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ていた。しかし、独立戦争で戦った相手の国の国旗が旗に入っ
ていては国民の士気に影響するということで、ワシントンらが
フィラデルフィアの旗作り職人ベッツイ・ロスに依頼し、星条
旗を完成させた。第 28 代大統領ウィルソンがこの日を国民の
祝日とした。

6 月 19 日	 ジューンティーンス	(Juneteenth)
　「ジューンティーンス」（英語 : Juneteenth）（「6 月」（June）
と「19 日」（nineteenth）の混成語であり [1]、「自由の日」

（Freedom Day）、「歓喜の日」（Jubilee Day）、「解放の日」
（Liberation Day）としても知られる）は、アメリカ合衆国で奴
隷身分であった人々の解放を祝う祭日である。テキサス州に端
を発し、現在はアメリカ全土で 6 月 19 日に祝われるが、公的
な認知は様々に異なる。

6 月 20 日　父の日
　母の日のルーツはアメリカでしたが、父の日も同じアメリカ
が発祥。ワシントン州に住む、ジョン・ブルース・ドット夫人
の提唱によるとされています。彼女の父は、兵役を終えて家に
もどると、妻が 6 人の子供を残して先立ってしまい、そこから
育児に関して右も左もわからぬまま男手ひとつで子供たちを育
てあげました。そんな父に育てられた彼女が「母の日」の存在
を知り、父に感謝する日も！、ということで、提唱したのだそ
う。アメリカでは 1972 年から正式に祝日となりました。
　父の日の花は　「バラ」だそうです。父の日の提唱者である
ジョン・ブルース・ドット夫人が父の日に、父親の墓前に白い
バラを供えたことに由来するようです。

6 月 22 日　夏至 (Summer	solstice)
　夏至とは、「日長きこと至る・きわまる」と言う意味。
１年の中で、最も昼が長く夜の短い日になり、昼の 12 時のと
きの太陽の高さも、１年でもっとも高くなります。
　日時計などで確認すると、日の影が最も短くなるのが分かり
ますから、確認してみてください。
　冬至と比べた場合、東京などでは、昼の時間差は５時間近く
もあるようです。
　夏至・6 月 21 日ごろは、昼間が 14 時間 50 分で、夜間は 9
時間 25 分くらい。冬至・12 月 22 日ごろは全く逆転して、昼
間が 9 時間 45 分で、夜間が 14 時間 15 分なのだそうです。

6 月のカレンダー
6 月 01 日 国際子供の日 (International Children's Day)
6 月 10 日 時の記念日
6 月 11 日 入梅
6 月 14 日 フラッグデー ( アメリカ合衆国 )
6 月 19 日 ジューンティーンス (Juneteenth)
6 月 20 日 父の日
6 月 22 日 夏至 (Summer solstice)

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

6 月 01 日　国際子供の日 (International	Children's	Day)
　1925 年にジュネーブで開かれた子供の福祉世界会議で制定
これにあわせて、旧共産圏諸国を中心に世界の約 2 割の国がこ
の日を「子供の日」と定めている。
　これとは別に 1954 年には、国連総会により、11 月 20 日を「世
界こどもの日」（Universal Children's Day）と制定しました。

6 月 14 日　フラッグデー ( アメリカ合衆国 )
　1777 年のこの日、「星条旗」を正式にアメリカ合衆国の国
旗と定めた。
アメリカが独立宣言を行った頃の旗にはイギリスの国旗が入っ

6
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在外選挙登録資格
❶ 満18歳以上で
❷ 日本国籍を持っていて
❸ 海外に3か月以上お住まいの方
　（出国時登録申請を除く）

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

外
務
省

大使館

電話又は葉書

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

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

選挙人証用意する物

投票用紙等を事前に請求して、
記載の上、登録先の選挙管理

委員会へ郵送する方法。

郵便等投票

直接日本大使館・総領事館
（領事事務所）に出向いて

投票する方法。

在外公館投票

一時帰国した方や帰国直前で転入
届を提出して3か月未満の方は、

日本国内でも投票できます。

日本国内で投票

詳しくは、
TEL：
Mail：

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

在アトランタ日本国総領事館
TEL：
Mail：

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

在ナッシュビル日本国総領事館

登録・投票は簡単です

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

または まで。外務省　在外選挙 検索
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私は、『カマラ、あなたは多くのことを成し遂げる “ 最初の人 ”
になるでしょう。決して “ 最後の人 ” にならないようにね』と、
いつも私に言ってくれる母に育てられたのです。

私たちは今、公衆衛生面での危機、経済危機、長きにわたって
見過ごされてきた人種間の不平等の是正、気候危機など、多く
の解決すべき問題に直面しています。これから対応していかな
ければならないことがたくさんありますが、みんなが一つにな
れば、必ずやり遂げられるでしょう

リーダーを名乗る者は、リーダーらしく話さなければなりませ
ん。それは誠実に、真実を話すということです。

私が “ 初の人 ” になることで、若い人たちが夢を追いかける力
になれたらと願っています。私は人生において、『無理だ』『不
可能だ』といったセリフを数え切れないほど聞かされてきまし
た。ですから、“ 初の人 ” と思ってもらえるのは光栄です。でも、
私が今いる場所に辿り着くまでの道筋を作ってくれた、先人た
ちのことはいつだって忘れません。

この先、あなたたちに向かって『出しゃばるな』と言う人が現
れるでしょう。彼らは、“ これまでそうだったから ” という事
実に押しつぶされて、“ これからどうなるか ” を見る力を持っ
ていないのです。あなたたちはどうか、過去に押しつぶされな
いでください。

