作
るには、ご飯を炊くことや、ゆでることから先に取り掛かる
とか、段取りを考えなければなりません。仕事でも、複数の
仕事を効率よく、より短時間で、処理できる人材が求められ

に唱える。いろいろな物の長さを計
る。まだまだ、たくさんあります。
親子で日常生活にある“数”を探し
てみましょう。算数・数学がもっと

ています。さらに、情報化社会では、以前に覚えた知識はど
んどん古くなります。現代の様々な問題を解決していくため
には、結論がでるまであきらめずに考えられる力を備えた人
材が求められていると思います。

身近なものに感じられ、より楽しく
学ぶことができるようになると思い
ます。

生活の中にある『数』を発見しよう！
諸外国に比べ、日本の子どもたちは、たとえ算数・数学が
得意だったとしても、あまり好きではないという子が多いで

自分の手で、できるまで練習！
数学で試行錯誤して正しい結論を導くには、個々の計算を
使いこなせることが大切です。方法は合っていても、計算を
間違えば正しい答えは出てきません。
「ゆとり教育」によって、
小学校では段階的に教科書のページ数や授業時間が削減され
ましたが、実際に先生が「分数」などの課題について説明し
ている時間は、それほど変わりがありません。しかし、教科
書の演習問題が減り、授業中に実際に子どもが計算演習をす
る時間が減っているのです。先生に解き方を習って、わかっ
た気になっても、自分でたくさんの練習問題を解かないかぎ
り、計算力は身につきません。家庭などで時間を確保し、で
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髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

ANIS
ATLANTA
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
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。

あなたのビジネスを
強力にバックアップ
します !

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

お問合せは ☎ 404-510-8534
infojp@anisatlanta.com
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髪＆ヘアケア
今回のコラムを担当しますつぐみです！早くも一年を締め
くくる月となりました。この 2020 年という年に、なにか新
しいことにチャレンジしようと心に決めていた方も多いので
はないでしょうか。しかし外出自粛でお出かけする機会も少
なくなり、身なりに気を使わなくなったという方も多く見受
けられました。そこで、代わり映えのしなかった一年の最後
に、気持ちの明るくなるような変化をつけてみてはいかがで
しょうか！ガラッと気分を変えるためにおすすめなのが「デ
ザインカラー」。
デザインカラーには様々な種類があり、
・ダブルカラー
・インナーカラー
・ハイライト
・グラデーションカラー
・ローライト
・バレイヤージュ
など、豊富なデザインがあります。またこれらの中から複数
の技術を組み合わせて施術する場合もあります。
ここ数年ではブリーチを使ったヘアカラーが一般的になっ
てきましたが、まだまだ「ブリーチ」という言葉を聞くと髪
がボロボロになるんじゃ！と身構えてしまう方も多いとかと
思います。そんなブリーチ初心者の方におすすめのデザイン
カラーは、インナーカラーとグラデーションカラーです。
インナーカラーは髪の内側を染めるカラーで、表面から染
めた部分は見えませんが、髪を耳にかけた時やアレンジをし
た時にチラ見えするカラーがとってもおしゃれです。また内
側だけ染めるので、髪が伸びてきても影響が無いところが嬉
しいです。
グラデーションカラーは毛先にかけて色が変化していくカ
ラーで、普通のワンカラーとは一味違った魅力があります。
こちらも髪が伸びてきても影響が少ないのと、飽きたり髪の
傷みが気になったら毛先を切ってしまえば OK という良さが
あります。
控えめなデザインカラーをしたい方も、大胆なデザインに
挑戦したい方も、ブリーチを使うカラーでは、
「ケアブリーチ」
を使っての施術を選ばれることを強くおすすめします。ケア
ブリーチで髪へのダメージを最小限に抑えることによって、
可能になるデザインの幅も広がります。傷み過ぎてしまった
髪にできる施術はかなり限られてきますので、まずは髪をな
るべく傷ませないことを前提に、デザインカラーを楽しみま
しょう！
お客様一人一人の髪の状態によってできることは違い、ま
た求めるデザインによっては一度で完成することが難しく長
期的な段階を踏んでの施術が必要になる場合もございます。
やりたいデザインで悩んだ際はお気軽にご相談ください。お
客様のご希望と髪の状態を見ながら最適なデザインを提案い
たします。
サロンリーガにて皆様のご来店をお待ちしております！

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
Mindfulness

( マインドフルネス )

