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マーガレット・ミッチェル・ハウス

日本人ならしっとこ！お正月のいわれ
Hello! Atlanta◎鎌田桃佳

パパッとつくっておいしくたべよ

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12星座占い

ATLANTAお出かけガイド
1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
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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。

日本のアニメ監督
名前：ダイアナ ( プリンセス・オブ・ウェールズ )
国:

日本 東京都文京区

生:

1941 年 1 月 5 日

1961 年 7 月 1 日、スペンサー伯爵家のオールトラップ子爵
エドワード・ジョン・スペンサーとその夫人フランセスの間の
三女として生まれる。
ダイアナが 8 歳のときに両親は離婚。子どもの親権は父が獲
得する。ダイアナは 9 歳でノーフォークの寄宿学校に入学。ダ
イアナはスポーツ万能でバレエ、ダンス、テニス、水泳などで
活躍。12 歳になるとケント州の寄宿学校ウェスト・ヒース校
に入学。1975 年に父が第 8 代スペンサー伯爵位を継承。ダイ
アナも Lady の称号を得る。
1977 年、ダイアナが 16 歳のときに姉セーラと交際してい
たチャールズ皇太子と初めて出会う。1979 年、ダイアナは王
室のパーティーで皇太子と再会。皇太子と親しい関係になり、
翌年に交際が深まる。1981 年、ダイアナは皇太子と婚約。同
年 7 月、20 歳のダイアナと 32 歳の皇太子はセント・ポール大
聖堂で結婚式を執り行った。
皇太子とケンジントン宮殿で生活を始めたダイアナはウィリ
アム王子とヘンリー王子の 2 子をもうける。やがて皇太子との
考え方の違いが深刻化。皇太子もケンジントン宮殿に戻らずハ
イグローヴ邸で暮らすことが増え、後妻となるカミラとの交際
を再開。1992 年、ダイアナが 31 歳のときに皇太子夫妻が別
居生活に入ることが正式に発表される。
1996 年、ダイアナが 35 歳のときに離婚が成立。離婚後、
エイズ問題や地雷除去問題など慈善活動への取り組みを本格化
させた。
1997 年 8 月 31 日深夜、フランス・パリにおいて、交際して
いたエジプト人映画プロデューサーとともに乗車していた車が
交通事故を起こす。重傷を負ったダイアナは意識を取り戻すこ
となく同日午前 4 時ごろに病院で死去。36 年の生涯を閉じた。

Carry out a random act of kindness, with no expectation of
reward, safe in the knowledge that one day someone might do
the same for you.
見返りを求めずに誰にでも親切にすること。だってあなたにも
同じことをしてくれる人がいるかもしれないんだから。
I like to be a free spirit. Some don’t like that, but that’s the way I
am.
わたしは自由な精神でいたい。わたしのそんなところを嫌う人
もいるけれど、それがわたしという人間なの。
Anywhere I see suffering, that is where I want to be, doing what
I can.
苦しみのあるところにいたい。わたしにできることをするため
に。
I knew what my job was; it was to go out and meet the people
and love them.
わたしは自分のすべきことが何なのかを理解していたわ。外に
出て人々に会い、彼らを愛することよ。
I think the biggest disease the world suffers from in this day
and age is the disease of people feeling unloved.
現代社会が抱えている最も深刻な病は、人々が愛されていない
と感じていることだと思うの。
When you are happy you can forgive a great deal.
幸せなときには、多くのことを許せるものよ。
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ニュースダイジェスト

ニュースダイジェスト
新型コロナ感染者 1800 万人にワクチンの接種始まる
米国で新型コロナウイルスの感染者が 1800 万人を超えるな
か、同国では２つ目となるワクチンの接種が始まった。
先ごろ緊急使用の許可が出た米モデルナ製のワクチンの接種
は 12 月２１日に始まった。公の場で同ワクチンの接種を受け
たうちの一人は医師で、新型コロナウイルスと 277 日間続け
て闘っている。

ジョセフ・バロン医師は、接種の直前にワクチンの入った箱
を手にして「黄金を手にしているようだ」と語った。
「泣かない。
しかし、泣きそうだ。これでどれだけの命を救えるか」とも述
べた。
ジョンズ・ホプキンス大学によれば、21 日時点で米国では
少なくとも 1801 万人が新型コロナウイルスに感染し、31 万
9000 人以上が死亡した。
米テキサス州ヒューストンの医療センターに勤めるバロン氏
によれば、今回の新型コロナウイルスの流行の間に、かつて想
像したよりも多くの死亡診断書に署名した。スタッフの一部も
新型コロナウイルスに感染したという。
バイデン次期大統領夫妻もデラウエア州でワクチンの接種を
受けた。国立アレルギー感染症研究のファウチ所長、国立衛生
研究所（NIH）のコリンズ所長、アザー厚生長官は 22 日にワ
クチンの接種を受ける見通し。
コリンズ所長はツイッターで、アザー長官やファウチ所長、
NIH のスタッフとともに、モデルナ製のワクチンを接種すると
明らかにした。
米疾病対策センター（CDC）によれば、21 日午前の時点で
61 万 4000 人の米国人がワクチンを接種した。

アップル AirPods の第 3 世代モデルは 199 ドル
アップルのワイヤレスイヤホンの AirPods シリーズは大ヒッ
トを記録しているが、同社は第 3 世代モデルの AirPods 3 の投
入により、さらに売上を伸ばそうとしている模様だ。
韓国のテック系メディア The Elec は、アップルが第 2 世代
の AirPods に続くモデルを 2021 年の初めにリリースするとの
独占レポートを掲載した。第 3 世代の AirPods には新たな機能
が盛り込まれ、価格は第 2 世代モデル（159 ドル）との比較
で約 25％も割高になるという。
The Elec によると、第 3 世代の AirPods は、Airpods Pro の
ライト版的な位置づけで、ノイズキャンセリング機能を登載
しないが、価格は 199 ドルという。このモデルには、Airpods
Pro と第 2 世代の AirPods に登載された H1 オーディオチップ
の改良版が使用されるという。
新たな AirPods の外観は、従来の丸形ではなく四角張ったデ
ザインになる模様だが、機能面の詳細は不明だ。The Elec が
サプライチェーンの関係者から入手した情報によると、アッ
プルは新型 AirPods をもっと早期に発売する計画だったが、
Airpods Pro の売上が予測を上回ったため、延期していたとい
う。
価格の上昇が一部から反発を招くのは必至だが、アップルの
忠実な顧客たちがそれを受け入れることは確実だ。

大規模ハッキングにロシアの集団関与の疑い
米国土安全保障省のサイバー・インフラ安全局（CISA）は
12 月 17 日、米政府機関や民間企業、重要インフラに対する
大規模な不正侵入事件について、ロシアのハッカー集団の関与
が疑われると発表した。
今回の事件をめぐっては、IT 企業ソーラーウィンズのソフト
ウェア「オライオン」の脆弱（ぜいじゃく）性が悪用されたこ
とが分かっている。しかし CISA によると、ハッカー集団がさ
まざまなオンラインネットワークに侵入する目的で使った手口
はこれだけにとどまらないことが判明した。中には被害者がこ
のオライオンを使っていなくても侵入されたと思われるケース
もあったとして警戒を促している。
不正侵入による情報の流出は大規模かつ広範に及ぶとみら
れ、同日の発表を受けてさらに懸念が強まっている。CISA は
公共セクターと民間セクターの両方でネットワークに「重大な
リスク」が生じると述べ、「不正侵入された環境から脅威を完
全に取り除くことは、極めて複雑かつ困難になる」との見通し
を示した。

ANIS ATLANTA - January 2021

07

08

ANIS ATLANTA - January 2021

米タイム誌の「今年の人」
、バイデン氏とハリス氏に

最も視聴されたネットフリックスの新作ドラマ

ニューヨーク米タイム誌の「今年の人」にジョー・バイデン
氏とカマラ・ハリス氏が選ばれた。
両氏は 11 月の米大統領選でトランプ大統領を破った。ハリ
ス氏は米国で初の女性、黒人、南アジア系の次期副大統領となっ
た。

新型コロナウイルスのパンデミックが世界を襲った今年は、
ネットフリックスや Hulu などで配信されるドラマが、例年以
上の視聴者を獲得した。
コムキャストの調査によると、今年 5 月の米国人の動画コン
テンツの消費時間は、3 月上旬との比較で、週あたり 8 時間も
増加していたという。その結果、世帯ごとの平均の動画コンテ
ンツの消費時間は、週あたり 66 時間に達していた。しかも、
この数字はスポーツのライブ中継を含まないものだ。一方で、
ニュース番組の視聴時間も 64％の増加となっていた。
世界で 1500 万人の会員を持つオンライン上のドラマや映画
の管理アプリ「TV Time」が、今年、米国で最も人気を博したネッ
トフリックスのオリジナルドラマのランキングを発表した。
選考対象は、2020 年にファーストシーズンがネットフリッ
クス限定で公開されたドラマに限定された。そのため、
「ザ・
クラウン」や「デッド・トゥ・ミー」のような作品は除外され
ている。
また、12 月から配信が始まったばかりの「セレナ：テハー
ノの女王」は、伝説のメキシコ系アメリカ人歌手の生涯を描い
た伝記映画として人気だが、新しすぎるため選考対象に含まれ
ていない。

タイム誌のエドワード・フェルゼンタール編集長は選定理由
として「米国のストーリーを変え、共感の力が分断の猛威より
も強いことを示し、悲嘆に暮れる世界に癒やしのビジョンを共
有した」と述べた。
「今年のビジネスパーソン」にはビデオ会議システム大手ズー
ムのエリック・ヤン最高経営責任者（CEO）が選ばれた。

元ビートルズのポールとリンゴ新アルバム収録
元ビートルズのポール・マッカートニー（78）が、隔離期
間中に自身で収録したアルバムを正式リリースした。
「マッカートニー III」はマッカートニーの 18 枚目のソロア
ルバム。12 月 18 日にリリースされ、
新曲 11 曲を収録している。
今回のアルバムは、1970 年の「マッカートニー」と 1980 年
の「マッカートニー II」と同様に、マッカートニーが全楽器を
演奏し、ボーカルも全て担当した。同アルバムに収録した１曲、
「Find My Way」は初の音楽ビデオもリリースしている。
一方、ビートルズのドラマーだったリンゴ・スター（80）も、
自宅のスタジオで収録した「ズーム・イン」を発表していた。
こちらは５曲を収録し、マッカートニーやデイヴ・グロールが
貢献している。来年３月にユニバーサルから発売予定。
12 月 15 日には、同アルバム収録曲の中から、ソングライ
ターのダイアン・ウォーレンと手がけた１曲「Here's to The
Nights」を公開した

1.
2.
3.
4.
5.