あなたの一票はあなたの声であり、あなたの声はあなたの力で
す。誰にもその力を奪わせてはなりません。今こそ立ち上がり、
声を上げるときです。投票してください。

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

アメリカ合衆国の政治家、法律家
名前：カマラ・デヴィ・ハリス
国 :　アメリカ合衆国 カリフォルニア
生 :　1964 年 10 月 20 日　-

　ハリス氏は 1964 年、カリフォルニア州オークランドで移民
の子として生まれました。父親のドナルド・ハリス氏はジャマ
イカ出身で、既に現役を引退した経済学者です。（両親は 2 人
の娘が小さい頃に離婚）
　彼女はアメリカの明るい将来を信じて育ったと言います。母
親はインド出身の市民権運動家であり乳ガン研究者のシャマ
ラ・ゴパラン・ハリス氏。彼女が 2 人の娘に言っていたのは、「何
もせずに不平だけ言わない。行動を起こしなさい」ということ
でした。シャマラ氏は 2009 年に他界しました。
　ハリス氏はワシントン DC にある伝統的黒人大学のハワード
大学を卒業後、カリフォルニア大学ヘイスティングス法科大学
院に進学し、そこで法律の学位を取得しました。
　オークランドの地方検事代理として数年間働いた後、2003
年にはサンフランシスコ市郡地方検事に昇格しました。
　2010 年、黒人女性として初のカリフォルニア州司法長官に
なり、米国司法省に次いで規模の大きいカリフォルニア州司法
省を率いました。
　2014 年には弁護士のダグラス・エムホフ氏と結婚、エムホ
フ氏の子どもたちの継母となりました。子どもたちは既に成人
しています。
　ハリス氏は上院議員として、国土安全保障・政府活動委員会、
情報特別委員会、司法委員会、予算委員会に所属していました。
　彼女は副大統領として、新型コロナウイルス感染症対策、経
済機会と医療の拡充、気候非常事態への対応、テロと蔓延する
人種差別対策でバイデン大統領を補佐し、共通の懸念を抱える
同盟国と緊密に連携することを優先項目として掲げていると述
べています。
　2020 年の民主党全国党大会でバイデン氏は、ハリス氏を「私
の傍らにいる素晴らしい副大統領となる」と紹介しました。 

偉人の名言

偉人の名言
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ニュースダイジェスト
ワクチン接種者に抽せんで賞金
　新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた人に抽せんで賞
金を出す奨励策を、米ニューヨーク、メリーランド両州が新た
に発表した。この方式は先週、オハイオ州が初めて導入して話
題を呼んでいた。

　ニューヨーク州のクオモ知事は 5 月 20 日、24 ～ 28 日にワ
クチンを接種した人に対し、最大 500 万ドル（約 5 億 4000
万円）が当たる宝くじ券を配布すると発表した。
　クオモ氏は、州内でこれまでワクチンを待ち望んでいた住民
が接種を済ませた後、接種を受ける人が急激に減っていると指
摘。奨励策として配る宝くじ券では、20 ドルからの賞金が 9
分の 1 の確率で当たると説明した。
　メリーランド州のホーガン知事は同日、5 月 25 日から 7 月
3 日までの 40 日間、接種者に 4 万ドルが当たる抽せん会を毎
日実施する計画を明らかにした。７月４日にはさらに特等とし
て、40 万ドルの当せん者１人を発表する。対象は州内で接種
を受けた 18 歳以上の住民で、すでに接種済みの人も含まれる
という。
　オハイオ州のデワイン知事が先週発表したところによると、
同州は 18 歳以上の接種者に賞金 100 万ドル、18 歳未満には
大学の学費全額相当の奨学金が当たる抽せん会を計５回実施す
る。
　同州保健当局によると、5 月 7 ～ 10 日に接種を受けた 16
歳以上の住民は前の週より 25％減少していたが、抽せん方式
が発表された後の 14 ～ 17 日は 28％の増加に転じたという。
　バイデン大統領は、独立記念日の７月４日までに国民の７割
が少なくとも１回の接種を受けるのを目指すと表明している。

コロニアル・パイプライン身代金 4.8 億円の支払い
　米コロニアル・パイプラインがサイバー攻撃を受けてパイプ
ラインの操業が一時停止した問題で、同社のジョゼフ・ブラウ
ント最高経営責任者（CEO）がハッカーに対して 440 万ドル（約
4 億 8000 万円）を支払ったことを認めた。米紙ウォールスト
リート・ジャーナルが 5 月 19 日伝えた。

　同社が身代金の支払いを公にしたのは今回が初めて。これま
では支払いに関する協議を繰り返し否定していた。ブラウント
CEO は身代金の支払いについて「非常に物議を醸す決断」だっ
たと述べた。
　ブラウント CEO は「国にとって正しい行いだった」と説明。
軽々しく決断したわけではなく、ハッカーのような人々に金が
渡るのを見るのは気持ちの良いことではなかったと認めるとも
述べた。
　CNN は先週、情報筋２人の話として、コロニアル・パイプ
ラインがハッカーに身代金を支払ったと伝えていた。今回のサ
イバー攻撃によってパイプラインの操業が停止し、米南東部で
のガソリン供給に大規模な混乱が生じていた。
　コロニアル・パイプラインの広報によれば、同社はハッカー
と直接連絡する手段を持たなかった。誰が支払いについて交渉
したのかは不明。
　捜査に詳しい情報筋によると、今回のアフィリエイトはロシ
ア人の可能性が高く、単独犯である可能性があるという。また、
利益の少ないハイリスクのターゲットを選んでいることから、
攻撃したハッカーは経験の乏しい人物との見方も出ている。
　コロニアル・パイプラインは 5 月 17 日、議員らに対してサ
イバー攻撃についての説明を行った。しかし、身代金や関連す
る詳細についての協議を拒否したため、不満の声も出ていた。

ニュースダイジェスト
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 HT International Realty LLC 

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

住宅  
  
“
 
売買∙ 賃貸∙ 投資” は信頼と実績 の

    

お客様の大切な不動産、親切丁寧に

お仕事いたします。 

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

バッハ会長、安全な五輪開催を強調
　開会まで 10 週間を切った東京オリンピック（五輪）・パラ
リンピックに向けて、大会組織委員会と国際オリンピック委員
会（IOC）などが準備状況を確認する合同会議が 5 月 19 日に
開かれ、バッハ IOC 会長は安全な開催への意欲を改めて強調し
た。

　バッハ氏は会議の中で、IOC が新型コロナウイルス感染対策
に協力するため、追加の医療スタッフを提供すると表明したこ
とを明らかにした。
　ワクチンの接種状況については、選手村に入るメンバーの
75％がすでに完了し、最終的には接種率が 80％を超えること
を予想していると述べた。
　また、予定されている感染対策はすでに複数のテスト大会で
効果が確認されていると指摘し、これまでの大会で感染拡大は
起きていないと強調した。
　組織委の橋本聖子会長は会議の冒頭で、選手と国民を守るた
めの重点事項として、選手の検査頻度を上げること、一般市民
との分離を徹底することを挙げた。
　日本では感染拡大が続く一方で、国民のワクチン接種率は約
1％にとどまっていることなどから、五輪の中止を主張する声
が上がっている。
　中止を求めるオンライン署名には、9 日間で 35 万人が賛同
した。署名を呼び掛けた弁護士の宇都宮健児氏は、五輪を心か
ら歓迎できる環境ではないと主張し、開催すれば貴重な医療資
源を五輪に割くことになると指摘した。
　一方、世界陸連のコー会長は今週、CNN とのインタビュー
で「五輪は開催するべき。安全に開催することは可能だと確信
している」と述べた。