ストレスコントロール方法の１つにマインドフルネス瞑想法
というトレーニング法があります。マインドフルネス瞑想法は、
マサチューセッツ大学医学部ジョン・カバット・ジン名誉教授
によって考案された自己管理トレーニング法でアメリカのスト
レスクリニックでも治療の一環として積極的に取り入れられて
います。また、最近の瞑想ブームでマインドフルネスについて
の著書もたくさん発売されています。
“瞑想”と聞くと怪しげに
感じたり、え !? 修行？とネガティブな印象を受けるかもしれま
せんが、マインドフルネスの起源は原始仏教にあるものの、そ
の宗教性は徹底的に削ぎ落とされ、東洋の思想や瞑想法のうち
現代人に役立つエッセンスだけを抽出したスキルのトレーニン
グ方法です。
では、マインドフルネスとは一体なんなのか？ある著書に『評
価や判断を加えずに、
‘いまここ’の経験に対して能動的に注意
を向けること。
』と書いてあり、私はこれが一番しっくりきたの
ですが、さらに私なりに付け加えると『呼吸だけに意識を集中
させ、雑念が浮かんだら気づき、流し、しかし“無”にもなら
ない状態』です。どちらも、ものすごく抽象的でわかりづらい
かと思いますが…無理やり定義付けるなら『瞑想をベースにし
た脳の休息法』とでもいったところでしょうか。
人間の心、つまり感情を司るのは脳です。ストレスを感じる、
注意力散漫、無気力、イライラ、肉体疲労からではない倦怠感、
これらは脳疲労のサインです。その根本的な原因は、意識がつ
ねに過去や未来ばかりに向かい「いまここ（現在）
」にない状態
が慢性化していて、脳がまるで自動運転のように絶えず稼動し
続けている所為です。現在に意識を向け集中する「心の練習」
をすることで疲れづらい脳を作ることができます。これがマイ
ンドフルな脳の状態です。これは幼い子どもの心に近い状態、
と私は思っています。小さな子供にとってはすべてが新鮮であ
り「いまここ」にある目の前のことに全注意、全集中を向けて
います。子供は、あと先や何か別のことを考えながらクヨクヨ
と思い悩むことはありません。マインドフルネスは、初めて世
界に触れる子どものような心を取り戻す訓練でもあるわけです。
今回はだいぶ抽象的なお話になってしまいましたが、マイン
ドフルネスの呼吸法自体はそれほど難しくありませんので、ぜ
ひ今日から試してみてください。マインドフルネスの呼吸法が
上達してくると、脳疲労・ストレスの低減はもちろん、痛みの
緩和、雑念の抑制、集中力・記憶力の向上や感情のコントロール、
免疫機能の改善など、たくさんのメリットがあります。

④ １日５分からでもいいので毎日続けることが大切。慣れて
きたら時間を１５分間に伸ばす。
⑤ 同じ時間、同じ場所でやることを心がける。
（脳は「習慣」
が大好き）
まずはこの５つを１週間続けて自分の心の感じ方や変化を意
識しましょう。その時に湧いてくる思いや感情に“良い”
“悪い”
の判断やラベル付けはせず、ただ受け止めて観察することを意
識してください。
当院では、施術後に仰向けの姿勢で呼吸を意識して１０分間、
心身を休めリラックスする時間を設けています。背骨矯正で一
時的に活発になった神経や血液の流れを安定させ、呼吸法に集
中することで施術の効果をより持続させることができるからで
す。
今年は未曾有の新型コロナ肺炎の世界的流行で、これまでの
常識や価値観、生活スタイルが一変してしまった 1 年でした。と、
同時に改めて健康の大切さを痛感した 1 年でもありました。当
院は地域の「健康よろず相談処」として、患者さんの身体だけ
でなく、心の健康作りにもお役に立てるよう来年も精進して参
ります。皆様、良いお年を！

① 基本姿勢は椅子に座る（背筋を軽く伸ばし、背もたれから
離れる）もしくは仰向けに寝る。楽な方を選ぶ。
② 鼻から息を吸ってお腹を膨らまし、吐いた時にお腹がへこ
むのを感じながら腹部に意識を集中する。
③ 雑念が浮かんだら、雑念が浮かんだ事実に気づき、注意を
呼吸に戻す。この時、雑念は生じて当然なので自分を責め
ない。
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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：口臭とネバつきがきになるのでマウスウォッシュを使っ
てみようと思ったのですが、多くの製品があってどれが良いの
か迷います。効能に違いはありますか。
回答：洗口剤（マウスウォッシュ）には歯面のプラークの破壊
や殺菌，プラークの再沈着を防止する効果があることが認めら
れています。歯磨きのサポートとして、厚生省や日本歯科医師
会でも使用が推奨されています。市販の洗口液には、薬用成分
として殺菌剤が入っているもの ( 医薬品医療器機等法上の分類
で ｢医薬部外品｣ ) と、入っていないもの ( 同法上の分類で ｢ｲﾋ
粧品｣ ) があります。
＜洗口剤の特性＞
口腔疾患の原因となる細菌の塊（バイオフィルム）は、歯の表
面だけではなく舌や咽頭、粘膜にも存在しています。 洗口剤は
すすぐだけの簡単な用法で口全体の細菌数を減らすことができ