タイガーキング：ブリーダーは虎より強者 ?!（リアリティ）
ロック＆キー（ドラマ）
スペース・フォース（コメディ）
アウターバンクス（ドラマ）
ラブ・イズ・ブラインド ～外見なんて関係ない ?! ～（リ
アリティ）
6. クイーンズ・ギャンビット（ドラマ）
7. 私の " 初めて " 日記（ドラマ）
8. ラチェッド（ドラマ）
9. The Circle ( リアリティ )
10. スイート・マグノリアス（ロマンス）
コムスコアのシニアアナリストのポール・ダーガラベディア
ンは、パンデミックの間に人々は物理的には孤立していても、
オンライン上の話題に参加することを切望したという。
「優れたコンテンツが社会的な会話を促進し、それによって
多くのドラマがイッキ見の対象となった。『クイーンズ・ギャ
ンビット』のような作品もその一例であり、ファンたちのコミュ
ニティを生み出した」と彼は述べた。

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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マーガレット・ミッチェル・ハウス

Margaret Mitchell House

979 Crescent Ave NE, Atlanta, GA 30309
☎ 404-249-7015
http://www.atlantahistorycenter.com/explore/destinations/
margaret-mitchell-house

風と共に去りぬ
マーガレット・ミッチェル・ハウス
アトランタは、世界的にも有名なアメリカの名作
『風と共に去りぬ』(Gone with the Wind) が生まれた街です。
マーガレットミッチェルハウス記念館をご紹介します。
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マーガレット ･ ミッチェルが「ぼろ屋」と名付けたアパート
この家は 1899 年に一戸建て住宅とし
て建てられました。しかし、商業開発が
どんどん行われていく中、1907 年に元
の居住者はドリルヒルズに移りました。
家は、1913 年から 14 年の冬に、敷地
の裏側に建設された新しい地下階が増築
されるまで、何度か手を変えられました。
クレセントアベニューの住所を考慮し
て、建物は 1919 年に改造され、クレセ
ントアパートメントと呼ばれる 10 ユニッ
トのアパートに改築され、家が元々あっ
た場所に「3 つのレンガ造りの店」が建
てられました。
ダウンタウンの外側にある当時のアト
ランタ最大のビジネス地区に位置し、ト
ロリーラインに近く、実家から徒歩圏

内にあるクレセントアパートメンツは、
1925 年 7 月に結婚したマーガレットミッ
チェルとジョンマーシュの新居でした。
残念ながら、建物の所有者は 1929 年
に株式市場が崩壊し破産、次の所有者も
破産に追い込まれました。そのためメン
テナンスが低下し、ミッチェルがアパー
トを「ぼろ屋」として特徴付けることに
貢献しました。
1931 年の秋までに、建物内には 2 つ
の占有アパートしかなく、そのうちの 1
つはマーシュとマーガレットが居住して
いましたが、1932 年の春には数ブロッ
ク離れたより大きなアパートに彼らは移
転することとなります。

マーガレット・ミッチェルハウスの後部
クレセントアパートメントは新しい所
有者とともに復活し、第二次世界大戦直
後までテナントを引き付け続けました。
その時までは、建物は状態が悪く、
1946 年にポーチは建物のクレセントア
ベニュー側から取り除かれました。（元
のフロントポーチは、1913 年に建物が
移転したときに失われました）
。
1950 年代までには復旧のため、建物
はほとんどが空室となっておりました。
それでも古いアパートは、いくつかの
商業テナントがあり、またジョージア工
科大学の学生に人気がありました。
1964 年、アンズリーモールのオープ
ンにより、古い商業地区であったピーチ
ツリーストリートの 8 番から 14 番通り
間は衰退の兆しを示しました。しかし同
時に、クレセントアパートメンツは待望
の復旧を受け、ウィンザーハウスアパー
トメンツとして生まれ変わっていました。
1977 年に、最後のテナントが立ち退
き、建物はこの地域の大規模な再開発を
意図した新しい所有者によってひきつが
れました。彼の会社が 1980 年代後半に
破産したときの唯一の成果は、10 番通り
とウェストピーチツリーに新しいオフィ
スビルを建設し、この地域にあった数十
の歴史的建造物を破壊したことでした。
古いクレセントアパートメンツは、
特に建物の南西の角で発生した火災が
1980 年代後半に軽微な被害をもたらし
た後、劣化を続けました。
1989 年、アンドリューヤング市長は、

マーガレット・ミッチェルハウスを現在
の都市デザイン局である歴史的保存部門
のランドマークに指定することで、マー
ガレット・ミッチェルハウスの未来を守
る手助けをしました。
建物の修復が決定されたとき、建物の
建築史が考慮され、1899 年のように家
の正面が復元されました。マーガレット・
ミッチェルがそれを「ぼろ家」呼んだと
きのように建物の背面が復元されました。
しかし、放火と推定される別の火災に
より、1994 年 9 月に建物の大部分が破
壊されました。その後、ドイツの自動車
メーカーであるダイムラーベンツコーポ
レーションは、450 万ドルを寄付して、
この資産を復元し、周辺の街区を購入し
ました。

アラバマ州バーミンガムの近郊にメル
セデスベンツの工場があるダイムラーベ
ンツは、1996 年の夏季オリンピックで
ホスピタリティイベントにこの施設を使
用できることを期待していました。
センテニアルゲームの開会式のわずか
40 日前の 1996 年 5 月、この家は再び放
火の犠牲になりました。この火災は修復
がほぼ完了した時点で発生し、マーガレッ
ト・ミッチェルのアパートを除くすべて
が損傷または破壊されました。
1996 年の火災後、保険から集められ
た 200 万ドルにより、復旧を継続するこ
とができました。ハウスは 1997 年 5 月
16 日に復旧されました。
1996 年に国家歴史登録財に追加され
ています。
ANIS ATLANTA - January 2021
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マーガレットが執筆した部屋
1899 年にチューダー様式で建てられたこちらの家屋は、当初は一世帯用でしたが、
のちに 10 世帯用のアパートに改装され、1925 年に結婚したばかりのマーガレット
が夫のジョン・ロバート・マーシュとともに、この家に引っ越してきました。こち
らの１号室には、1932 年までの 7 年間住んでいました。
マーガレットは自分が小説を書いていることを誰にも話していませんでしたので、
来客があるとタイプライターの上にタオルをかけて原稿を隠していたそうです。原
稿は最終的に彼女の身長ほどの高さのなっていましたので、ソファの下などにも原
稿のはいった封筒を忍ばせていたようです。
こちらの部屋では、彼女のデスクや小さなソファ、タイプライターのレプリカを
見ることができます。ベッドがあまりに小さなものなので、ここに二人が眠ってい
たのかと思うととても不思議です。マーガレットは料理をしない人だったそうで、
キッチンがすごく小さいのが印象的。
こちらの部屋にあるものは、すべて自由に使うことができるので、実際に座った
風と共に去りぬで、スカーレットが階段から落ちて流産を
してしまった階段の手すりの彫刻はこれがモデルだった。
り触ったりすることも可能です。

マーガレットはいつも同じ場所にデスクとタイプライターを置いて、執筆活動を続けました。
意外なぐらい小さくて質素なデスク。窓に面している明るいスペースなので、心地よさそうな空間です。

マーガレットの生活していたリビングルーム。莫狭いアパートで原稿をしまう場所もないので、来客が来た時には原稿をソファの
下に隠したそうです。今もソファの下を覗くと原稿が挟まれています。
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ベッドはとても小さい。マーガレットの身長は 148cm でしたが、マーシュはそれよりも 30cm ぐらい背が高かったので、
たぶんベッ
ドから足が飛び出ていたのではと思われます。鏡の前にはマーガレットのお父様のお写真が飾られています。

必要なものだけが揃っている小さなキッチン。マーガレットはコーヒーぐらいしか沸かさなかったようなので、これでも十分なス
ペースだったのかもしれませんね。当時使っていた氷を使って冷やす冷蔵庫。
ANIS ATLANTA - January 2021
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The Making of a Film Legend: Gone With the Wind
マーガレット・ミッチェルのお父さんは住宅の弁護士で、ア
トランタヒストリーセンターの創立者のひとりでもいらっしゃ
いましたので、何不自由ない家庭に育ちました。
「風と共に去りぬ」のモデルは彼女自身ではないかと思うぐら
い、社交界の華だったそうです。その当時ご法度であった「ア
パッシュダンス」を踊ったかどで、社交界からしばらく締め出
されるなど、とにかく当時の女性としては、かなり進んでいる
人だったようです。
18 歳の時アシュレイのような文学が好きで繊細なハーバー
ドを出たヘンリーと婚約。第一次大戦でスミス大学に入学した
マーガレットは汽車の中で偶然彼の父と向かいの席になり、同
行していた母親ともに家に招かれ非常に好かれたのでしたが、
２ヶ月後戦死の知らせを受けました。その２ヶ月後今度は母親
がスペイン風邪で危篤の知らせを受けて帰郷。家に帰ると母は
死んだ後で、父はショックで虚ろになっていました。
大学を中退してアトランタに戻ったマーガレットは、22 歳で
最初の夫レットと結婚。彼はレッド・バトラーのようなタイプ
だったようです。新婚旅行中に死んだヘンリーの思い出を語っ
て彼の両親に絵葉書を出した事で、夫レット激昂。最後はマー
ガレットが入院するほどの DV を起こし離婚。25 歳で再婚した
二番目の夫ジョンはとても良い人で、事故の骨折で引きこもり
だった彼女を励まして、この作品が出来たそうです。

マーガレットの母方の祖母が南北戦争の生き証人だったの
で、昔の南部の話を聞いて大きくなったそうです。なのでタラ
にあるスカレーット・オハラ家は、ジョーンズボロの祖父母の
家がモデルだったそうですが、ハリウッド映画になったときの
家があまりに立派だったので、マーガレットが大笑いをしたと
いうエピソードがあるそうです。
マーガレットの亡くなった母は厳格なカトリックで、スカー
レットの母と同じでした。「こんな自分の姿を母が見たら、母は
どれ程悲しむだろう。亡くなっていてよかった。」と作品に時々
出てくるセリフは自分の事を言っているのかもしれませんね。
マーガレットの伝記を読むと風と共に去りぬの成り立ちがよく
わかります。
また、マーガレットはアトランタジャーナルに、週 25 ドル
でサンデーペーパーのレポーターとして雇われていました。身
長 148 センチの彼女が大柄の男性たちに囲まれながら、先頭を
切って政治家にインタビューする彼女を写した大きなポスター
があり、小柄ながらも意志の強い、エネルギッシュなマーガレッ
トをうかがい知ることができます。
激動の生涯だったようで、自動車事故を 3 回、落馬事故を 2 回、
ドレスに火がつく事故、腸の癒着、パーティで酒瓶が頭に当たっ
たなど事故が多い人生で、死亡原因もタクシー運転手にはねら
れた事故だったそうです。

↑レッドとマーガレット。↓マーシュ。
風と共に去りぬの登場人物とよく似ています。

アトランタジャーナル時代に使っていた旧式レミントンのタイプライター。タイプライ
ター上の写真中央の、
男性に囲まれているマーガレットはとても小さい。身長は 148㎝だっ
たので、このテーブルも脚を切ってちょうどいいように調整したらしい。
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1939 年（昭和 14 年）風と共に去りぬは映画化され、アトランタのローズグランドシアターでプレミアム上映された。アトラン
タにクラーク・ゲーブルなど映画関係者が来た時の市民の大熱狂の模様が新聞報道されました。
1940 年のアカデミー賞では、作品賞、監督賞、主演女優賞（ビビアン・リー）、脚色賞を獲得、そして特筆すべきことはハティ・
マクダニエルが黒人俳優として初めて助演女優賞を受賞したことです。

マーガレット・ミッチェルハウスの隣には 1999 年に風と共に去りぬ映画博物館が新設されて、タラの家のドア、スカーレット・
オハラのドレス、映画プレミアー当時の写真、そして映画もテレビのスクリーンですが常時流されていますので、映画ファンとし
ては必見の場所です。