製薬会社ＣＥＯなど９人、「ビリオネア」の仲間入り
　新型コロナウイルスワクチンの開発を手掛ける製薬会社の株
価が上がり、最高経営責任者（CEO）など９人が保有資産 10
億ドル（約 1089 億円）以上の「ビリオネア」に仲間入りした
ことが分かった。

　資産額の分析は国連合同エイズ計画（UNAIDS）や国際 NGO
のオックスファム、アムネスティ・インターナショナル、グロー
バル・ジャスティス・ナウなどで構成する監視団体「ピープル
ズ・ワクチン・アライアンス」がまとめた。
　これによると、新たに誕生したビリオネアでトップに立つの
は、米モデルナのステファン・バンセル CEO と、米ファイザー
とワクチンを共同開発した独ビオンテックのウグル・サヒン
CEO。両者とも現在の純資産額は約 40 億ドルに上る。
　中国カンシノ・バイオロジクス（康希諾生物）の幹部やモデ
ルナの初期投資家も、株価高騰に伴い帳簿上の資産額が 10 億
ドルを超えた。分析結果はフォーブス長者番付のデータを使っ
てまとめられた。
　各社の株価を見ると、モデルナは昨年２月以降に 700％以上、
ビオンテックは 600％、カンシノは約 440％上昇した。カン
シノの１回接種型のワクチンは今年２月に中国で承認されてい
る。
　活動家はこうした富の創出について、コロナ禍に起因する著
しい格差を浮き彫りにしているとの見方を示した。新たにビリ
オネアとなった９人の合計資産額は 193 億ドルで、低所得国
の国民 7 億 8000 万人あまりのワクチン接種を完了できる金額
に上る。
　報告書発表と時を同じくして、5 月 21 日には 20 カ国・地
域（G20）による「世界保健サミット」が開かれ、世界の指導
者がワクチンの知的財産権の放棄について話し合う。
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　バシャー記者は先週、健康状態を理由に BBC の宗教担当編
集長を退き、20 には虚偽の銀行明細を使ったことを謝罪。一
方で、ダイアナ妃の説得には影響しなかったとの主張を繰り返
している。

故コービー・ブライアントさん、バスケの殿堂入り
　米米プロバスケットボール NBA で活躍した元選手で 2020
年にヘリコプターの墜落事故で死亡したコービー・ブライアン
トさんが 5 月 15 日、正式にバスケットボールの殿堂入りを果
たした。

　妻のバネッサさんは殿堂入りの式典で、「夫がここにいて、
この信じられないような賞を受け取ってくれたらと思う」と述
べた。壇上には、NBA の伝説的選手のマイケル・ジョーダン
さんも加わった。
　ブライアントさんは娘のジアナさん（13）らとともにヘリ
コプターの墜落事故で死亡したが、その後、殿堂入りが認めら
れていた。
　バネッサさんは「あなたのすべての努力と犠牲が報われた。
あなたはやり遂げた。今、殿堂入りを果たした。あなたは真の
王者。ただの最優秀選手ではなく、史上最高。あなたを誇りに
思う」と語った。
　バネッサ夫人を壇上にエスコートし、そのスピーチを隣で見
守っていたジョーダン氏は、事故の約１か月半前に携帯電話で
ブライアントさんとやりとりしたテキストメッセージを今でも
消去することができずに保存してあるという。
　今回の式典では、ボストン・セルティックスなどで活躍した
ケビン・ガーネットさんや、サンアントニオ・スパーズで活躍
したティム・ダンカンさんなども殿堂入りした。 

母ダイアナ妃のインタビューめぐり BBC を非難
　英 BBC 放送が 1995 年に放送した故ダイアナ皇太子妃のイ
ンタビューをめぐり、記者がダイアナ妃側をだまして取材を
承諾させたとの調査結果を受けて、ダイアナ妃の長男ウィリア
ム王子と次男ヘンリー王子が 5 月 20 日、異例の声明を出し、
BBC を非難した。
　ウィリアム王子は声明で、ダイアナ妃は１人の記者だけでな
く、厳しく追及せずに見て見ぬふりをした BBC 幹部らにも裏
切られたと主張。インタビューは正当性がなく、二度と放送さ
れるべきではないと述べた。ヘンリー王子も同様の声明を出し、

「倫理に反したやり方で人を食い物にする風潮が波及して母の
命を奪った」と非難した。

　ヘンリー王子自身も妻メーガン妃とともに、英大衆紙をプラ
イバシー侵害で訴えた経緯がある。20 日の声明では、責任を
認めた BBC 関係者らに「正義と真実への第一歩だ」と感謝の
意を示す一方、現在も同様のやり方が広く使われているとして

「深い懸念」を表明。「母はこのせいで命を失ったのに、何も変
わっていない」と指摘した。
　ダイアナ妃は 1995 年のインタビューで結婚生活の破たんを
告白した。インタビューを担当したBBCのマーティン・バシャー
記者は取材交渉の過程で、ダイアナ妃の弟スペンサー伯爵に虚
偽の銀行明細を示し、王室内部にスパイがいると見せかけて、
ダイアナ妃からの承諾を取り付けたとされる。
　BBC は 1996 年の内部調査で、文書が偽造されたのは事実だ
が、ダイアナ妃の承諾とは無関係と結論付けた。
　昨年 11 月から改めて、元最高裁判事の主導で独立調査が行
われていた。BBC のデイビー会長は 20 日、取材交渉でダイア
ナ妃側をだます手口が使われていたことを認め、「全面的かつ
無条件に謝罪する」と述べた。
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FOOD & HEALTH
お身体に必要なヨーグルトはコレ！
　ヨーグルトの原料である生乳は、本来、牛の赤ちゃんを育て
るためのミルク。そのため体と骨をつくるたんぱく質やカルシ
ウムを豊富に含み、全体の栄養バランスがとてもいい完全栄養
食なんです。