ます。
（日本口腔保健協会より）
＜主な薬用成分＞
•
cetylpyridinium chloride
•
chlorhexidine（要処方箋）
•
essential oils
•
fluoride
•
peroxide
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口臭予防をうたった洗口剤は、口臭の主な原因物質である揮
発性硫黄化合物 (VSC) を抑えるために様々な成分が配合されて
います。
クロルヘキシジン (CHX) や塩化セチルピリジニウム (CPC) な
どの抗菌薬は､ VSC を産生する口腔細菌の成育を抑制します。
亜鉛などの金属イオンは、硫黄と結合することによって非揮発
性の硫黄化合物を形成し、VSC を産生させないようにする働き
があります。亜塩素酸ナトリウムや過酸化水素などの酸化剤は、
硫黄含有アミノ酸から VSC が産生されるのを抑える作用があり
ます。
ペパーミントやスペアミントなどの香料は、口臭自体をマス
キングする効果があります。これらの成分が配合された洗口剤
は、短期間および長期間における研究で口臭抑制効果が認めら
れています。
薬用成分が配合された洗口剤の使用は、口腔細菌が徐々に増
殖して口臭が強くなる食事前や空腹時に使用するのも有効な使
い方の一つです。ただし、口臭予防の基本はあくまでも機械的
にプラークを除去する口腔清掃による口腔細菌のコントロール
です。歯ブラシとデンタルフロスでの口腔清掃の補助として洗
口剤を活用してください。
歯磨剤を使用した後に正 ( 十 ) に荷電した殺菌剤を含む洗口
液を使用する場合、負 ( － ) に荷電した歯磨剤の成分で殺菌効
果を弱める可能性が指摘されていることから、ブラッシング直
後の洗口は控え、ブラッシング後 30 分程度の時間をあけてか
ら洗口剤を使用するのが望ましいです。ただ薬用成分が「エッ
センシャルオイル」の洗口剤なら歯磨き後すぐでも効果をなく
さずに使えます。
上記に記載した薬用成分を参考に、数あ
る洗口剤の中からご自分の目的に合った洗
口剤を探してください。 ただ、歯面に歯
垢や歯石が付着している状態では洗口剤の
効果を十分に発揮できないので、まずは歯
科医院で歯のクリーニングをして口腔の状
態を整えてから、洗口剤を使うことをお勧
めします。
カンバーランドファミリーデンタル
歯科医 清水 義仁

メディカルコラム◎倉岡クリニック

Kuraoka
Clinic

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

●風邪・インフルエンザとは
風邪とインフルエンザの基礎知識と、違いを見極めるための
ポイントをご紹介します。
－風邪という病名はない
実は風邪とは、ひとつの病気を指す正式な病名ではありませ
ん。異なった病原体が鼻やのどなどに取りついて起こるさまざ
まな症状を、ひとくくりにして「風邪」と呼んでいるだけなの
です。
急に体が冷えるとくしゃみが出たりしますが、寒さの刺激で、
鼻やのどの粘膜が反応を起こし、よく似た症状が現れることが
あります。この場合、症状はすぐに治まりますし、熱が出るこ
ともありません。しかし、その結果、粘膜が炎症を起こすと病
原体が取りつきやすくなり、引き金となって本当に風邪をひい
てしまうことがあります。
－風邪の症状
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、せき、のどの痛みなどの局所症状。
症状は比較的軽く、普通は 3 日以内、長くても 1 週間程度で治
ります。熱はないか、出ても 37 ～ 38℃くらいです。
－インフルエンザの症状
発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、倦怠感（けんたいかん）など
の全身症状がいきなりあらわれるのが特徴で、多くの場合、激
しいせきをともないます。鼻水は後から続きます。症状は重く、
感染から 1 ～ 2 日の潜伏期間をおいて、
3 日目頃から急激に悪化、
熱は 40℃前後に及ぶこともまれではありません。
流行中に 40℃近い高熱が出たら、まずインフルエンザとみて間
違いないでしょう。
●風邪・インフルエンザの予防法
風邪・インフルエンザにかからない体をつくるための、日常
生活での心得や予防法をご紹介します。
－風邪の予防法
風邪は、せきやくしゃみを浴びるだけでなく、かかった人の
鼻水や唾液がついた手で自分の鼻や口の粘膜に触れるとうつる
ため、ていねいなうがいや、石けんを使っての手洗いが効果的
です。
とくにうがいは、ウイルスに荒らされた粘膜に、さらに細菌
がとりつく「2 次感染」を防ぐため、重症化予防としての意味
もあります。また、鼻や口を覆って接触を避けるという意味や、