ANIS ATLANTA - January 2021
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日本人なら知っとこ！お正月いわれ
お正月は年神様（としがみさま）を我が家にお迎えして祝う、新年度最初の大切な行事。 お正月飾りや初詣、おせ
ち料理などのいわれをご紹介します。 これからもお正月の風習を大切に受け継いでいきたいものです。

お正月と年神様
■「年神様」
ってどんな神様
元旦に、家々に新年の幸せをもたらすため
に、高い山から降りてくる神様が「年神様」。
「正月様」「歳徳神（としとくじん）」とも呼
ばれています。
昔の人は祖先の霊が田の神や山の神にな
り、正月には年神となって、子孫の繁栄を見
守ってくれるのだと考えていました。そこで、
たくさんの幸せを授かるために、年神様をお
迎えしてお祝いする様々な風習や行事が生ま
れました。

元旦の行事
■「初日の出」は年神様の降臨

お正月の準備
■
「煤払い」で正月準備開始

明治以降、
「初日の出」とともに年神様が
「煤（すす）払い」は正月に年神様を迎える
降臨するとして、
「初日の出」を拝むことが
ために、1 年の汚れを落とす行事です。江戸
盛んになりました。それ以前の元旦には、年
城で 12 月 13 日に行われていたことからこ
神様を迎えるために家族で過ごし、
「四方拝」 の日を「正月事始め」として、正月の準備に
といって東西南北を拝んでいました。
とりかかる日とされています。
初日の出を拝む場所は見晴らしのよい山や
今は、家の中で火を焚くこともないので煤は
海など様々ですが、特に高い山頂で迎える日
ありませんが、年末の大掃除にとりかかる目
の出を「ご来光」と言います。
安となります。

■「小正月」
には小豆粥で邪気払い

■「初詣」はいつどこへ行く

「小正月」は旧暦の正月にあたり、その名
残で元旦を「大正月」というのに対して 1
月 15 日を「小正月」といいます。地方によっ
ては大正月に多忙だった女性をねぎらう日と
いうことで「女正月」ともいわれます。
小正月には餅花を飾って豊作を祈願し、小
豆粥を食べ、無病息災を願います。小豆のよ
うに赤い色の食べものは邪気を払うとされ、
今でも祝い事には赤飯が供されます。

「初詣」は新年になって初めて神社やお寺
にお参りすること。
今は各地の有名社寺にお詣りする人も多いで
すが、本来は自分たちの住んでいる地域の氏
神様、または、その年の年神様のいる方向「恵
方」に当たる寺社に詣でるとよいとされてい
ました。
初詣に行くには松の内（１月７日）までとい
うのが一般的。関西方面では小正月の 15 日
までとするところもあります。

■
「門松」は年神様の降りる目印

■「左義長」
は年神様を送る火祭り

■「お年玉」は本来はお餅だった

もと小正月の頃、神社や寺の境内に、門松
やしめ飾りなどを持ち寄って燃やす「左義
長」
。
「どんど焼き」ともいわれます。
新年に訪れた年神様は、その煙に乗って天
上に帰っていくとされ、その時の炎で焼いた
餅を食べると無病息災、書き初めを燃やすと
字が上手になるなど、様々な言い伝えがあり
ます。また、秋田の「なまはげ」や「かまくら」
など、地方色豊かな行事も行われています。

もと小正月の頃、神社や寺の境内に、門松 「しめ飾り」は、家の中が年神様を迎えるた
や「お年玉」は、年神様に供えた餅を下ろし、 めに清められた場所であることを示します。
子どもや目下の者に分け与えたのが始まりで
もともとは神社と同じように、しめ縄を張り
す。年神様に供えた餅には年神様の御魂（み
巡らしましたが、次第に簡略化され、今はし
たま）が宿っており、これをいただくことで
め飾りや輪飾りがよく使われています。
1 年分の力を授かるとされていたのです。
しめ飾りには、ウラジロ（不老長寿）やユズ
地域によっては、年神に扮した村人が元旦
リハ（子孫繁栄）
、
ダイダイ（家運隆盛）など、
に各家を回って、子どもたちに「年玉」と呼
縁起のよい植物があしらわれています。
ばれる丸餅を配って歩く行事が今も残ってい
ます。

「門松」は、新年に年神様が降りてくるときの
目印です。常緑の松は神が宿る木と考えられ、
後に竹が長寿を招く縁起ものとして添えられ
ました。玄関前に左右に飾り、向かって左側
を雄松、右側を雌松と呼びます。
門松を 29 日に立てるのを「苦立て」、31 日に
立てるのを「一夜飾り」といって敬遠されま
すので、28 日頃に立てるのがよいとされます。

■
「しめ飾り」は清浄・神聖の印

■
「鏡餅」は年神様の居場所
家にお迎えした年神様の依り代（居場所）
として「鏡餅」を飾ります。昔から「餅」は
神様に捧げる神聖な食べものとして、祝い事
や祭りには欠かせないものでした。
鏡餅の丸い形は人の魂を模して作られ、そ
れが神事に使う鏡の形と同じだったので「鏡
餅」と呼ばれるようになりました。餅を大小
2 つ重ね合わせるのは、月（陰）と日（陽）
を表し、縁起がいいと考えられたためです。
鏡餅も門松同様、29 日、31 日を避けて飾
り、1 月 11 日の鏡開きにお汁粉などにして
いただきます。
。
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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

【一輪挿し箸置き】
季節に合わせた小さな一枝を
挿せる箸置き。

〜正月テーブル小物編〜

新年の気分を盛り上げるテーブル

【シェル箸置き】
色の違うシェル
がモザイクに
なった箸置き。

今年は丑年。牛というと思い浮かぶ物の一つに、
『ドナドナ』という童謡があります。荷馬
車に乗せられた子牛が “悲しそうな瞳で見ているよ〜♪” という、子牛ながらに自分の運命
を悟りながらもあらがえない事を暗示する歌詞は、幼心に強烈なインパクトを残しました。
小さい頃に母がよく「あんたは橋の下で拾って来たのよ」と言ってきました。
「悪い事すると
鬼が来るよ」と同じくらいベタなやつですが、母の場合、私が特に悪い事したわけではない
のに言って来るのです。9 割嘘だと分かってるのですが、
残り 1 割の「まさか !?」に踊らされ、
「嘘だ〜 ( 笑 )」から徐々に「・・嘘・・だよね！？ ( 泣 )」っとビビり始める私の反応にゲラ
ゲラ笑う母。何度これをやられた事か。因みに母はこれを実の妹 ( 叔母 ) にもやってたらし
く、信じきって泣く妹の雰囲気にのまれ本当にそんな気になってしまい「血が繋がってなく
てもあんたは私の妹よ〜 !!」
「姉ちゃん !!」っと抱き合ってオイオイ泣いたとか。よく考えた
ら、私は他人の空似ではすまされないレベルで父に顔がそっくりなので、“橋の下捨て子説”
は成立しないのです。でもそれに気付くまでは何度も母の罠に引っ掛かってしまい、ドナド
ナを聴くと当時の自分と重なり、
他人事ではない気持ちになります。そんな思いをしたくせに、
これまた私にそっくりな顔の我が子がどんな反応するのか知りたくなってしまい、同じ事を
言ってみたことがあります。すぐに「神様に誓える？」っと返って来ました。しかも何故か
偉そうな口調。我が家ではどんな冗談も嘘も、これを言われたら絶対本当の事を言わなけれ

【竹籠】
『源吉兆庵』の桃ゼリー
のラッピングに使われて
いた物。

ばならないという暗黙のルールがあります。
「神様に・・誓えません」
「ファイナルアンサー？」
「ファイナルアンサー！」
・
・ものの数秒で撃沈。私が。そっかー、
あの時の私もそう返せば良かっ
たのかー。新しい年を迎え、せめて子供よりも大人な返答が出来るよう成長したいものです。
家で過ごす方も多いであろう今年の正月。少しでもテーブルに正月要素を取り込み、気分
を盛り上げたいですね。正月のテーブル小物を紹介します。

【干支の小鉢】
十二支がデザインされた
器。ひっくり返すと小鉢
になり、中底にも金で各
動物に因んだ一柄が描か
れてます。
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【菱形豆鉢】
3 つの菱形の穴があるトレーと豆鉢がセットになったもの。
菱形は縁起が良さそう。

【竹串】
独特なフォルムが綺麗。
一口サイズの物をつま
むのに丁度良い。

【南部鉄器急須】
保温に優れた南部
鉄器急須。見た目の
美しさ半端ない！

【着物の帯】
いくつかあった祖母
の形見の帯の中から
何かに使えたらと
思って選んだ物。がま
口バッグに作り替え、
残りの切れ端をテー
ブルランナーに。

【コースター】
色の違う木材を組
み合わせた寄木細
工 は、 模 様 は 幾 何
学的なのに木なら
ではの温かみも。

【半月盆】
漂うチープさが否めない半月盆。ナプキンを
乗せて出る面積を減らし、100 均出身
である事を隠します。即席で作った
正月飾りを添えました。あわじ
玉の水引付き祝い箸は、年賀
に 不 向 き と 知 ら ず に 購 入。
結婚祝いに使用する機
会ないので、使っちゃ
います。

【一輪挿し】
アイアン作家、松岡信夫さんの
一輪挿し。買って良かった生涯
持つ物の一つです。

ANIS ATLANTA - January 2021
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パパッとつくっておいしくたべよ

きちんとおいしく作れるレシピ

パパッとつくっておいしくたべよ
身近にあるもので家族が喜ぶ簡単おうちごはん

鶏むねと
きのこの
濃厚トマトクリーム煮
材料 2 人分
鶏むね肉............................................ 250g
玉ねぎ.............................................. 1/2 個
しめじ.............................................. 1/2 袋
舞茸...........................................1/2 パック
にんにく.......................................ひとかけ
ピザ用チーズ.......................................30g
ドライパセリ...................................... 少々
A 酒................................................ 大さじ 1
A 塩胡椒............................................... 少々
B トマト缶......................................... 400g
B 顆粒コンソメ............................. 小さじ 2
B 砂糖............................................ 大さじ 1
B 塩....................................................... 少々
B ケチャップ................................. 大さじ 2
B ウスターソース......................... 大さじ 1
牛乳.................................................. 100ml
バター...................................................20g
ブラックペッパー............................... 少々
小麦粉........................................... 大さじ 1
サラダ油....................................... 大さじ 1

1.

鶏むね肉は縦半分に切り、削ぎ切りにして A 酒 大さじ 1、塩胡椒 少々と揉み込み小麦粉をまぶす。

2.

にんにくはみじん切りにする。

3.

玉ねぎは薄切りにする。しめじは石づきを切り落としほぐす。舞茸は食べやすい大きさに裂く。

4.

フライパンにサラダ油と 1 を入れて中火にかけ、両面焼き色がつくまで焼いて一旦取り出す。

5.

フライパンの汚れを拭き取り、バターと 2 を入れて玉ねぎを炒める。色が透明になったらしめじと舞茸を
入れていためる。

6.

しんなりとなったら B トマト缶 400g、顆粒コンソメ 小さじ 2、砂糖 大さじ 1、塩 少々、ケチャップ 大
さじ 2、ウスターソース 大さじ 1 を入れて煮立たせる。

7.

4 で取り出した鶏むね肉を戻し入れて牛乳を加え、沸騰直前で火を止める。

8.