　その生乳の栄養に、乳酸菌を加えたり発酵させることで、た
だ牛乳を飲むよりも栄養が吸収されやすくなったり、栄養その
ものの働きがアップしたりします。
例えばカルシウムは、生乳を発酵させることで腸から吸収され
やすくなったり、たんぱく質の一部はアミノ酸やペプチドに分
解されるたりすることで、牛乳より消化吸収しやすくなります。
　ヨーグルトは牛乳に含まれる栄養だけでなく、その栄養をよ
り消化吸収しやすくしたり、腸内フローラの改善や免疫機能向
上の期待ができる菌の力も得ることができます。

ヨーグルトの菌に期待できる効果について
•	 お腹の張りが気になる！「便秘」対策に期待できる菌 

ほとんどのヨーグルトには、便秘対策に効果的とされる菌が
含まれています。その中でも有名なのがビフィズス菌です。
ほかにも LB81 乳酸菌、カゼイ菌、BE80、Bb-12 などがあ
ります。
•	 脂肪を減らしたい！「ダイエット」に期待できる菌 

ヨーグルトには脂肪を体の中にたまりにくくしたり、余分な
脂肪を減らすことができるものがあります。主にガセリ菌

SP 株や LP-28、ビフィズス菌 B-3、TUA4408L、スマート乳
酸菌がダイエットに効果的とされています。
•	 ぷるんとしたみずみずしい肌に！ 

美肌とヨーグルトは一見関係がなさそうに感じますが、ビ
フィズス菌 LKM512 やラクトコッカスラクチス H61 株、
LK-117、乳酸菌抽出物 LFK、美体質乳酸菌は、乾燥肌を和
らげ、肌の潤いを保ち、毛穴を目立ちにくくするなど美肌作
りをサポートしてくれます。
•	 インフルエンザにも！「風邪」対策に期待できる菌 

インフルエンザや風邪など、ウイルスや病原菌の繁殖を防ぐ
には、免疫力を高めることが大切ですよね。これができるの
は、主に乳酸菌シロタ株、ラブレ菌、プラズマ乳酸菌、乳酸
菌 1073R-1 株などです。
•	 花粉症やアトピーにも！「アレルギー」対策に期待できる菌	

アレルギーは免疫力をアップさせることで、改善できると
いわれています。L-55 乳酸菌や L-92 乳酸菌、ビフィズス菌
G9-1、植物性乳酸菌 Th221 などがその効果を期待できる菌
になります。（※ 2）
•	 飲み会が多い人へ！「肝機能改善」に期待できる菌 

悪玉菌が多くなると、肝臓に負担がかかります。そのため腸
内環境を整える植物性乳酸菌 SBL88 やエンテロコッカス・
フェカリス FK-23 が効果的。（※ 2）
•	 心が疲れている人には！「ストレス」対策に期待できる菌	

イライラしてしまったり、うつのような症状がでてしまった
りと、生活する上で心が疲れてしまうことは少なくありませ
ん。ヨーグルトには脳をすっきりさせてくれたり、ストレス
から胃や腸を守ってくれるものがあります。プレミアガセリ
菌 CP2305 や B. ビフィダム Y 株がそうです。
•	 日本人必見！「歯周病」対策に期待できる菌 

30 代以上の 3 人に 2 人は「歯周病」の所見があるため、国
民病と言われていますが、ヨーグルトに含まれる菌の中には、
虫歯や歯周病菌を抑制したり口臭を抑えてくれるものがあり
ます。乳酸菌や LS1L8020 菌、L. ロイテリ菌プロデンティ
ス株がそうです。
•	 胃の健康に！「ピロリ菌」対策に期待できる菌 

胃炎や胃潰瘍など、胃の病気と深い関わりがあるピロリ菌。
一度感染してしまうと、除菌しない限り胃の中にい続けてし
まいます。そのピロリ菌の除菌成功率を高めたり、抗ピロリ
菌物質を作ることができるヨーグルトがあります。乳酸菌
OLL2716 株、植物乳酸菌 SN13T、L. ロイテリ菌プロテクティ
スの入っているものです。

FOOD & HEALTH
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ルイボスティーって何？

ルイボスティーの効果ってどんなもの？
　新陳代謝を促してくれる効果あり。新陳代謝が高まると、老
廃物を排出し新しい肌が再生されます。そのため肌トラブルも
少なくなり、健康で美しい肌を保てるように。
　肌は夜寝ている間に新陳代謝が行われ皮脂も分泌されるの
で、朝はしっかり洗顔料を使って落とすことが大切です。
　新陳代謝が活発になることで、血流アップへと繋がるので血
行不良からくる肩こりや冷え性の改善対策としても新陳代謝を
よくするよう意識したいところ。

美肌に導く！抗酸化作用もあるルイボスティ
　緑茶やルイボスティー、マテ茶は新陳代謝を促す効果が期待
できます。
　マテ茶は飲むサラダとも言われ、豊富なミネラル成分により
新陳代謝をアップ、食物繊維も豊富に含んでいるので、腸内環
境も整えてくれると人気が高いお茶です。
　緑茶やルイボスティーには、抗酸化作用があります。体内だ
けでなく肌の新陳代謝も高めてくれ、老化を防ぐ嬉しい作用が
期待できます。

ダイエット中にもおすすめの飲み物
　飲み物や食べ物のカロリーは、ダイエット時どうしても気に
なるものですが、お茶はノンカロリーのものが多く、コーヒー
や紅茶のように、ミルクや砂糖を足すこともないため、ダイエッ
ト中の飲料としては理想的だと言えるでしょう。
　お茶と一口に言っても、お茶の種類や成分はさまざま。例え
ば緑茶なら血糖値の改善が見込めると言われており、ビタミン
C が豊富なので美肌作りにも効果を発揮すると期待されていま
す。また、烏龍茶は脂肪の吸収を抑え、整腸作用も期待できる
と言われています。
　ただし飲み過ぎてしまうとむくみやすくなったり、カフェイ
ンを摂りすぎると睡眠を妨げたりする可能性もあると言われて
いるので、飲むタイミングや量には注意した方がいいかもしれ
ません。

ルイボスティーってこんなお茶
　ルイボスティーの原料となるルイボスは、マメ科のアスパラ
トゥス属の一種。
　南アフリカ共和国のケープタウンから 250km、セダルバー
グ山脈の中腹で育ちます。針葉樹のような細くとがった葉が特

徴で、紅茶や緑茶などの「チャノキ」とは異なります。
　濃い赤い色からは想像できないぐらいクセのない味で、タン
ニンが少ないので渋みもなく、ほのかに甘みがあります。