鼻の中の温度と湿度を保つという意味で、マスクには、感染を
予防する一定の効果が期待できます。
－インフルエンザの予防法
インフルエンザはウイルスがいる空気を吸い込むだけでもう
つるため、効果は限定されますが、帰宅後すぐの手洗いは大切
で a す。もちろん、うがいも欠かせません。
また、マスクは、ウイルスがマスクの織り目を楽に通過してし
まうので、大きな効果は期待できませんが、かかった人が他の
人にうつすことはある程度避けられますし、冷たく乾燥した空
気から、のどや鼻の粘膜を守るのには役立ちます。
－日常生活で心がけたいこと
• 十分な睡眠
睡眠不足からくる疲れとストレスは、風邪に対抗する免疫
の働きを弱めます。
• バランスの良い食事とビタミン補給
栄養の偏りや食べすぎは、体の調子を崩します。お酒の飲
みすぎも、同様です。免疫の力は、体の状態に左右される
もの。偏食・暴飲・暴食は控えるようにしてください。
• 体調を整える適度な運動
適度な運動は体の調子を整えます。また、乾布まさつで皮
膚を鍛えるのも効果的。寒さの刺激に強くなります。
• 極端な厚着、薄着をしない
あまり厚着をしていると、寒さに対する抵抗力がつきませ
ん。といって、無理な薄着は逆効果。
• 手洗い、うがいをする
あらかじめ習慣づけておかなければ、万全の予防策とはい
えません。「流行り始めてからで十分じゃないか」
、と思っ
ている間に、うつってしまうこともあるのです。風邪は季
節を問いません。
• 乾燥したところや人ごみは避ける
ウイルスを持っている人のせきやくしゃみの飛沫（ひまつ）
を吸い込んでうつることがよくあります。とくに乾燥した
ところでは、空気中に飛び散ったウイルスが長時間生きて
いるため、感染する確率も高くなります。
• タバコの吸い過ぎに気を付ける
タバコは血管を収縮させ、血液の流れを悪くするだけでな
く、のどや肺に軽い炎症を引き起こし、ウイルスに対する
抵抗力を弱めます。もちろん、ひいてしまったときには絶
対禁煙です。
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「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

～その２～
｢共食｣ についての記事をご紹介いたします。～

◆肉食とその咀嚼力で人間の脳は大きく発達
人間以外の霊長類（サルの仲間）も集団生活をし、他にも子どもに食料を運ぶ哺乳類や鳥類はいます。でもそれはあくま
で一時的なことで、明確な家族の概念もありません。捕獲した場所から食料を家族の元に持ち帰り、分配して一緒に食べる
習性は、人間だけが持つ特徴だそうです。
注目すべき点は、人間は相手から強制されなくても、当然のように自ら食料を分け与えること。そこで食料を分配すべき
最小の単位として、一対の男と女を中心にした「家族」と、食料を得るために男を中心にした狩猟集団ができました。この
時代から「家庭」や「職場」という集団があったのは驚きですが、これこそ人類繁栄の鍵。家族の食料を絶やさないため、
より効率的に大きな獲物を捕らえたいと、男たちは知恵を絞って戦略的な狩りを編み出していきます。
「力では勝負にならないので、落とし穴や罠を仕掛けたり、人間の狩りは頭脳戦です。言語
による組織力、道具を使った技術力により食料を安定的に確保できたことで、人間の脳はめ
ざましく発達したんですね。
」
食べることと、
脳の発達にはどのような関係があるのでしょうか。栄養価もさることながら、
食事の際の咀嚼運動も重要であると言われています。
人間の脳の重さは体重のわずか２％ながら、その消費エネルギーは身体全体の約 20％に達
します。膨大なエネルギーを使う脳を維持するには持続的にタンパク質を摂る必要があり、
栄養価の高い肉食を獲得したことで人類の脳の発達は一気に加速したのです。そして、肉を
噛む咀嚼運動はより豊かな刺激を脳に伝え、特に前頭葉を発達させました。
前頭葉とは感情や理性、思考力、判断力などあらゆる精神活動を制御する司令塔。つまり
人間らしい脳とは、
「噛むこと」によって育まれたと言っても過言ではありません。
高度化した人間の脳は五感を鍛え、男は食料をどう分配するか判断するために味覚が発達。分配した食料を家族と一緒に
食べる習慣から、共通の味覚を味わいつつ、感情や情報を伝えあうことを楽しむ食文化が生まれました。共に食べることは
集団の結束を強める行為。それが「共食」の起源で、人間らしい食事の出発点です。( 日本歯科医師会資料より )

特報！
当医院では透明のマウスピースを使う Invisalign ( インビジライン ) をはじめ、平均治療期間が短い FastBraces 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

あなたの星座は今月、 どんな運勢をたどるのでしょうか？

26

×危険日：10

21

25

27

×危険日：2

19

31

29

×危険日：9

14

30

24

×危険日：9

17

26

30

×危険日：8

17

27

×危険日：3

18

25

座

28

21

15

19

24

26

×危険日：6

23

29

23

×危険日：6

21

31

全体運：短気な友人、気分屋の友人、約束を守らない友人などとは、一時
的にでも距離を置いた方が精神衛生上良いかもしれません。これ
までの積み重ねで我慢の限界だった場合、縁を切ることを考えて
しまっても、ある種仕方のないことかもしれません。
恋愛運 : 恋愛運は良い状態ですので、積極的に前に出ると良いでしょう。
出会いにも恵まれることで、新しい恋愛関係が始まる期待も持て
ます。紹介される場合もあるので、友人からの良い話は断ること
ないようにしましょう。
金 運：金運は、良い状態で続きそうです。良いと思ったことは、積極的
に取り入れていきましょう。美味い話は、きちんとソースを確認
してから動くようにしましょう。
17