ピザ用チーズ加えて混ぜながら余熱で溶かし、ブラックペッパーで味を整える。

9.

器に盛り、ドライパセリを散らす。

柔らか鶏むね肉にまろやかでコクのある味わいのトマトクリームソースにたっぷり絡めて召し上がれ。
牛乳を入れることでサッパリ感は残したまま酸味を抑えてまろやかに。最後にピザ用チーズを溶け込ませて、濃厚に仕上げました。
主食を選ばないおかずになり、白ご飯だけでなくパンやパスタにも相性バッチリです。
鶏むね肉を使っているのでガッツリなのにとってもヘルシーなのも魅力的です！
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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
新年明けましておめでとうございます。本年もパソナはお仕
事探しのパートナーとして、求職者の皆様をサポートさせてい
ただきますので、昨年同様のご愛顧を賜ります様お願い申し上
げます。
さて、新しい年に、新しいお仕事を考えていらっしゃる方も
いると思います。今回は、新しいお仕事を探す際に気を付ける
点のダイジェストです。自分にとってプラスになる就職になる
様、しっかり準備し、就職活動に臨みましょう。
【レジュメの作成】
就職活動の第一歩がレジュメ作成です。英文のレジュメが準備
できていない方は作成し、お持ちの方は情報の更新を必ずしま
しょう。応募するポジションごとにレジュメをカスタマイズす
るのは必須です。誤字脱字には十分気を付けましょう。

✓
✓
✓
✓

レジュメ、ノート、ペンは机に用意できていますか？
レジュメのコピーは用意されていますか？
カメラや音声、インターネットは正常に動いていますか？
携帯電話はサイレントモードになっていますか？

【オファーの判断】
仕事のオファーを受け取った際に、判断する上で考えるべき重
要項目です。
✓ 給与 : 給与以外の要素を確認し、再度給与額を確認してみ
ましょう。
✓ 福利厚生 : Total Compensation の 30% を占める重要な要素
なのでしっかり確認しましょう。
✓ 勤務場所 : 最近は在宅勤務も主流になっているので、働き
方を確認する事も大切です。
✓ 勤務時間 : 在宅勤務も多い中、どのような時間帯で働くか
【自己分析、業界・企業分析】
確認しましょう。
レジュメが出来たら、下記の項目を考え、行動してみましょう。
分析 :
✓ 興味がある職業は、どんな業界・企業？
以上の事柄に気を付けると、スムーズに就職活動を進める事
✓ 以前の同僚や友人は、転職先でどんな仕事に就いている？
ができると思います。弊社パソナでは、お仕事探しのパートナー
それらの仕事は自分も興味があるか？
として、求職者の皆様へのサポートをしています。こんな小さ
✓ どんな働き方が理想？
なことを聞いてもいいのかな、と思っていらっしゃる方も、遠
調査 :
慮なく、いつでもお気軽にご連絡ください。皆さまがスムーズ
✓ 興味のある業界・企業が分かったら、インターネットや本
な就職活動ができますようにサポートをさせていただきます。
で企業動向、業界動向、採用状況などを調べてみましょう。
✓ LinkedIn のグループに参加し、実際働いている方に接し、
生の声を聴いてみましょう。
✓ プロのリクルーターからアドバイスをもらうと、思いのほ
か早く物事が動く可能性があります。
【お仕事探し】
色々なソースを利用して、お仕事探しをすることで、スピード
やオプションが広がります。ジョブボード (Indeed など ) に登
録したり、LinkedIn から仕事に応募したりすることは手軽にで
きる世の中です。今後のキャリアの相談や市場情報を併せて知
りたい場合は、人材紹介会社を通じて転職活動をすると効果的
です。
【面接】
オンライン面接が面接手段として主流になって来ています。事
前にディバイスのチェックも併せて行いましょう。下記がチェッ
クリストです。
✓ 静かな環境は確保できていますか？
✓ カメラに映る背景の整理整頓はできていますか？
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
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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。

2021 年度移民法の動向
2021 年 1 月 20 日にバイデン新大統領の就任式が行われま
すが、新型コロナウイルス蔓延の中、過去４年間にトランプ
政権により施行された法律の見直しなど、新政権は発足早々
膨大な課題の対応に追われると思われます。移民法だけでも
トランプ政権による 400 以上もの法律や方針が施行されてお
り、これら全部に対応するのに数年かかると見込まれ、中に
は撤回できないものもあると思われます。移民法に関して、
今後動向を見守る必要のある課題が数々ありますが、日本人
社会に影響の多いと思われる主なトピックを挙げてみます。

ていると訴えられているインド系の IT 技術者にとっては救済
措置となりますが、トランプ大統領が最終的に認可するかは
不明です。

【公的扶助ルール】
【平均賃金の引上げ】
2020 年 2 月 24 日より、亡命者・難民・家庭内暴力や人身
2020 年 10 月 8 日、トランプ政権は労働省により設定さ
販売の被害者等一部の例外を除き、一般に外国人の入国や永
れている平均賃金のレベルを引上げる旨を発表しました。平
住権申請時に、将来アメリカ政府の公的扶助対象になる可能
均賃金規定は H1B ビザと永住権申請時に適用されるものです
性があるかを調べる法律が施行されました。
が、新規定により就労場所やポジションによっては 20％から
新規定では、申請者が将来のいかなる時点においても 36
100％以上引き上げになりました。
か月間に合計で 12 ヵ月以上特定の公的扶助を受ける可能性
しかしながら、裁判判決により、この法律は 12 月早々に
は取り下げられ、現在は元の平均賃金レベルに戻っています。 があるかを審査されます。
公的扶助に関する一連の質問は就労ビザ、家族の滞在資格
ただ、バイデン政権発足までに現政権が上訴する可能性もあ
延長申請、永住権申請などに盛り込まれています。この法律
るので、今後の動向を見守る必要があります。
は７月末より時的に差止めされていましたが、10 月上旬から
適用が再開されました。今後もこの法律に対する上訴状況な
【H1B 抽選―高給所得者優先】
ど、見守る必要があります。
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
得者に対しさらに 2 万枠を設けています。しかしながら、申 【DACA 申請再開】
2020 年 12 月 4 日には連邦地方裁判所の判決で、2017
請者数は年間枠を大幅に上回っているために、毎年申請者は
年度からトランプ政権によりブロックされていた
DACA プ
無作為の抽選により選ばれていました。
ログラムが再開しました。DACA とは Deferred Action for
これに対し、トランプ政権は高給所得者を優先的に選ぶよ
Childhood Arrivals の略称で、2012 年 6 月にオバマ政権によ
うに提案しています。平均賃金には４レベルの設定がありま
り設定されたプログラムで、アメリカに不法に滞在している
すが、この法律が施行されれば上限のレベル４や３以上の高
若者が一定条件を満たせば就労許可証を申請できるよう暫定
級所得者が優先的に選ばれ、下限のレベル１や２レベルの給
与所得者はＨ１Ｂを申請することが難しくなると思われます。 救済措置のことです。
この判決のより DACA の資格を満たす若者は延長申請のみ
特に職務経験のない新卒者の採用が難しくなるのではない
ならず、新規の申請もできるようになりました。従って、日
かと見込まれます。この法律も今後法廷で撤廃されるか、バ
系企業は DACA による就労カードで就労している若者を引き
イデン政権が取り下げるか、今後の動向を見守る必要があり
続き雇用することができるようになります。
ます。
【永住権の国別枠撤廃】
2020 年 12 月 2 日に Fairness for High Skilled Immigrants
Act が上院議員で可決されました。これは下院議員の法案の
訂正版で、大統領が最終的に認可する前に、上院と下院議員
が再度合意に至る必要があります。
この法律が施行されれば、現在永住権申請の待ち時間が非
常に長いインドや中国国籍者の待ち時間が大幅に短縮される
一方、現在待ち時間のない日本を含めた多くの国の申請者に
対し、数年の待ち時間が生じる可能性がでてきます。
この法案は H1B や OPT を使って地元アメリカ人の職を奪っ

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

アメリカ本土を爆撃した海のサムライ
オレゴンに行ったら一度訪れたい場所がある。オレゴン州
ブルッキングス市立図書館の一角に旧海軍中尉のエースパイ
ロット Nobuo Fujita が寄贈した日本刀が飾られ、そこに「ア
メリカ本土を爆撃した唯一の日本人」として、かつての敵が日
米友好のシンボルとして称えられているという。このことは、
倉田耕一著「アメリカ本土を爆撃した男」で知った。帯句に「自
国を空爆した敵になぜ大統領は星条旗を送ったのか？」とあ
る。
海軍屈指のパイロット藤田信雄が軍命によりアメリカ本土
爆撃の任務に就く。飛行機は日本軍独自の潜水艦搭載の折り
畳み式。セスナ機レベルの小型水上偵察機で、これに重い爆
弾を搭載して、いわば決死の出撃である。爆撃目標が面白い。
軍施設ではなくオレゴンの森林地帯なのだ。今でも西海岸側
の山火事で毎年甚大な被害が出ていることを考えると当時の
海軍の判断は実に的を得ている。
昭和 37 年、戦争を生き延びた藤田氏に突然、時の官房長官
大平正芳から面談要請が入る。ブルッキングス市が毎年開催
している祭りのゲストに彼を招請する為の身元照会が来たと
いう。爆弾を落とした張本人を日米友好のために招待したい

というのである。藤田氏は渡米し、大歓迎を受けた。その時、
万一の自決用（現地で敵として襲われた時の）に持参した日
本刀を寄贈した。
アメリカの歓迎への恩返しをする為に 23 年間かけて薄給か
ら 100 万円近くを貯め、1985 年の筑波博に私費でブルッキ
ングス市の若者を４人招待している。この時にアメリカは粋
な事をする。時のレーガン大統領が元海軍中尉としての偉業と
その後のアメリカへの友情を称え、星条旗を贈ったのである。
この星条旗もただの星条旗ではない。わざわざその為に一
日ホワイトハウスに掲揚したものだという。もうひとつ、星
条旗寄贈に伴う大統領の言葉は藤田氏、ではなく元海軍中尉藤
田信雄である。アメリカは国家に仕える者を大事にする。と
りわけ、国防を担う軍人に対しては、その称号をもって最大
級の敬意を表するのがしきたりである。こういうところがア
メリカを含む諸外国ははきちんとしている（ひるがえって日
本はどうであろうか）。
1997 年 10 月、NY タイムズは 85 年の生涯を閉じた藤田信雄
を報じた。

聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉
主は彼を外に連れ出して言われた。
「天を仰いで、星を数え
ることができるなら、
数えてみるがよい。
」
そして言われた。
「あ
なたの子孫はこのようになる。
」
創世記 15 章 5 節
聖書の世界では、
『信仰の父』と呼ばれるアブラハムですが、
神様が彼を祝福すると言われた時、すでに高齢で子どものい
ない彼は、その祝福とは一体どういうことか分かりませんで
した。神は、そんなアブラハムを外に連れ出して「天を仰い
で見なさい。
」と言われました。夜空には数えきれない星 が輝
いていました。
神様が人を導かれる時は、いつもこのようです。神様は、私
たちを狭苦しい場所から、屋外に連れ出して下さいます。広々
とした所に立たせて、人の限界をもっと広く高く望ませ、可
能性が広がっていくよう導いて下さいます。天が地よりも高
いように、神の思いは、人の思いよりも高く、神の道は人の
道 よりも貴いからです。神様が、アブラハムの視界をテント
の天井から大空へと移されたのは、彼が、神の目的と計画に
よる広大無辺な思いの内に生き、活動するように望まれたか
らです。
そのような思いを、私たちの愛に当てはめるとどうでしょ
うか。私たちの愛は、狭い囲いの中に閉じ込められるくらい
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By ますみ