世界でただひとつ！ルイボスティーの産地
　セダルバーグ山脈は常に強烈な日差しに照らされ、朝晩の気
温差が時には 30℃以上にもなるという過酷な環境。
　ルイボスは、砂漠のようにも見えるその酸性の土の地中深く
に根を張り、水分やミネラルを吸い上げます。
　数々の健康効果をもたらすルイボスティーの成分は、こうし
た厳しい環境の中で生き残るために生まれたようです。

厳しい環境がルイボス生育のひみつ？
　セダルバーグ山脈は常に強烈な日差しに照らされ、朝晩の気
温差が時には 30℃以上にもなるという過酷な環境。
　ルイボスは、砂漠のようにも見えるその酸性の土の地中深く
に根を張り、水分やミネラルを吸い上げます。
　数々の健康効果をもたらすルイボスティーの成分は、こうし
た厳しい環境の中で生き残るために生まれたようです。

現地で愛される「不老長寿の飲み物」
　現地でも古くから愛飲されてきたルイボスティー。
　アフリカの人々は「不老長寿のお茶」と呼んで重宝してきま
した。現代でも、各家庭には必ずと言っていいほど常備され、
カフェやレストランでも当たり前のようにメニューになってい
るお茶なのだそうです。

ルイボスティーは発酵食品？！
　ルイボスはマメ科の多年草なので、緑茶や紅茶、ウーロン茶
などの「チャノキ」から生まれるお茶とは違います。
　しかし、同じ「チャノキ」から緑茶と紅茶が生まれるように、
ルイボスティーにもグリーンとレッドが存在します。
　両者の違いは「発酵させているかどうか」。発酵させずに乾
燥させたものがグリーン、発酵したものがレッドです。発酵と
いっても、醤油や味噌のように微生物の働きによって発酵する
わけではありません。
　茶葉が発酵するのは酵素の働き。どれだけ発酵させるか、ど
こで止めるかによって味や香りも変わってきます。

グリーンルイボスティーとレッドルイボスティーの違い
●グリーン（未発酵）ルイボスティー
・抗酸化作用のあるフラボノイドがレッドの 10 倍と豊富
・香りにくせがなく、さっぱりしている
・発酵しないよう管理するため高価

●レッド（発酵）ルイボスティー
・グリーンと比べると味わい・香りともに濃厚
・ほのかな甘みがある
・身近で手に入り、続けやすい価格

　多くの健康効果があるルイボスティー、ルイボスティーは現
在いろいろなところで手軽に手に入れることができるため、お
家で手軽に飲むことができます。風味が異なることもあるので、
美味しいと感じることができるものを選ぶのがよいでしょう。
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SHOPPING
「ヴィーガンコスメ」市場が急成長

　ヴィーガンの食生活を実践している消費者は、ごく少数だろ
う。ところが、ヴィーガンコスメ市場は成長の一途をたどって
いる。2027 年には 214 億ドル規模に達する見込みだ。
　ヴィーガンコスメとは、動物由来の原材料を一切使用してい
ない基礎化粧品やメイクアップ商品のこと。決して新しいもの
ではないが、需要が右肩上がりで伸びているようだ。

　小売とテクノロジーを専門にコンサルティングと調査を行う
米企業コアサイト・リサーチの美容業界アナリスト、エリン・
シュミット（Erin Schmidt）は、「クリーンなカテゴリーはい
まや、美容業界では常識となっている。ユニークなサブカテゴ
リーの好例がヴィーガンコスメで、かなり人気が出ている」と
話す。
　ヴィーガンコスメによく使われている原料がマッシュルーム
で、このカテゴリーそのものが根底から拡大を続ける機会を生
んでいる、とシュミットは指摘する。
　調査会社リポートリンカー（ReportLinker）の報告書によ
れば、ヴィーガンコスメの世界市場は、2020 年は推定 151
億ドルで、2027 年には 214 億ドルに達する見込みだ。また、
2020 年における米国のヴィーガンコスメ市場は推定で 41 億
ドルだった。
　データ分析企業「1010data」によると、ヴィーガンコスメ
のオンライン売上は 2020 年に 3 億 4200 万ドルを超え、前年
比で 83% 増加した。
　ヴィーガンというカテゴリーは、かつてはニッチとみなされ、
動物由来の原材料を使用した一般的な非ヴィーガンコスメには
勝てないと考えられてきた。非ヴィーガン製品の多くは老舗コ
スメブランドのもので、長い歴史と科学的な研究という裏付け
があったからだ。
　しかし、時代は変わった。たとえば、化粧品小売りチェー
ンのブルーマーキュリーは、ヴィーガンコスメシリーズ

「Lune+Aster」を展開しており、そのうちのひとつ「Eclipse 
Mascara」は、同チェーンのマスカラ部門売上ナンバーワンだ。
　古来女性は、唇を赤く染め、キレイに見せるためのメイクを
してきました。日本女性が昔から使っていたのが、キク科ベニ
バナ属の一年草 “紅花”から作った“紅”。そんな伝統的な紅を、
日本で唯一いまも作っている「伊勢半本店」があります。日本
の伝統コスメ・紅の歴史や作り方などは、目を見張るものがあ
ります。こうして新しい方法でできた自然志向の化粧品ができ
てきているのは素晴らしいですね。

アメリカでうまく節約
　節約したくても、何から手を付けたら良いかわからないと
いった方参考になさってください。

日々の支払いの見直し
月々の支払い。支払い日までにそれぞれの支払先にお金が振り
込まれるように銀行口座で設定する。
私の場合は支払日を 2 回に設定しています。

買い物リスト
事前にリストを作って買い物に行き、それ以外の商品は飼わな
いようにする。すでにある野菜とかを 2 重に買ってしまうこと
もなくなります。
最近教えて頂いた方法は、オンラインで注文し届けてもらう方
法。これならまったく無駄遣いをすることがありません。

小　銭
クレジットカードでの買い物ばかりだとは思いますが、たまに
出る小銭専用の瓶にためて、ドル札は分けて封筒に入れておき
ます。ある程度たまったら銀行、もしくは手数料はちょっとと
られますが、グローサリストアにある小銭を紙幣化してくれる
便利な機械「Coinstar」で紙幣に交換。思ったよりもすごい金
額になったりします。

収　納
家がきれいに片付いていると、何がどこにあるかわかるので、
無駄な買い物が減少。本当に必要なものを買うことになるので、
家もすっきり。

購読、利用料金、会費の見直し
自動引き落としになっている購読料やクレジットカードの年会
費、ジムの年会費、コスコやサムズの年会費。
自分にとっての必要性をもう一度再確認し、直ちに節約。