24

×危険日：2

15

26

全体運：停滞の月になってしまいそう。これまで上手くいっていたことが
突然できなくなったり、簡単なことでミスが続いたりと、物事が
予定通りにこなせないイライラを感じてしまうことでしょう。な
にかをするときは、充分に余裕を持って当たるようにしましょう。
恋愛運 : 恋が実る時期に入ったようです。良い雰囲気になっていた異性と
は、その先へと関係が進展する可能性が大いにあります。直接口
で告白されないケースもありますから、LINE やメールはこまめに
チェックするようにしましょう。
金 運：せっかくの良いチャンスを、ちょっとしたタイミングのずれで逃
してしまいそうな気配。終わった事にこだわりを持つよりは次に
眼を向けていく方が良いかもしれません。
♥ラッキーデー：4

魚

20

3/20

9/22

♥ラッキーデー：12

～
2/20

乙女座

～
8/23

全体運：迷いながらしていたことに確信が持てたり、何度トライしても結
果が出なかったことに、どうやら進展が見られるようです。ネッ
トサーフィンさなかに偶然見付けたサイトや、友人からの何気な
いひと言の中に、前へと進むヒントを見出すこともありそうです。
恋愛運 : 活気付く恋愛運をしています。異性の良いところが目に入ってき
て、気持ちを動かされることが多々ありそうです。思い切った行
動を取ることもできて、そのおかげで縁が結ばれることもありそ
うです。
金 運：使い過ぎに注意しつつも、欲しいものを我慢し過ぎることもあま
り良くないようなので、バランスを大切にしながら、また自分の
財布と相談しながら物欲を満たしていくようにしましょう。

水瓶座

19

×危険日：6

全体運：対人運がかなり好調な様子。人との関係が良い方向へと進むこと
もあるし、新しく良い縁との出会いもありそうです。ケンカをし
ていた家族や友人、恋人との仲も修復されて、信頼度が回復する
ことでしょう。
恋愛運 : 心身のバランスが崩れることが多く、そのため恋愛も今ひとつ進
展がなさそうです。せっかく合コンに誘われても、疲れが抜けて
いなくて参加できなくてパスせざるを得ないなどです。無理をし
ても良いことはありませんから、断るときは断って構いません。
金 運：どうしても出費を迫られる話が次々に舞い込んできて、あまり良
い金運とは言えないようです。ダメなものはダメと意思表示がで
きるかどうか、それが鍵になってきそうです。

♥ラッキーデー：8

2/19

8/22

♥ラッキーデー：10

～
1/21

獅子座

～
7/23

全体運：なにかしら詰まっている案件を抱えているときは、じっくりと腰
を据えて問題解決に取り組んでみまて。覚悟を決めて物事に向き
合えば、これまでいくら考えても良い案が浮かばなかった事さえ、
面白いように改善や解決のアイデアが浮かんでくることでしょう。
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：金運は悪くはないものの、良いとも言えない微妙なラインにある
と言えます。特に小銭を消費するための買い物などは控えましょ
う。ついで買いは、無駄遣いになってしまうので要注意のようです。

1/20

18

～
12/23

座

7/22

♥ラッキーデー：1

23

全体運：あなたに勇気をくれるような存在、それは人かもしれませんし動
物かもしれません。あるいは一生物になるようなアイテムかもし
れません。とにかく、あなたはそれを手にして気持ちが強く、そ
して大きくなれることでしょう。
恋愛運 : 積極性が増すので、普段なら自分から引いてしまうような場面で
も、前に出て自分をアピールすることができそうです。同時に、
危ない恋愛に自分から足を踏み込んでしまい、身動きが取れなく
なる可能性もあります。
金 運：誤った情報を真実だと信じてしまい、それを他者に伝えてしまう
可能性があります。あなたの信用や信頼を落とすことになり、結
果的にお金の面でも損失を出してしまうことも有り得ます。

♥ラッキーデー：3

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 : 順調な恋愛運をしており、あなたは情熱的になれそうです。その
情熱を受け入れられるような相手との出会いもあり、良い雰囲気
になれそうです。あなたが熱い視線を送るだけで、相手はあなた
のことを気にするようになるでしょう。
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

16

15

♥ラッキーデー：12

1/20

6/21

♥ラッキーデー：7

～
11/23

双子座

～
5/22

全体運：安定した運気に見守られた月になりそうです。安泰と言っても良
いくらいなので、新しい一歩を踏み出すことをお勧めします。こ
れまで周囲から、あるいは自分の中で難しいとか無理だとか感じ
ていたことを進めてみましょう。
恋愛運 : 他にも色々とあなたを惑わすような出来事があり、恋愛に集中す
ることができないと言っても良いかもしれません。恋愛に必死に
なり過ぎず、振り向いてくれない相手などに執着はせず、気持ち
の切り替えを素早くするようにしておきましょう。
金 運：変化は吉運につながっているようです。変わることを恐れず、前
に進むと良いでしょう。仕事運も良い状態なので、思い切った提
案や企画が通りやすい状態にあると言えましょう。