の小さいも のではないでしょうか。それとも大空に広がって
いく大きいものでしょうか。私たちの愛は他人のために祝福
を求めて大空のように行き渡っているでしょうか。それとも、
自分の利の追求のみに骨身を費やして、利己というテントの
中を満たしているくらいのものでしょうか。また、私たちの
祈り（希望）に当てはめるとどう でしょうか。私たちの祈り
はどれほどに大きいものでしょう。私たちの祈りは空の大き
な範囲の中で働いているでしょうか。私たちの祈りの領域は、
地の果てまでも含まれているでしょうか。果たして、私たち
が大切に守っているテントは、それら諸々の事を包含するの
に足りる大きさでしょうか。
聖書の神様は『天を仰いで見なさい』と言われます。聖書は、
信仰により、私たちが神様との繋がりがあるなら、私たちの
愛と希望、そして、祈りの展望は、大空のように広大である
と教えています。神は、誰にでも惜しみなく愛を注がれる御
方です。私たちのこころ（思い）の領域を広げて、私た ちの
為に立てられた、神の素晴らしいご計画を信じ、希望を抱い
て活動する事ができますように。
神は愛です。 私たちは愛されています。
2021 年も、神様の祝福に満ち溢れた新年となりますように。
Happy New Year ！

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

高い国語力は人生の通行手形
みなさんはエントリーシートをご存知ですか？企業が就職
希望の学生に提出させる身上書のことです。かつて就職に付
き物だった履歴書と違い、自己アピールや志望動機など文章
を書くスペースがたっぷりあるのが特徴です。出身大学に頼

さらに、そういう『読む力』のある子が「あぁでもない、
こうでもない」と文章表現を試行錯誤することで作文能力も
高まってくるのです。公文式国語の高教材では「90 字～ 100
字以内で答えなさい」などの問題が必ず 10 枚目に入ってい

らず学生の適正を見極めたいと考える企業に急速に普及しま
した。多くの企業はまずエントリーシートを提出させて、そ
こから採用の面接に呼び出す学生を選抜するのです。エント
リーシートが採用担当者の目に止まらなければ次の選考に進
めないのです。
今から十数年ほど前のソニーの場合、事務系だけで五千人
がエントリーシートを提出しました。そのうち面接に進むこ

ます。こういう問題もそれまでの教材でしっかり国語力をつ
けているからできるのですが、この訓練こそ、まさに文章表
現の試行錯誤です。こういう訓練を系統立てて、その子が読
めるレベルのところから順を追って学習できるのは公文教材
以外ありません。だからこそ、「やっててよかった公文式」を
実感するのが、高校教材を超えた子達にすごく多いのです。
最近の子供たちはテクノロジーの関係もあり本離なれが進

とができたのは千人でした。エントリーシートは、学生時代
の経験、入社後の希望職種やそこで実現したい内容までを細

んでいます。そのせいか、ボキャブラリーの少ない子供たち
が多いように思います。読書力が高まれは、当然語彙力が高

かく聞くものです。いずれも企業研究をしっかりした上で、
自分をしっかり見つめ直さないと書けない内容です。ソニー
の人事部長は、
「途中採用でいくらでも即戦力ある人材を集め
られる現状を考えれば、一人前になるまで 10 年もかかるよ
うな新卒は経営効率の面から不用になる。したがって、新卒

まり表現力豊かな子になります。そうなれば、間違いなく子
供の人生は充実したものになりますから、どうあっても文章
に親しむ子にしたいでうよね。そのためにも、文章を読むと
きに「音読」することを習慣化することをお勧めします。
音読をさせてみると「うちの子、この言葉の意味がわかっ

にも専門性や入社後何をしたいかを問わざるを得ない。」と言
います。
上記の内容は、その頃の日経ビジネスの記事です。アメリ

てないな」とすぐピンとくるものです。また、読み聞かせを
されることで本の面白さを体感します。音読も読み聞かせも
幼い頃からやっているのがベストですが、物事に手遅れはあ

カでは、履歴書につけるカバーレターでしょうか。企業の人
事担当者は、カバーレターの内容で履歴書を読むかまで決め
ることがあります。今や就職戦線の第一関門が「エントリー
シートにどれだけ自分を売り込める文章を書けるか」だと言

りません。高学年であってもあきら
めずに実行すべきです。繰り返し言
いますが、思っていることを表現で
きる力というのは、結局「読む力」

えるでしょう。ところで、
自己アピールなどを
「限られたスペー
スの中でどれだけ文章化できるか」というのは、まさに国語
力そのものです。例えば、
500 字程度のスペースがあいていて、
「あなた自身の主張を自由に表現してください」と、ある項目

を高め、いろいろな文章に触れる以
外にありません。公文式国語教材高
校レベル終了でしっかりした『国語
力』がつけられます。本物の『国語力』

にあったとします。これで、面接に進むことができるかどう
か判定されるのは、国語力のない大学生にとっては、大変な
障壁ではないでしょうか。
アメリカの大学では記述式のテストも多く、幅広く学ぶ教

は受験や就職試験のみならず、どん
な世の中になっても役立つ、素晴ら
しい『人生の通行手形』になるのです。

養課程や専門分野の研究をし、発表する論文等においても文
章での表現力を高等学問へ進めば進むほど必要とします。し
かし、現実問題として多くの子供たちは「作文」を苦手とし
ています。たくさんのお母様は「うちの子は感想文とか作文
が苦手で。何とか書き方を教えてやってください。
」と嘆かれ
ますが、こういうことは一朝一夕に身につくものではありま
せん。感想文や作文だという前に、どれだけ本好きにしてあ
げることができるかが勝負です。いろいろな文章を読んでい
くうちに語彙力が高まり、
「言い回し」や「表現方法」なども
自然と学ぶのです。たくさんの文章をたくさん読んで、その
中で最終的に沈殿して残ったもの、それこそがその人が自由
自在に使える表現力ではないでしょうか。
ANIS ATLANTA - January 2021
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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 !

髪＆ヘアケア
明けましておめでとうございます。今年もどうぞ宜しくお
願い致します。
誰がこんな風に 2021 年を迎えるなんて想像したでしょう
か？それも世界中どこの国にも、どんな人にも同じ様に不安
と苦痛を与え出口があるのかさえ分からないまま約一年が過
ぎました。未だ身体的にも精神的にも苦しんでいる人々も沢
山いて、それを色々な形でサポートしてくれる人も同じ様に
沢山います。
私達も 3 月下旬より２ヶ月程一時休業をして休業中も営業
再開後も、いつも以上に皆様の暖かいお言葉やご支援が心に
染みました。誰もが大変なこのご時世に、他の人の事も自分
や家族の事の様に心配し、手を差し伸べる事の出来る人達が
こんなに周りにいるんだと本当に温かい気持ちにさせられま
す。
先日も朝一のご予約のお客様がご予約のまさにそのお時間
に電話がありキャンセルになりました。その時はあまり詳し
い内容はお聞きしなかったのですが、翌週にリスケジュール
して下さりお話を聞くと、その日リーガに向かっていてあと
5 分の所まで来ていた所で犬が車に轢かれて誰か ( 多分轢い
てしまった人 ) に抱き抱えられ歩道に置かれて去ってしまっ
た場面をたまたま通りかかり、たまらず車を止めてその犬の
所へ駆け寄りとりあえずは髪の毛を切りに行ってる場合では
ないとキャンセルをしたとの事。その犬は一命は取り留めた
ものの、痛みでガタガタ震えていて見た感じからすると随分
長い間野良犬だった様で、同じ様に車から降りて駆け寄って
きた他の 2 人の人達とどうしようと相談をしてみたけれども、
警察とアニマルコントロールに連絡してもその後の流れは大
体想像出来るので、一番良いのは誰かが保護する事ですが、
他の 2 人は無理と。確かに動物をレスキューするって、した
いって気持ちだけでは出来ません。実際に大怪我をしている
ので現実的には沢山のお金がかかるでしょうし、病気を持っ
ているかも知れない。この子の命を預かる訳ですから責任も
重大です。しかもこのお客様はまだ小さなお子様とご自身の
犬とワーキングマザーとして暮らしていてとても忙しい方な
のです。それでも自費で病院へ連れて行き応急処置をしても
らい獣医さんの協力の元、前の飼い主と連絡がついたものの、
どうやらだいぶ前に捨てられてしまったであろう事も判明。
結果、今一緒に暮らしておられます。連れて帰るとお子様も
戸惑うどころか当たり前の様に一緒にケアしてくれてるそう
ですし、飼っているワンちゃんも仲良くしているとの事。人
の優しさに触れた 1 日の始まりでした。
新春を迎え新たなるこの一年、皆様のご健康とご多幸を心
よりお祈り申し上げます。
サロンリーガ 良枝

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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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
耳鳴り
明けましておめでとうございます。
昨年は世界的な新型コロナ肺炎の流行で生活が一変してしま
い、未曾有の一年となりました。今年は早くコロナが終息し
明るい年になってほしいものです。

んし、今後もアップダウンを繰り返しながらの治癒になると
思いますが、３ヶ月後、どこまで改善しているかとても楽し
みです。

さて、近年、私の中でとても気になる症例があります。「耳
鳴り」です。耳鳴りの原因は様々で、精神的ストレス、更年
期、ホルモンバランスの乱れ、自律神経失調症、副鼻腔炎症、
脳の異常、内耳・外耳炎など耳の疾患 etc…さらに原因不明
のことも少なくありません。私の患者さんでもなかなか改善
されない方も居られて、時に治療方針にとても悩む症例です。
最近も耳鳴りにはカイロプラクティックの上部頸椎の
NUCCA テクニックが効くとの情報を得て、当院を調べて来
院してくれた患者さんがいます。30 代の男性で半年前に何か
の拍子に首を捻ってから右首部分の強い痛みと耳鳴りが始ま
り、あまりにも続くので CT や MRI 検査をしたが、脳の異常
や耳疾患は特になく、マッサージや他カイロプラクティック
施術も受けたが一向に良くならずで、最後に藁をもすがる思
い ( 本人談：At Last Hope) で来院されたそうです。

今回のケースは、患者さん自身の呼吸法の実践や、良い姿
勢を心がけるなどの症状改善への努力が早期の良い結果につ
ながりました。まさしく当院が目指す患者さんとの“チーム
ワーク治療”です。
今年も矢島カイロプラクティックスタッフ一同、患者さん
とのチームワークで健康作りのお手伝いをいたします。本年
もよろしくお願いいたします。