月々の支払いの見直し。
• ケーブルやインターネットの料金。
• 携帯電話の料金の保険を取り除くだけで、年間かなりの金

額が節約できる
• ガス料金の見直し。ガス会社によって料金体制が違うので

比較してみる。

その他
節約を効率よく運営するには大まかな予算を設定すること
50％ 生活に必要な支出
30％ 欲しい物
20％ 貯金

　予算の割合以上の支出をしないこと、そして貯金の割合は変
えずに、その予算内で生活ができるようにするといいです。
携帯電話、ガス代、ケーブル料金など、自分の取り組みによっ
て費用が削れるものは意外とあります。
　是非ご検討してみてください。

SHOPPING
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人とモノのブランディング
コンサルティング

◆新緑のライムグリーンから深緑グリーンの世界へ
　6 月 5 日は二十四節気の芒種（ぼうしゅ）です。稲や麦などの穂先にある針のような突起を、芒（のぎ）とい
いますが、その芒（のぎ）のある穀物の種をまく季節ということから芒種と言われています。芒種の頃に梅雨入り・・
と、このコラムを書いていたら・・・私が住んでいる近畿地方が「例年より３週間も早く梅雨入り！しかもこれ
は観測史上最も早い」とタイムリーなニュースが飛び込んできました。これから梅雨明けまで雨空が続き湿度が
高くうっとおしい日が続きますが、その間、新緑の若葉たちは雨の恵みをたっぷりと吸収し、更にしっかりと根
を張り深緑の葉を茂らせ 季節は 6 月 21 日の夏至へと向かいます。

◆さて、５月号の診断チャートいかがでしたか？
　あなたは何タイプの診断が出たでしょうか？
シンボルマークはそれぞれ「決断」「創造」「協調」「堅実」というの４タイプに分類されています。
各性格の特性を今から順番にご紹介しますね！

『私達は色のシャワーを浴びて暮らしている！』

カラー

山本　邦子　
カラーコンサルティング MICHEL 代表
大阪市船場生まれ育ち　奈良在住
本気の夢実現を応援するカラーコンサルタント歴 18 年
色彩心理をベースにした「カラーコンサルタント」として
企業での研修やシニア大学の講師を務める

＊ カラータイプ ® 協会マスターインストラクター
＊ カラーアナリスト
＊ 心理カウンセラー
＊ 数秘マスター
＊ ( 公財 ) 日本スポーツ協会公認コーチ２
＊ セミナー・研修講師 / 色彩心理 /
　　　　相互理解とコミュニケーション / ブランディング
    2020 年ミスグレート世界大会委員
    2020 年ミスユニバース奈良代表講師
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太陽のマーク⇒パワーとスピード、ナンバーワン重視の「決断」タイプ
見た目の印象はインパクトがあり、華やかでエネルギッシュ、とても目立つ人。
自分の考えをしっかりと持ち、何事も強い意志で即行動。

星のマーク		⇒		夢と感性と個性、オンリーワン重視の「創造」タイプ
独特の空気を醸し出している個性的な人で、自分のアンテナと感性を大切にす
る人。感性が合う事や、おもしろい、楽しいを感じて直感的（ノリ）で行動。

ハートマーク		⇒		愛と共感と気配り、ありがとう重視の「協調」タイプ
心優しく協調性があり、いつも人のことを気にかけ寄り添える人。
人からの愛と感謝を感じて感情的に行動。

木のマーク		⇒		安心安全、信頼重視の「堅実」タイプ
理論的で実用性を重視する、地に足の着いたしっかりした人。
正義感と常識を遵守して常識的な行動する。

◆更に、カラータイプ ®個人診断とコンサルティングではこんな事もわかります（要予約：zoom にて賜ります）

＊ 私って本当はこんな人？！完全版診断シートによるご自身の 4 つのタイプ判定から、２～３タイプの複合型の診断、
色彩心理診断など。

＊ それぞれの色のポイントから心理の共通性・相違性からご自身の複雑な心の中を知ることができ、そこから個性や価
値観といった「本質」や普段見過ごしがちな「潜在意識の問題点」そして「潜在意識が向かっている未来（ベクトル）」
が分ります。

◆そして、アドバイザー認定講座（カラータイプ入門編）を受講されると
　自己理解から他己理解へ。仲良しさんは勿論のこと、少し苦手な人のことも知ることができます。何を考えてその行動
をとるのか？その態度にはどんな意味があるのか？４タイプ別の特徴的な行動パターン、思考パターン、価値観、コミュ
ニケーション方法を知ると職場や家庭での人間関係が円滑になります。それが、色彩心理をもとに開発された思い遣りの
コミュニケーションツール「カラータイプ ®」です。
　カラータイプ ® 認定講座はそんな「自分を知り、人を知る」ためのカラータイプ ® 診断の方法が学べる認定講座です。（認
定資格、プロ取得コースあり）今までの貴方の人生丸ごとを生きた経験として活かすことができます。

◆こんな方にカラータイプ診断はおススメです！
• 客観的に自己理解・長所・短所など問題点の分析をしたい！
• コミュニケーション力をつけたい！
• 経営者やチームリーダーとして組織構築と効率を高めたい
• 家族、職場やサークルなどでの人間関係・苦手な対人関係を克服したい！
• 親として、子どもの気質や育て方（伸ばし方）を知りたい！　
• 人の心理に興味関心がある

どうぞお気軽にお問合せ下さい！

カラーコンサルティング　MICHEL　https://ameblo.jp/michel925
（一社）カラータイプ協会マスターインストラクター　　　山本邦子

Instagram　　    Facebook　　　　    HP
↓↓↓お問い合わせはこちらからお願いします
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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

modern+whimsical
〜 PERSONIFY SHOP編〜

　2017 年に Duluth Downtown にオープンした雑貨屋さん『PERSONIFY SHOP』。初
めてお店に入った時、「ここにもこういうテイストが好きな人がいるんだ！」とすごく嬉
しくなりました。アトランタに来た時、色んなお店のロゴや看板に使われるフォントを見
て、「もしかしてアトランタは、可愛い系の物は少数派？」と思ったんです。お店の看板
に並ぶ文字は太め固めのフォントが多く、細い筆記体を使ったロゴは少なめ。もしかした
らアトランタは車社会なので、走行中の車中からも見えるように、敢えてデザイン性より
見え易さを重視しているのかもしれません。売ってるアクセサリーや服も、どちらかとい
うと「可愛い」より「カッコイイ」系寄りの物が多い気がします。インテリア雑貨はシャ
ビー加工が施されたファームハウススタイルの物が多く、それも素敵で好きなのですが、
こうなると色がある可愛い系の物も恋しくなって来ました。この PERSONIFIY SHOP は、
間違いなく「可愛い」系！白く明るい店内にあふれる、柔らかなパステルカラーの洪水に、
一気にテンションが上がります。作家のオリジナル商品を取り扱ってるのも魅力の一つ。
可愛いだけではない、クリエイティブな雑貨達は見てるだけで楽しくなって来ます。お店
のホームページには、「modern+whimsical goods」と書かれています。「モダンで独創
的で楽しい雑貨達」というニュアンスでしょうか。そのコンセプトの通り、ちょっと不思
議でクスッと笑えるような個性的な雑貨も鎮座しています。ここでしか手に入らない物を
探したい時は、是非 PERSONIFY SHOP へ！