全体運：あれこれと見直す時期に入ったと言っても良いようです。これま
で当たり前としていたことを、本当にそれで良いのかどうか、もっ
とプラスのことがあるんじゃないかと見直すようにすると良いよ
うです。
恋愛運 : 恋人の言葉ひとつ、他人からの告白ひとつ取っても、なにかと相
手の気持ちに疑いの目を向けていませんか？自分の殻に閉じ篭も
りがちな傾向が見られるので、もっとフレンドリーさを前に出し
ていくようにすると良いでしょう。
金 運：金運はやや停滞で、通信費が思った以上に掛かっていることに
ショックを受けるかもしれません。ネット依存から抜け出すこと
を考え、目の前にある自然に目を向けるようにしください。
♥ラッキーデー：2

蠍 座

27

11/22

5/21

♥ラッキーデー：8

～
10/24

牡牛座

～
4/21

全体運：日常生活全般や仕事、人間関係に退屈を感じているのなら、ぜひ
動くべきでしょう。今までとはまったく違うことへのチャレンジ
は、あなたに新しい世界を見せてくれたり、あなた自身の眠って
いた才能や興味を目覚めさせたりしてくれることでしょう。
恋愛運 : 恋愛運はほどほどでしょうが、あなたの恋愛成就のために仲を取
り持ってくれたり良い縁を引き寄せてくれたりする人物が出現し
そうです。身内や友人などから良縁について話があったときは、
まずは会ってみるところから始めてみましょう。
金 運：金運は良いので、お得な情報を多くキャッチできそうです。仕事
運も良く、次々に良い結果を出すことができそうですので、あな
たの評価も高まっていくことでしょう。

天秤座

16

10/23

4/20

♥ラッキーデー：7

～
9/23

牡羊座

～
3/21

全体運：未来に目を向けた考え方ができそうですから、想像力を大いに働
かせると良いでしょう。心を落ち着かせる静かな時間を持つこと
で、今後の人生を良い方向へと変えてくれるヒントになりそうな
アイデアが浮かんできそうです。
恋愛運 : すでに恋人がいて、なおかつ付き合いたての人は特に良い運気で
す。お互いの仲を深めていくような、そんな出来事がありそうです。
長年連れ添った夫婦も吉運のようです。独り身の人は、あまり良
い出会いに期待が持てませんが、チャンスがありそうです。
金 運：大きな買い物や勝負は、今すべきではないかもしれません。貯め
込む時期のようで、この先に来る運気の谷に備える時間だと言え
ましょう。

18

27

×危険日：10

16

28

全体運：全体的に停滞をするような運気をしています。小さなことにも意
識を払い、ミスを失くす努力をして今以上に落ちてしまわないよ
う気を付けておきましょう。良くない出来事は、連鎖を生むこと
があります。
恋愛運 : 自分の気持ちをやや見失いがちになってしまいそうです。好きな
人からアプローチがあっても、素っ気ない態度を取ってしまうか
もしれません。自分の意思や希望をはっきりと持っておき、合う
人との関係が必ず大切にするようにしましょう。
金 運：金運はあまり良い状態ではなく、年始に向けて控えることをオス
スメします。ついつい財布の紐がゆるんでしまうようで、後になっ
て厳しいと感じることが多々ありそうです。
♥ラッキーデー：10

19

29

×危険日：6

15

25
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ATLANTA お出かけガイド
Let's plan your outing with Atlanta Hangout Guide!

お知らせ
interesse international inc

アメリカ中が沸くスポーツイベ
ントの１つであるスーパーボウル
が、2 月 7 日 ( 日 ) にフロリダ州タ
ンパのレイモンド・ジェームス・
スタジアムで開催されます。
ハーフタイムショーは、
The Weeknd が決まっています。

平素は格別の御厚情を賜り、誠にありがとうございます。
このたび 11 月 1 日にテネシー州のナッシュビル市にオ
フィスを開設いたしました。
テネシー州全域と、ナッシュビル経済圏を中心として、ケ
ンタッキー州、イリノイ州、アーカンソー州、ミ
シシッピー州、アラバマ州の隔週の一部にある、合計 300
社の日系企業、あるいは日本のビジネスに関係す
る米系企業が対象です。
アメリカ中西部・南東部は自動車を始めとする製造業と
物流業界の中心で、この地域に本社と複数の支店や営業所
を有する企業が多く、当社のシカゴ、シンシナティー、ア
トランタの拠点に加え、テキサス州のヒューストン、ダラ
スの各拠点と密接に連携しています。職種は経営層、営業
職、エンジニア職、人事・会計職など、そのニーズは幅広
いと言えます。
本社のあるニューヨーク、ワシントン DC、西海岸のシリ
コンバレーとロサンゼルスに加え、全米での営業・サービ
ス体制をさらに拡充し、皆様のすべてのご要望にお応えし
てまいります。また、この広域ネットワークで 全米の様々
な分野・産業・職種の求職者情報を紹介させていただきま
す。
日本語・英語バイリンガルの人事・人材会社では全米最
大のネットワークで他社にはない「グローバル ＆ ローカ
ル・サービス」を心がけてまいりますので、何卒よろしく
ご贔屓の程をお願いいたします。
敬具
藤原昌人
President & CEO
iiicareer / interesse international inc.