私はいつも通り姿勢を計測し、首の歪みを診るために頭部
３方向（横・上・正面）からのレントゲン３枚、さらに全身
の歪みを診るために背骨全体と正面からの全身のレントゲン
写真２枚、計５枚を撮り患者さんの姿勢と歪みを確認しまし
た。すると、どのように首を捻ったのか…体全体は右に傾い
ているのに、首は左にねじれていて、さらに頭部は右に傾い
ているという…なんとも複雑な歪みでした。さながら不格好
な S の字のようです。
さすがにこれだけ複雑に歪んでいると、頭部から右頸椎に
かけて強い圧迫が起こります。どんな症状が出ても不思議で
はありません。患者さんの右首の強い痛みと耳鳴りも納得で
した。しかし、今回の耳鳴りの原因は、十中八九、背骨の歪
み（身体的構造ストレス）だと思ったので NUUCA での背骨
矯正で改善されるだろうと思い施術を始め、今も治療を継続
中です。
半年間も右首のひどい痛みと耳鳴りに苦しんでいたので、
とにかく良くなりたい、治したいという想いが強い患者さん
なので、週 1 回×３ヶ月の通院に加え、常に良い姿勢を心が
けることと、毎日 45 分間の腹式鼻呼吸を実践してもらいま
した。
（前回コラム：マインドフルネス呼吸法）この腹式鼻呼
吸にはストレスの軽減、免疫力の向上効果があるので、信じ
難いかもしれませんが、耳鳴りや痛みの症状にも有効です。
このような形で治療を始めて現在１ヶ月余りですが、症状
はだいぶ良くなってきているそうです。半年間患ってきた症
状なので、治療を始めて直ぐに痛みが消えることはありませ
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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

あなたの舌はどこに位置していますか？
普段、舌がどの位置にあるのか意識している方は少ないと思
います。テレビを見ている時、リラックスしている時にお口を
開けて上下の歯の間に舌を出したり、唾を飲み込む時に舌を突
き出して歯を押し出したりしていませんか？
舌には正しいポジションがあり、舌がその位置にないと舌の
筋力が衰え、その結果、歯並びをはじめとして身体に悪影響を
及ぼすことがあります。
では正しい舌の位置は？
上顎の前歯の付け根から喉の奥の方に舌を滑らせていくと、わ
ずかにへこんだ部分があり、これを「スポット」といいます。
このスポットに舌を収めるようにし、舌全体を上顎側にくっつ
けた状態が正しい位置となります。

＜スポット”に舌がつかない原因＞
• 舌先が本来あるべきスポットではなく、そこよりも前の位
置に出て前歯に触れてしまう状態がくせになっている
• 舌をアゴに押し付ける筋肉や、口を閉じるための口輪筋が
弱い
• 舌小帯（口を開けて舌を持ち上げた時に見える舌と下顎を
つないでいる筋）が短い
＜舌の位置が悪いと引き起こること＞
① 歯並びが悪くなる
前歯をずっと押し続けるような舌癖があると、前歯は徐々
に外に押し広げられ、開咬
（奥歯が噛み合っていても、前歯
が噛み合わず隙間ができる状態）
になる可能性があります。
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舌癖が原因で歯並びが悪くなった場合、歯列矯正を行って
も、歯が移動するスピードが遅かったり、せっかく動かし
た歯の「後戻り」がみられたりすることがあります。舌で
押す力が働き続ける限り、歯並びが乱れてしまう可能性が
あるからです。
② 口呼吸になりさまざまな障害が出る
舌の筋力が低下すると舌が重力に逆らえなくなり、口が開
いた状態になりやすくなります。その結果、口呼吸の傾向
が強まり、口の中が乾燥し口臭が強くなったり、呼吸と一
緒に空気中に浮遊するウイルスや雑菌などを直接体内に取
り込みやすくなってしまいます。
③ 滑舌が悪くなる
舌の筋力の衰えによって滑舌が著しく悪くなると、発音が
聞き取りにくくなるので、周りとのコミュニケーションが
難しくなってしまうことも考えられます。
④ フェイスラインの崩れ
舌筋が弱ってくることにより、舌の位置が段々と下がって
しまい二重あごになるなどフェイスラインが緩んできま
す。口を閉じた状態で舌を下顎に置いた時と、上顎にピッ
タリとくっつけた時のアゴを比べてみてください。アゴの
すっきり具合がだいぶ変わるはずです。
＜癖のついた舌を正しい位置にする方法＞
① 舌の筋力トレーニング【あいうべ体操】
口を大きく開けて「あ、い、う」と発声し最後に「ベー」
と舌を思い切り突き出す。大げさなくらい口を動かすこと
② 日常生活の中で意識して舌を正しい位置に保つ
③ 歯科の矯正器具をつかう
舌をスポットにあてるように意識して、
リラックスの時も嚥下の時も舌で歯を押し
つけないように気をつけましょう。舌癖な
どについては医療機関でご相談ください。
カンバーランドファミリーデンタル
歯科医師 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

●風邪に効く食べ物
引いてしまった風邪を長引かせず少しでも早く治すために、
『食べ物』での改善方法をご紹介します。
食べ物で早く風邪を治すためには、風邪を治すのに必要な栄
養素を知らないといけません。
風邪に良いとされる食べ物、飲み物として、
• 新陳代謝を高めるタンパク質
• 白血球の働きを良くするビタミン C
• エネルギーとなる炭水化物、糖質
これらの作用、栄養素が含まれているものが適しています。

アレルギーを持っていな
ければ、必ず摂取してお
きたい食べ物。消化がよ
く、タンパク質、ビタミ
ン類が豊富。
• ニンニク
スタミナ回復と疲労回復
を助けてくれます。ニン
ニクには抗菌作用がある
ため、普段から摂取することで免疫力を高めてくれます。
• みかん
ビタミン C の補給に最適。せきや痰を鎮める作用があり、
漢方でも使用されています。
• 緑黄色野菜
ピーマンやブロッコリーといった緑黄色野菜には、ビタミ
ン C を始め、βカロチン、ビタミン A といった多くの栄養
素が含まれています。風邪をひいた時はもちろん、普段か
ら意識的に取ることで、風邪の予防にもなります。
風邪に効く食べ物はまだまだ多くありますが、その時の体調
や食欲に合わせて無理の無い範囲で取るようにしましょう。

簡単にまとめると下記の通りとなります。
• 新陳代謝をよくする（体を温めてくれる）
レバー 豚肉 生姜 ネギ にら
• 白血球の働きをよくする
じゃがいも
• 咳や痰を抑える
生姜 みかん 大根 はちみつ
• 疲労回復・体力回復
豚肉 生姜 ニンニク
特におすすめの食べ物を、順番にご紹介していきます。
• たまご

食欲のない場合に無理やり食事をとることは、胃に大きな負
担をかけることになってしまいますのでよくありません。例え
ば卵がゆなどは、お決まりではありますが、かなりの栄養が取
れます。他にも食べ物だけでなく、温かい飲み物は鼻屋喉を温
めてくれるため、咳や鼻詰まりを緩和してくれます。また、
スポー
ツ飲料は汗をかいて失われた水分やミネラル、食欲がない場合
にはカロリーも摂取できるため風邪の時には特におすすめの飲
み物だと思われます。
普段の食生活にこれらの食べ物・飲み物を加え、免疫力向上
に努めて風邪と無縁の健康な体を手に入れたいですね。
今回紹介した食べ物や飲み物を風邪をひいた時に口にすれば、
症状の緩和や、早期治療の手助けとなります。これにプラスして、
十分な睡眠を取ることを忘れないようにしましょう。
休息と栄養、そしてひどいようであれば病院へ行くのを忘れず
にいて下さい。
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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 3 ～
｢共食｣ についての記事をご紹介いたします。～

◆共に食べることで共に生きることを学ぶ
「同じ釜の飯を食う」という表現が示すように、
「同じと
きに同じものを食べる」ことには、人間同士の心をつなぎ、
絆を強める働きがあります。これは長い歴史の中で人類が
培ってきた世界共通の認識。日本の結婚式の三々九度や世
界中の祭事での会食も、共に食べる充足感を踏まえたもの
です。
それに加えて子どもにとって、食卓は「学びの場」でした。
狩猟で食料を得た時代は、まさに「食べること＝生きるこ
と」で、食事は生きる喜びと同時に、生きるためのノウハ
ウを親から子へ語り継ぐ場でもあったのです。
分業化が進んだ現代の孤食や個食は、人類の歴史上きわめて異例な現象です。便利さゆえに、「食事＝生存」という事実を
実感しにくいものの、食の大切さや家族単位で生きる人間の行動原理は昔と同じ。共食から得られる幸せや教えは山ほどあ
るのです。
一緒に食べる最大の目的は、家族の一体感を深め、確かな信頼関係を築くこと。食卓での話題は子どもにとって、生命や社
会のしくみを学ぶ一番身近な窓口になるためです。そして、その蓄積が他者への思いやりや想像力を育て、集団で生きるた
めの心の基礎をつくります。何より「人間は一人では生きられない」ことを、自然に学ぶ場が食卓なのです。
「共食は " 人間が集団で生きる動物 " だと再確認する行為で、一緒に食べることで社会性や協調性を育んできました。長年人
間が共食をしてきたのは、種の本能としてその重要性が刷り込まれているからではないでしょうか」。
家族で食卓を囲むことが難しい時代だからこそ、私たちは「一緒に食べる意味」を根本から見直し、新たに組み立てていく
必要があるでしょう。よく噛める健康な歯を育てる食の環境としても、また、おいしく食事を摂るためにも家族で食卓を囲
む習慣はなくてはならないものなのです。( 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

12 星 座 占 い

今月の 12 星座占い
あなたの星座は今月、 どんな運勢をたどるのでしょうか？

牡羊座

牡牛座

双子座

蟹

3/21 ～ 4/19

4/20 ～ 5/20

5/21 ～ 6/21

6/22 ～ 7/22

座

【全体運】新しいことへのチャレンジに向い
たいます。あなたの内なる意識からしてそ
ちらに向き、また必要な情報や知識を得て、
加えて費用に関することに目途がつくよう
です。意欲の芽が大いに育つことになるの
で、前向きに行動してみると良いでしょう。

【全体運】将来像とそこへ至るまでのルート、
人生設計などを考えると、今なにをして、
近い未来はなにをすべきなのか等々がはっ
きりと見えてくることでしょう。人生に生
じていた迷いが消えて、目標が明確になる
こともありましょう。

【全体運】他者に対して、なにかとアドバイ
スするような場面に出くわすでしょうが、
少しばかり慎重になった方が良さそうです。
身近な人になにかしら言いたくなっても、
まずは相手の気持ちをおもんばかってから
口にするようにすると良いでしょう。

【全体運】しなくてはならないことが多くあ
るにも関わらず、前に進むのが億劫になっ
てしまい気合が入らない状態になりそうで
す。心と身体のバランスがズレてしまって
いるようで、なにをするにも面倒だと感じ
てしまいそうです。

【恋愛運】良い関係を築けていると思った恋
人と急に破局したり、諦めかけていた相手
との縁が結ばれたりと、急転直下がありそ
う。モテなかった人が、急にモテるように
なることもありますから、常に異性から見
られていると自覚しておくのも良いでしょ
う。

【恋愛運】恋をすることに抵抗を感じてし
まうようですから、今は自分のことだけを
考えておいても良いのかもしれません。自
分磨きは吉と言えるでしょう。周りの人の
ファッションや世間の流行を取り入れて、
自分を良いように見せてみましょう。

【恋愛運】恋愛に集中できそうで、恋人との
関係が進展したり、新しい縁が結ばれたり、
不倫関係といったリスキーな恋愛も楽しむ
ことができたりと、実に様々なようです。
趣味の合う異性との出会いは、即交際へと
進むかもしれません。