【フラワーベース】
北欧スウェーデンを思わせるシェイ
プ。ヤクルトのような美味しそうな色。

【ペーパーウェイト】
ここ数年、半球型ペーパーウェイトをよく見掛け
るようになりました。ポジティブな声掛けが元気
をくれる！

【鍋敷】
イシンギ草とサイザル麻で
作られたルワンダの伝統工
芸品。カラフルな色合いと、
手作業の温もりを感じる風
合いが絶妙。

〜 PERSONIFY SHOP 〜
3550 W Lawrenceville St, 
Suite 320, Duluth, GA
Tel : 770-776-5812
HP : personifyshop.com 【人魚】

普段は壁にオ
ブジェとして
飾っても可
愛い、ボト
ルオープ
ナー。

【ピアス】
バイカラーの大ぶり
なアクリルピアス達。
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【シマウマウォールデコ】
ボク、こう見えてシマウマ。モノクロじゃ
ないゼブラ柄を見せつけてやる。

【ヒゲ男爵花瓶】
カモミールやユーカリ
が似合いそうなヒゲ男
爵。口下の丸 2 つはヒ
ゲなのか割れた顎なの
か、誰か教えて下さい。

【ウッドピアス】
チーターのような柄が手描きされたウッドピアス。他にも
デイジー柄やエスニックな柄バージョンがあります。

【Duluth T シャツ】
地名グッズは、その地に縁がある人にとっては気になるもの。

【モビール】
Blabla kids の 編 み ぐ る み モ
ビール。ライオンがサーカスの
輪をくぐってるような躍動感。

【ワンピース】
ドロップショ
ルダーからの
パフスリーブ
が特徴的な、
淡い橙色のワ
ンピース。弓
形に配置され
た腰紐、切り
替えギャザー
や前後アシン
メトリーな丈
など、こだわ
りが詰まって
ます。
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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

海老とトマトの
ふんわり卵炒め

材料（2～ 3人分）
・小海老…..................10 ～ 12尾（130～ 140g）
・卵…....................................................................4 個
・トマト…...........................大 1 個（200g くらい）
・にんにく….................................................... 1 かけ
・マヨネーズ…............................................ 大さじ 1
・スイートチリソース…............................. 大さじ 2
・顆粒鶏ガラスープ….........................小さじ 1／ 2
・塩…適量
・ブラックペッパー….........................................適量
・イタリアンパセリなど….................................適宜
・炒め用油…................................................ 小さじ 2

1.. ボウルに卵を割り入れて、泡だて器で溶いたら、マヨネーズを加えてかき混ぜる。（完全に混ざり切らなくても、マヨネー
ズが小さい粒状態になれば大丈夫です。）.
ふんわり卵のポイントは、マヨネーズ！マヨネーズの油分が卵に混ざってふわっとした食感に仕上がるのと、出来上がり
にコクを出してくれます。

2.. 熱したフライパンに炒め用油をひき、①を流し入れたら、菜箸で縁から中央に向かって輪を描きながら混ぜる。
3.. 半熟のスクランブルエッグになったら、火を止めて、一旦、取り出しておく。
4.. 同じフライパンにみじん切りにしたにんにくを香りが出るまで炒めたら、海老を加えて 7～ 8割ていど火を通す。（油が
足りない時は、足して下さい。）

5.. トマトと顆粒鶏ガラスープを加えて、トマトが温まったら、③を加える。
6.. スイートチリソースを加えたら、卵を軽く崩す。
7.. 塩とブラックペッパーで味を調えたら、皿に盛り付ける。
8.. お好みで、イタリアンパセリを飾って出来上がり。パクチーや小ねぎを散らしても、美味しく頂けますよ！

ぷりぷりの海老とほど良い酸味のトマトに、ふわっと炒めたスクランブルエッグが絡んだ、シンプルなのにお箸が止まらない 1品です。
※水 2カップに片栗粉大さじ 1～ 2（分量外）を溶き、その中で海老を洗うと、汚れや臭みが取れます。使う前に流水で洗います。剥
き海老を使う場合は、必要ないのでそのまま使って下さい。

身近にあるもので家族が喜ぶ簡単おうちごはん

おいしくたべよ
と作ってパッパ
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　COVID の影響で、2020 年 4 月には 14.8% という高い失
業率でしたが、1 年後である 2021 年 4 月には、6.1% まで
回復してきました。ジョージア州では、2021 年 6 月 27 日
より連邦失業保険プログラムを見送る事が決定し、失業保険
はパンデミック前の運用に戻ります。州内には、求人情報が
239,000 件以上あり、年間給与平均が $49,932 と言われて
います。特に、医療、小売業、ホスピタリティ、運輸・倉庫、
製造業での求人が多い様です。失業補償が減るという事は、
就職活動が激化する事を意味します。競争相手が多いとなる
と気持ちも焦りますが、準備をしっかりすれば大丈夫です。
今回は、就職活動を円滑に進めるために気を付ける事をお伝
えします。

　まずは、就職活動において、好ましくないポイントを見て
いきましょう。
• オンラインでの求人検索にのみに頼る
• 選択肢に多数の制限をかける
• SNS サイトのアカウントを整理しない
• 同じ履歴書をすべての求人に提出する
• 自分の市場価値を知らない

　携帯電話から手軽に求人検索できる時代ですが、実は
80% 近くの求人が非公開求人と言われていることをご存知
でしょうか？ LinkedIn や Indeed などのキャリアサイトや、
Google for Jobs など、簡単に情報が入り、とても便利なオ
ンライン検索ですが、併用して、リクルーターや企業採用担
当者、入社したい企業にお勤めの方から直接情報を収集する
と、更に就職への近道となります。また、ネットワーキング
に参加したら、思いがけず理想の仕事に辿りつくケースや、
大学のキャリアセンターで希望する仕事を見つけた方もい
らっしゃいます。オンラインに限定せず、様々な方法で情報
を得る事をおすすめします。