12 月 24 日
12 月 25 日
12 月 31 日
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Theatre

■■ 12 月 3 日 -6 日
Hero World Challenge
Albany, New Providence, BAH
■■ 12 月 11 日 -13 日
QBE Shootout
Tiburón Golf Course, Naples, FL
■■ 1 月 7 日 -10 日
Sentry Tournament of Champions
Plantation Course at Kapalua, Kapalua, Maui, HI

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

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

Alliance Theatre

■■ 12 月 06 日 対 ニューオーリンズ
■■ 12 月 13 日 対 ロスアンゼルス
■■ 12 月 20 日 対 タンパベイ
■■ 12 月 27 日 対 カンサスシティ
■■ 1 月 03 日 対 タンパベイ

1pm MBZ
4:25pm
1pm MBZ
1pm
1pm

●● 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

12 月 24 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

クリスマス・イヴ

クリスマス ( キリスト降誕祭 ) の前夜。
eve は夜を意味する古語 even から来たもので「クリスマス
の夜」の意味になる。
キリスト教会暦では日没が 1 日の
始まりであり、クリスマスは 24 日
の日没から 25 日の日没までとなる
ので、その間の夜である 24 日の夜
のことをクリスマス・イヴと呼ぶ。

クリスマス・イヴ
クリスマス
大晦日，大晦

ANIS ATLANTA - December 2020

800 Battery Ave SE Suite 500,
Atlanta, GA. 30339
☎ 470-351- 3866 Ext 38186
www.cocacolaroxy.com
■■ 12 月 04 日 RUMOURS - FLEETWOOD MAC TRIBUTE

PGA プロゴルフのツアー
2020-2021 シーズンです。

アムネットニューヨーク本社は 12 月 1 日にオフィスを
マンハッタンのミッドタウンウエストへ移転しました。
リモートワークが主流ではありますが、オフィスには以
前よりも広い会議室もあり、Teleconference にも対応して
ます。今後はＶＲやオンラインを強化し、コロナ禍でのビ
ジネストリップだけでなく、
「住む」や「学ぶ」を取り入れた、
新しい時代にマッチした旅行商品を企画販売していく。
新住所
19 West 44th Street, Suite 407, NEW YORK, NY 10036
212-247-1900

DECEMBER

Coca-Cola Roxy Theatre

PGA TOUR

アムネットニューヨーク本社移転のご案内

12

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

SUPERBOWL

テネシー州ナッシュビルオフィス開設のご案内

2020

Infinite Energy Arena

Spor ts

12 月のカレンダー

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

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

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

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

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

CNN Studio Tour
CNN スタジオツアー

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)
●● Stone Mountain Christmas
■■ 11 月 14 日 -1 月 3 日
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

12 月 25 日

Centennial Olympic Park

●● 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 )

クリスマス

イエス・キリストの降誕を記念する日。
イエスがこの日に生まれたという確証はなく、各宗派がそれ
ぞれに日付を定めてイエスの生誕を祝っていたが、4 世紀前半、
教皇ユリウス 1 世が「イエスの生誕の日は 12 月 25 日」と定
めた。
冬至の時期であるこの日前後には異教の祭が重なっており、
キリスト教側が布教拡大を狙ってこの日をイエス生誕の日とし
たものと見られている。
日本では 1874 年に最初のクリスマスパーティーが開かれ、
現在では宗教を越えた年末の国民行事となっている。

12 月 31 日

大晦日，大晦

1 年の終りの日。月末のことを晦日・晦と言い、年末の最後
の晦日なので大晦日・大晦という。
「みそか」は三十日の意、
「つごもり」は月篭りが転
じたもので、旧暦では毎月
1 日が新月であり、その前
日を「つごもり」と呼んだ。
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空手道場の紹介（沖縄一心流空手古武道協会瑛心館道場）