【恋愛運】恋をしたい気持ち自体にブレーキ
が掛かるため、異性に対する態度からして
消極的な印象を与えがちになってしまうこ
とでしょう。本気の恋心も相手には伝わら
ず、あまり進展を見ることはなさそうです。

【金 運】金運は良く、良い買い物もできそ
うなので、出費を惜しむことなくなにかと
購入していくようにしましょう。コストパ
フォーマンスに優れた買い物ができて、大
きな満足を得ることができそうです。

【金 運】期待を持って良い運気と言えるで
しょう。特に交際費が大きな関係や仕事を
運んでくることも。その場の出し惜しみを
せず、大きな額でも必要ならパッと使うよ
うなきっぷの良さを見せてみましょう。

【金 運】普段なら行かないようなお店に
入ってみると、思わぬ発見がありそうです。
自分には合わないと思っていても、ものは
試しに入ってみることをお勧めします。

【金 運】大いにプラスを積み重ねることに
成功できるので、明るい兆しがあなたには
見えます。チャンスと見れば大いに動くべ
きで、あれこれ躊躇する必要はありません。
また、他者に情をかけ過ぎるとあなたが損
をしてしまうことでしょう。
♥ 幸運日：10 19 27
× 危険日： 3 16 22

17 22
19 29

♥ 幸運日：3 17 28
× 危険日：11 20 31

♥ 幸運日：5
× 危険日：8

獅子座

乙女座

天秤座

蠍

7/23 ～ 8/22

8/23 ～ 9/22

9/23 ～ 10/23

10/24 ～ 11/22

♥ 幸運日：4
× 危険日：6

16
15

28
26

【全体運】考えることや想像することに比重
が行ってしまうこともあり、アクションが
ワンテンポ遅れてしまいそうです。じっく
りと物事を考えることも大切ですが、思い
立ったときにすぐ動けるフットワークの軽
さもまた必要になってきそうです。

【全体運】将来の夢を再検討する時期に来て
いるのかも。上方修正する人もいれば、夢
をあきらめて現実を見る必要のある人もい
るでしょう。その夢を手に入れる気持ちが
今も本当にあるのかどうか、自分の心にも
う一度問いかけてみると良いでしょう。

【恋愛運】必要以上に相手に対して不信の気
持ちを持つこともありません。異性を寄せ
付けないようなオーラを発してしまい、そ
れを感じ取られてしまうとせっかくの良縁
も結ばれることなく流れて行ってしまうこ
とでしょう。

【恋愛運】思い込みやルールなどから解放さ
れて、気持ちが本当に合う人と良い関係を
築くことができるかもしれません。また、
友人として知り合っていた身近な異性に対
して、いつの間にか恋愛感情を抱いている
ことに気付くかもしれません。

【金 運】あなたのだらしなさが出てしまい、
散財や無駄遣いが止められない可能性があ
ります。月の初めに使うだけの分を決めて
おき、あれもこれもとならないように気を
付けておきましょう。

【金 運】財布のひもが緩みやすい月なので、
自分のふところ具合にやや気を付けておい
た方が良いようです。キャッチコピーなど
に騙されて、今すぐ必要でもないのに大き
な買い物をしてしまうこともありそうです。

♥ 幸運日：2
× 危険日：8

14
20

30
31

♥ 幸運日：4
× 危険日：8

18
17

23
28

座

【全体運】夢や希望が次々に沸いてきて、あ
れこれと未来について楽しい希望が出てく
る月になりそうです。あれもしたい、これ
もしたいとやりたいことが多く、時間が足
りないと感じる場面が多くなりそうです。

【全体運】なにかしら煮詰まったことはあり
ませんか？そんなときは、自分の過去に一
度立ち返ってみると良いでしょう。あのと
きと同じだ！、と気付くことがあり、解決
策が自然とわかることがありそうです。

【恋愛運】相手を束縛しようとする傾向が見
られます。あくまで対等な関係を築くよう
にしましょう。上に立とうとしてしまうと、
その関係が崩れ落ちてしまうかもしれませ
ん。恋愛以外のことで心を満たされるよう
な経験をすると、それが切っ掛けで恋愛運
もアップしていくようです。

【恋愛運】明るく過ごすことができるでしょ
う。良い出会いに恵まれ、恋人との仲は問
題なし、三角関係や不倫などリスクのある
恋愛がバレることもなく、楽しんで恋愛が
できることでしょう。プレゼント交換など
も良いようで、より深い関係ができそうで
す。

【金 運】予想外の臨時収入に歓喜すること
があるかもしれません。これまでの正しい
行いに対しての評価なので、誠実に過ごし
てきた人には期待が持てそうです。

【金 運】予想外の出費に見舞われて、気持
ちに余裕がなくなってしまうこともありそ
うです。工夫して乗り切るようにしましょ
う。貸し借りは凶の気配で、戻って来る可
能性がやや低いと言えます。

♥ 幸運日：9 17 24
× 危険日：7 15 29

♥ 幸運日：7 17 27
× 危険日：11 20 31

射手座

山羊座

水瓶座

魚

11/23 ～ 12/21

12/22 ～ 1/19

1/20 ～ 2/18

2/19 ～ 3/20

座

【全体運】
未家族内に問題を抱えている方は、
この機会にじっくりと話し合って解決へと
段階を進めていくようにしましょう。意外
なほど、ストンと落としどころが見付かっ
て、前向きな結論に至ることができるやも
しれません。

【【全体運】こうなりたい！と思い描いてい
た自分になれて、人から賞賛を浴びたり自
分に満足したりできるはずです。それが月
の半ばから終盤にかけてなので、この月は
ひとつの区切りの月と思っても良いかもし
れません。

【全体運】まず自分のことに集中する時間を
持つようにしましょう。他人のことにいち
いち構っていては、あなたのすべきことが
進まないようです。そしてせっかくのチャ
ンスを逃したり、絶好のタイミングを失し
たりしてしまいそうです。

【全体運】前に出過ぎず、全体を見渡せるポ
ジションに立ち、なにかあったときだけあ
なたは動く、そうしておくべきでしょう。
なんでもかんでも引き受けたり、気楽な選
択をしたりでは、落とし穴に落ちてしまう
ことがありそうです。

【恋愛運】恋愛以外にも忙しい出来事に見舞
われるため、あまり恋人との時間を持つこ
とができなくなるかもしれません。そのた
め、割と短い期間の恋で終わる可能性もあ
ります。恋愛を長続きさせるコツは、バラ
ンス良くあれもこれもを行うこと。

【恋愛運】魅力運が高まるようで、モテるの
を実感することができそうです。あなたの
方から積極的になってみても良いでしょう。
気になる人が、あなたに振り向き縁が深ま
る期待を大いに持てます。すでに恋人関係
にある人は、さらなる親密度を感じること
でしょう

【恋愛運】これまで友人関係にあった異性
が、恋人になる可能性を大いに秘めていま
す。もしそのようになりたいとあなたが望
むなら、自然と道が開けていきそうな気配
です。コミュニケーション能力が高まるこ
とで、新しい縁にも期待が持てます。あな
たの言葉に大きな力が宿ることでしょう。

【恋愛運】一段落する月なので、交際当初の
ような燃える恋愛の気持ちが落ち着くよう
です。そういったときに、相手に対して興
味を失う可能性がありますから、些細なこ
とで衝突しないように気を付けておくべき
でしょう。

【金 運】予定外の出費に苦しみそうな気配
です。買い物リストを作成して、決まった
金額に収める努力をするようにしたら良い
でしょう。

【金 運】家具や家電を新しく買い換えたり、
部屋の模様替えをするためのものを買って
きたりすると、なにかと他の運気にも良い
影響を与えてくれそうです。

【金 運】身の回りのもので買い換えたいと
考えていたものは、この際思い切って新し
くしてみると良いでしょう。意外な開運効
果をあなたに与えて、金運もあなたに向い
てくることが大いにあります。
♥ 幸運日：3
× 危険日：1

15 26
19 31

♥ 幸運日：8
× 危険日：5

17
16

22
28

♥ 幸運日：3
× 危険日：7

15 26
19 29

【金 運】あなたに多くの情報が集まってく
るようですから、それらを上手く生かす方
法を考えましょう。せっかくのチャンスも
後回しにしてしまうと、逃してしまい二度
とチャンスに恵まれないこともあり得ます。
♥ 幸運日：2 16 25
× 危険日：10 19 30
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ATLANTA お出かけガイド
Let's plan your outing with Atlanta Hangout Guide!

Movie

Spor ts

No Time to Die

007 ／ノー・タイム・トゥ・ダイ

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

PGA プロゴルフのツアー
2020-2021 シーズンです。

ロンドンの高級テーラーを隠れみのにした、どこの国に
も属さない世界最強のスパイ機関の活躍を描くスパイ・ア
クションシリーズ。シリーズ三作目は秘密組織 “ キングス
マン ” の起源を描く
全米公開は 3 月 12 日

Black Widow ブラック・ウィドウ
アベンジャーズで活躍してきたブラック・ウィドウ ( ナ
ターシャ・ロマノフ ) にフォーカスを当てた初の作品。こ
れまでベールに包まれていた彼女の秘密が明らかになる。
全米公開は 5 月 7 日

Thor マイティ・ソー
マーベル映画『マイティ・ソー バトルロイヤル』に続く 4
作目。今回物語のスポットがあたるのは、かつてのソーの
恋人で、ナタリー・ポートマン演じるジェーン・フォスター。
ソーにしか操れないはずのハンマー「ムジョルニア」を継
承するサプライズな展開が待ち構えている。
全米公開は 5 月 6 日

Coca-Cola Roxy Theatre

■■ 1 月 7 日 -10 日
Sentry Tournament of Champions
Plantation Course at Kapalua, Kapalua, Maui, HI
■■ 1 月 14 日 -17 日
Sony Open in Hawaii
Waialae Country Club, Honolulu, HI
■■ 1 月 21 日 24 日
The American Express
PGA WEST (Stadium), La Quinta, CA
■■ 1 月 28 日 -31 日
Farmers Insurance Open
Torrey Pines (South), San Diego, CA
■■ 2 月 4 日 -7 日
Waste Management Phoenix Open
TPC Scottsdale, Scottsdale, AZ

800 Battery Ave SE Suite 500,
Atlanta, GA. 30339
☎ 470-351- 3866 Ext 38186
www.cocacolaroxy.com
■■ 1 月 15 日 CHARLIE STARR FEATURING BENJI SHANKS
■■ 1 月 31 日
RICARDO MONTANER
■■ 4 月 02 日
LOUIS TOMLINSON

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

●● 歴史のある FOX 劇場でさまざまなイ

ベントが開催されています。

NBA ATLANTA HAWKS

アトランタホークス
ホームゲームのみの案内です。
■■ 1 月 02 日 ( 土 ) 対 キャバリアーズ
■■ 1 月 04 日 ( 月 ) 対 ニックス		
■■ 1 月 06 日 ( 水 ) 対 ホーネッツ		
■■ 1 月 11 日 ( 月 ) 対 シクサーズ		
■■ 1 月 18 日 ( 月 ) 対 ウルブズ		
■■ 1 月 20 日 ( 水 ) 対 ピストンズ		
■■ 1 月 26 日 ( 水 ) 対 クリッパーズ
■■ 1 月 27 日 ( 水 ) 対 トロント		
■■ 2 月 01 日 ( 水 ) 対 レイカーズ		

2021

7:30pm
7:30pm
7:30pm
7:30pm
2:30pm
7:30pm
7:30pm
7:30pm
7:30pm

●● Broadway Across America
www.broadwayacrossamerica.com
■■ 3 月 30 日 -4 月 4 日
Fiddler on the Roof
■■ 4 月 20-25 日
Mean Girls
■■ 5 月 21-23 日
Blue Man Group
■■ 6 月 22-27 日
Ain’t Too Proud:
The Life and Times of The Temptations
■■ 8 月 3-8 日
Tootsie
■■ 8 月 24 日 -9 月 26 日
Hamilton

元日 (New Year's Day)

1

新年の幕開けの日。年のはじめを祝う国民の祝日。
1948( 昭和 23) 年 7 月公布・施行の祝日法によって制定された。
1 月 07 日

JANUARY

七種，七種粥

春の七種を刻んで入れた七種粥を作って、万病を除くおま
じないとして食べる。
七種は、前日の夜、俎に乗せ、囃し歌を歌いながら包丁で
叩き、当日の朝に粥に入れる。呪術的な意味ばかりでなく、
おせち料理で疲れた胃を休め、野菜が乏しい冬場に不足しが
ちな栄養素を補うという効能がある。

元日 (New Year's Day)
七種，七種粥
鏡開き
キング牧師誕生日

ANIS ATLANTA - January 2021

1 State Farm Dr, Atlanta, GA 30303
☎ 404- 878-3000
www.statefarmarena.com
■■ 7 月 22-23 日
Justin Biber
■■ 10 月 29 日
Enrique Iglesias & Ricky Martin

PGA TOUR

The King's Man キングスマン
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State Farm Arena

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。

現役を退きジャマイカで穏やかな生活を満喫していたボ
ンドだが…旧友フェリックス・ライターに助けを求められ
たことから、平穏な生活を突如終え、やがて脅威をもたら
す最新の技術を保有する黒幕に迫っていく、というもの。
全米公開は 4 月 21 日

1 月 01 日
1 月 07 日
1 月 11 日
1 月 15 日

Music

SUPERBOWL

2020 年は映画界にとって厳しい年となりました。 多くの
話題作が公開延期となる中、配信を中心に徐々にタイトル
が増えてきました。
2020 年に公開された、もしくはされる予定で、映画ファ
ンであれば押さえておきたい最新映画をご紹介します。

1 月のカレンダー

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

●● High Museum 横の Woodruff Art Center の劇場

Atlanta Botanical Garden
アトランタ植物園

■■ 毎日 ツアー :10 時半―5 時 , ショップ :10 時―6 時
◆◆ 大人＄13、シニア＄10、学生＄9、子供＄8.50

1345 Piedmont Ave. Atlanta GA 30357
☎ 404-876-5859
www.atlantabotanicalgarden.org
■■ 火－日

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

9 時―5 時（4 月からは 9 時―7 時）

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

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

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

225 Baker St. Atlanta GA 30313
☎ 404-584-4000
www.georgiaaquarium.org
■■ 日―金曜日 午前 10 時―午後 5 時
土曜日
午前 9 時―午後 6 時

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

Stone Mountain Park

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

1 月 11 日

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

Nature,Parks
Georgia Aquarium
ジョージア水族館

Jimmy Carter Library Museum
カーター大統領博物館

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

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

990 Peachtree St. Atlanta GA 30309
☎ 404-249-7015
www.gwtw.org

鏡開き

正月に年神様に供えた鏡餅を雑煮や汁粉にして食べ、一家の
円満を願う行事。
武家社会の風習だったものが一般化した。刃物で切るのは切
腹を連想させるため、手や木鎚で割ったり、砕いたりする。ま
た、「切る」という言葉をさけて、
「開く」という縁起の良い言
葉を使っている。
地方によって日が違い、京都では 4 日に、ほかに 20 日に行
う地方もある。

1 月 15 日

マーティン・ルーサー・キングデー

Martin Luther King Jr. は、アメリカの黒人公民権運動の指
導者で、" キング牧師 " として知られていますよね。
キング牧師のことは、人類の平等を訴えた "I have a dream."（私
には夢がある）で始まる演説があまりにも有名なため、多くの
方がご存じだと思います。
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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

謹賀新年
あけましておめでとうございます。
コロナ禍の中、ご無事に新年を迎えられたでしょうか？年
末は恒例の格闘技イベントがあったようですが、私は最近の
MMA(Mixed Martial Arts) 系の試合はあまり好きなないので特
にコメントありません。ひと昔前の大晦日格闘技興行は、猪木
祭りなどと言ってプロレスラー対 K-1 ファイターなどガチンコ
の試合だとしても血沸き、肉躍るワクワク感がありました。そ
れに比べると MMA はただ単にどちらが強いか？だけなので、
妙に生々しい乱暴さだけが目立ってしまい、私がイメージする
プロのエンターテイメントとは真逆のところにあるので観る気
にはなれません。どちらが強いかだけを追求するなら山の中で
誰にも見られないようにやってろ、人前でやるなら観客にワク
ワク感を持たせて夢やロマンを与えて欲しいって話です。

ながら言うんだよ～」と笑いながら、本を紹介していたのを聴
いて即日電子書籍で購入した。
本は世間が見ていた沢村忠の夢とロマンは、すべて野口修氏
によってプロデュースされていたという内容で、戦後のスポー
ツ史、芸能史を多くの証言に基づき淡々とつづっている。まさ
忖度なしにのガチンコ相撲。これじゃ宣伝できないのも無理は
ない。沢村忠の相手をしたタイ人の証言を取るためにタイまで
取材にいっちゃダメでしょ・・。社会人たるも相手にロープに
振られたら、自らロープに飛んで戻ってくるくらいの社会性を
持つことが、人と人との関係を円滑にする基本なのに、この著
者はロープに振られてもかたくなにそれを拒否してひたすらガ
チンコ勝負にこだわる UWF 系のレスラーのようです。この例
えは、わかる人にだけ伝わればよいです。わからない人はお気
になさらず。

夢やロマンを人々に与えたと言えば昭和 40 年代に沢村忠と
いう「真空飛び膝蹴り」という必殺技を武器に連戦連勝を重ね
たキックボクサーがいました。沢村忠の名前を知っているのは
沢村忠の夢とロマンは野口修氏にプロデュースされたものと
50 歳以上の人に限られると思いますが、当時どのくらい人気が
いういう事で昭和の黒歴史となってしまったが、それを事実を
あったかというと、沢村忠がまだ現役のキックボクサーとして
追い求めた著者からすれば、それを追い求めることがロマンだっ
毎週試合をしているにもかかわらず、彼の物語が「キックの鬼」 たのだろう。事実を追い求めるロマンと言えば私もある事例に
として少年漫画雑誌に連載され、翌年にはアニメ化されて大ヒッ ついて追及中である。相和のプロレスファンなら忘れもしない
ト。挙句の果てには 1973 年にその年の三冠王である王貞治を
「ウイリーウイリアムス対アントニオ猪木戦」である。私の師
抑えて日本プロスポーツ大賞まで取ってしまうほどのジャンル
匠はこの一戦の中枢にいた一人なのですべてを知っているのだ
を超えた超スーパースターだったのです。
が、なかなか引き出せない。一緒に酒を飲んで師匠が酔ったの
を見計らってこの話を振ってもな
そんな彼を「プロデュース」した野口修という人の生涯どこ
かなか口を開いてくれません。そ
ろか、父親の時代まで遡って描かれた「沢村忠に真空を飛ばせ
うじゃなくても昔の極真空手は自
た男」という本が出版されました。野口修という名前は「キッ
ら「地上最強のカラテ」を名乗る
クボクシングを日本で作った人」という事で知ってはいました
くらい良い意味でも悪い意味でも
が、その昔（約 60 年前）野口氏が企画した日本初の日本人空
夢とロマンにあふれていたのだ。
手家 VS タイ式ボクシング（ムエタイ）の対抗戦というなんと
今のように情報があふれてしまっ
もロマン溢れる企画のメンバーに私の師匠・大山泰彦も入って
ては夢を見ようにもすぐ現実が見
いたので、師匠からは野口氏の色々な話を聞かせていただいて
えてしまい挫折してしまう。
いたので、いつか読もうと思っていたら、
「高田文夫のラジオビ
バリー昼ズ」という番組で高田センセイが「今日細田君（この
そうだ、今年のテーマは夢とロ
本の著者の細田昌志氏）が入り口で俺を待ってるんだよ。何か
マンにしよう。それが今年の目標。
と思ったらいきなり、出版社がこの本を出版してくれたのは良
コロナ渦で先が読めなくなってし
いんですけど、内容が内容なんでどこも宣伝を打ってくれない
まった今だからこそ、それが大切
んです。センセイの番組で宣伝してもらえませんか？って泣き
なのだ。押忍

日本にて学生・研究者用のビザ関連書籍を出版
大蔵昌枝弁護士
学生や研究者は弁護士や企業サポートがなく、自分でビザ申請を行うことが多いため、
法的問題に対してどこを見てよいかわからないといった問題が多くみられます。そのため、
自分でもビザの申請ができるように解説された本です。
研究者は学生ビザ、研修ビザ、就労ビザなどで渡米されるので、主に F-1・OPT/CPT と
J-1 の申請方法や配偶者の就労について触れていますが、就労としてくる場合の H1B、L、E、
O ビザなども選択肢として簡単に解説しています。
下記のリンクから書籍の概要をご覧いただけます。
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/book/9784758108492/index.html
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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

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

サーバー、寿司シェフ、キッチンシェフ
を募集しています。Lower Roswell エリア。
詳細は 4 時半以降に☎︎ 770-565-6369 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

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

ANIS
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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

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

クラシファイド広告募集

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 2 月号は
2 月 5 日ごろ配布予定

大きな変化がおこる 2021 年の幕開けです。新しい大統
領の任期が始まることとなりますので、良い方向に向かい、
経済が良好であることを望みます。
昨年度の選挙は私にとっても嵐のような出来事で、以前
にコンタクトをしたことのある学生たち（今は社会人）か
ら連日熱いメッセージが送られてきていました。今まで無
関心だったリベラルな若い有権者たちは大きな関心をもっ
てこの選挙に臨んでおり、昨年度の選挙では大きな影響を
及ぼしたのではと思います。

ANIS ATLANTA
NO. 13
January 2021

そんな中、1 月はキング牧師のお誕生日でもあるので、
アトランタの歴史についてのメモを取り出して読み返して
みました。とても奥深い話なので一度ではとてもご紹介で
きるものではないのですが、キング牧師の示した新たなる
1 歩がようやく半世紀以上の時を経て実り始めているのだ
と改めて思いました。時代はどんどん変化していますね。
新型コロナウイルスの感染再拡大で未だ予断を許さない
状況ですが、ワクチン開発で大きな進展が示されるなど、
厳しい状況の中にも明るい兆しも見えてました。人類は明
るい未来に向けて迅速に動いています。
次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。
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ANIS ATLANTA は以下の場所に配布されています
ジョージア州：
アトランタ主要日本食レストラン

アトランタ総領事館 ジョージア日米協会

ウエストミンスター日本人教会

倉岡クリニック

ジョージア日本語補習校

アトランタ日本語バブテスト教会

ICAGeorgia

アトランタ公文アカデミー

ウィンタースチャペル幼稚園

日系美容室

アジアンスーパー

他

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

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