空手道場の紹介
沖縄一心流空手古武道協会瑛心館道場
米国ジョージア州ファイアットビル市にある、沖縄一心流空手
古武道協会瑛心館道場では、沖縄伝統空手の一つである一心流空
手を子供から大人までが学んでいます。
当道場では年齢に合わせた空手を指導しており、肉体的な鍛錬
や空手技術の向上を目指すだけではなく、空手に対する精神や心
得、空手における日本的な礼作法も指導しています。空手に限らず、
護身術や太極拳など、豊富な知識のある先生方や日本人の先生も
おられるので、初めての方でも安心して空手を始められる道場で
す。
最高師範であるビル・ストロング先生は、沖縄一心流の宗家、
故島袋龍夫先生の一番弟子である、上江洲安儀先生を師事し沖縄
で修行され、親日で武道家精神のある先生です。見学や無料 1 日
体験入門は随時受け付けているので、空手に興味のある方はいつ
でも気軽に瑛心館道場にお越しください。
瑛心館では、去る 2020 年 10 月 25 日にピーチツリーシティの
スパイグラスアイランドにて、毎年恒例の 100 回型チャレンジに
参加しました。交流のある沖縄拳法空手ジョージア支部の先生方
や生徒さんも参加され、二流派同時にそれぞれの流派の型の演武
を 100 回行ないました。100 回型チャレンジは全世界の空手家や
空手愛好家が毎年参加する恒例イベントです。
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代表：ビル・ストロング
電話：(770) 356-1026
道場の住所：980 Redwine Road, Fayetteville, GA 30214
Facebook：facebook.com/EishinkanKarateDojo
Email: eishinkan@yahoo.com

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

スタッフ募集、日英バイリンガル、土曜
出勤可能な方、要労働ビザ。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。
あなたの経験を活かしませんか？
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

従業員募集。詳細は☎ 770-335-3070

はじめ スタッフ募集

従業員募集。詳細は☎ 470-428-2388

春一番

スタッフ募集

サーバー、キッチン及び寿司シェフを募
集しています。学生さん大歓迎。詳細は
ミッシェルまで、☎ 770-622-4060

庄や 板前さん募集

板前さん、ヘルパーさん募集。年齢、経
験は問わず、パートも可、ディナーのみ。
健保（自己負担無）、有給あり、
ビザ相談可。
詳細は 4 時以降に☎ 770-457-5555 マカベ
又は金谷まで

銀や スタッフ募集

寿司、キッチン、各板前さん募集。ディナー
のみ、健保、有給あり、ビザ相談可。サー
バーさんも募集しています。
詳細はお電話で☎ 678-882-4733 遠藤まで

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

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

Jones Creek 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

Rusan Tower Place

キッチンシェフ、Dishwasher, フルタイム
又はパ - トタイムを募集しております。
詳細は藤田まで☎ 404-514-1585

SushiI Avenue Snellville

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

GOTO Peachtree City

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

日本食シェフ募集 オーガスタ

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

MIYABI サバナ GA

寿司シェフ、マネージャー補佐募集。
詳細はE miyabisavannah@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
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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.
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編集後記
次回 2020 年 1 月号は
1 月 5 日ごろ配布予定

今年もあと少しを残すところとなりました。思い起こす
とあっという間に過ぎてしまったような気がします。
新型コロナウイルスが流行し始めてからは生活が一変
し、外出もお友達と会うことも許されない、お店がどこも
開いていないなど、あまりの早い環境の変化に戸惑うばか
りでした。思い起こしてみると、未知の者に遭遇した戸惑
いだったのだと思います。

ANIS ATLANTA

そんな中、心と身体のバランスが崩れていくけれどもど
うしようもできないまま過ごし、手探りでその何かの答え
をつかもうとしていました。そんな状態に少しずつなれて
いくようになり、不安に押しつぶされそうだったところか
ら、新しい自分のあり方を見つけることができました。

NO. 12
December 2020

勇気をもって踏み出した 私の「はじめの一歩 」は、不
安と戸惑いそして迷いの連続、そして大きな決断が何度か
ありました。その決断のすべてが正しかったとは思いませ
んが、自分が決めた中で学んだことは大きかったと感じて
います。一年間のご支援にただただ感謝の気持ちでいっぱ
いです。本当にありがとうございます。

Published by Anis USA, LLC
4514 Chamblee Dunwoody Rd,
Suite 249
Atlanta, GA 30338
Phone :
E-mail :
Web :

どうぞよいお年をお迎えください。Happy Holiday
次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。

404-510-8534
infojp@anisatlanta.com
http://www.anisatlanta.com
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ANIS ATLANTA は以下の場所に配布されています
ジョージア州：
アトランタ主要日本食レストラン

アトランタ総領事館 ジョージア日米協会

ウエストミンスター日本人教会

倉岡クリニック

ジョージア日本語補習校

アトランタ日本語バブテスト教会

ICAGeorgia

アトランタ公文アカデミー

ウィンタースチャペル幼稚園

日系美容室

アジアンスーパー

他

テネシー、アラバマ、サウスカロライナ、ノースカロライナ州：
Wismettac Asian Foods, Inc. (formerly Nishimoto Trading Co., Ltd.) 様の
ご協力により、30 のレストランと食料品店に配布されています。
アトランタに住んでいる人、これからアトランタに住む人、アトランタ
を訪れる方の生活情報応援サイトです。ショッピング、不動産、公的手
続き、VISA、公立学校のことなど皆様の生活のお役に立てれば幸いです。
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広告・クラシファイド・取材記事・連載コラム
お問い合わせは、下記までお願いいたします。

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