　二つ目の“選択肢に多数の制限をかける”ですが、あまり
に条件に制限をかけると、自身の可能性を狭める結果になる
場合があります。例えば、役職名にこだわり仕事を探す場合、
企業規模や業界により、同じ役職名でも仕事内容が全く異

なる事があります。そのため、この場合は役職名のみならず、
仕事内容やスキルを幅広く見る必要が出てきます。自分の希
望する条件だけで絞ると、実は非常に狭い範囲でしか見てい
ないという事が起こり得ます。そのため、仕事を探す場合は、
あまり制限をかけ過ぎず、希望より少し広めに見る方が理想
の仕事に出会える可能性が増すでしょう。

　三つ目の“SNS サイトのアカウントを整理しない”ですが、
応募者が採用担当者を検索するように、採用担当者が応募者
の検索をする可能性も考えられます。公開する情報が自分の
求職活動にどのような影響を与えるかを理解し、節度を持っ
た利用を心がけましょう。

　最後に、自分の市場価値を理解しておくことは、とても大
切なポイントです。現在の雇用市場は数年前とはまた異なっ
た動きになっています。オンラインで得られる情報も多く
ありますが、市場についてのこれまでの動向や最新情報は、
人材会社のリクルーターが豊富な情報を持っています。就
職活動で困ったことがある場合は、ぜひ弊社のリクルーター
までお気軽にご相談下さい。

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

バイリンガル求職者の
就 職 ・ 転 職 事 情

バイリンガル求職者の就職・転職事情◎ PASONA
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anisatlanta.comanisatlanta.comタウン
情報

ANIS
ATLANTA

Monthly Japanese Community Magazine

あなたのビジネスをアニスアトランタのタウン情報に
リスティングしてみませんか？リスティングは無料です。
ウエブからお問い合わせください。

アニスアトランタのウエブに掲示板を作成しました。
知りたい情報を探せるオンラインの交流広場にご利用ください。
個人、法人を問わずどんどん投稿してください。

• イベントの告知や募集
• サークルメンバー募集
• お料理教室などの案内
• ボランティア
• 個人売買

• 期間限定メニューの告知
• 新規オープン店舗の案内
• キャンペーンのお知らせ
• ベビーシッター
• 知りたい情報の投稿など

広告募集
クラシファイド ･ 求人広告 ･ 取材記事 ･ 連載コラム・
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。

E-mail: infojp@anisatlanta.com Text: 404-510-8534お問合せは
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渡航制限対象国からの渡米方法
　トランプ政権による特定の新規ビザ申請の禁止措置はなく
なったものの、新型コロナの感染率の高い国からの入国は依然
として禁止されています。一般に、渡米前の 14 日以内に入国
制限対象国に滞在した人は、アメリカに入国することができま
せん。現時点においては中国、イラン、ヨーロッパ各国、イギ
リス、アイルランド、ブラジル、南アフリカ以外にも、最近の
変異型ウィルスの発見により、インドも入国制限対象国のリス
トに追加されました。入国制限対象国のリストは随時訂正され
ていますので、CDC のサイトを参考のこと。https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/from-other-countries.
html

【緊急面接リクエスト】　なお、入国制限対象国からの直接の渡
米は許されていませんが、アメリカのビザを申請することはで
きます。ただ、地元のコロナの蔓延状況によりビザ面接自体に
制限がかかっているために、国によってはなかなかビザの面接
予約が取れない状態が続いています。希望時期にビザ面接の予
約が取れない場合は、緊急面接リクエストを提出することがで
きます。緊急性が認められれば、早い時期のビザ面接をとるこ
とができます。緊急理由としては、医療、 葬儀 / 死亡、 緊急商
用渡航（会社への損害、3 か月以内の研修）、 学生または交流訪
問者（プログラム開始 30 日以内）、などが該当します。

【アメリカ入国方法】　入国制限対象国でビザが無事に発行され
れば、次にアメリカへの入国方法を検討しなければなりません。
アメリカ入国予定日から 14 日以内に入国制限対象国に滞在し
ていれば、一般にアメリカへの入国は認められません。その為、
アメリカに入国するためには国益例外を申請する、或は、入国
制限のない国に１４日以上滞在してからアメリカに入国する方
法を検討しなければなりません。
•	 国益例外申請。重要インフラ需要をサポートするために渡

米する者、或は学生、報道者、特定の交換訪問者などに該
当すれば、ビザを申請した米国大使館或は米国領事館で、
国益例外を申請することができます。重要インフラには、
化学、通信、ダム、防衛産業基盤、緊急サービス、エネル
ギー、金融サービス、食品・農業、政府施設、医療・公衆衛生、
IT、原子炉、輸送、水システムなどが含まれます。国益例外
が認められれば、入国制限対象国からアメリカに直接入国
することができます。通常はビザを発行した米国大使館か
米国領事館で国益例外を申請しますが、入国予定の空港の
CBP (Customs and Border Patrol) で直接申請できる場合も
あります。
▶ 米国大使館・領事館への申請。通常ビザが発行されたら、

その米国大使館か米国領事館で国益例外を申請します
が、申請国によって申請方法が異なります。学生で学期
開始間近であれば、別途国益例外の申請しなくても自動

的に国益例外を検討してくれる場合もあるので、米国大
使館・領事館のウエブサイトで申請方法を確認する必要
があります。

▶ 米国 CBP への申請。アメリカの入国先空港によっては
CBP が独自の入国規定を設けており、滞在先の米国大使
館や米国領事館が閉鎖などの理由で国益例外を申請でき
ない場合、或は米国大使館や領事館からの回答がなかな
かこない場合などは、その理由を説明して直接に CBP に
国益例外を申請することができます。なお、空港によっ
ては、自国の米国大使館や米国領事館に国益例外を申請
をしなくても、直接 CBP に申請できることもあるので、
入国予定場所の CBP の最新の入国条件と国益例外申請情
報を確認する必要があります。

•	 第３国からの入国。その他には、入国制限のない第 3 国に
14 日以上滞在してからアメリカに入国することも検討でき
ますが、アメリカの入国場所によっては、入国制限対象国
を離れてから 14 日経過後に渡米の航空券を購入するように
アドバイスしているところもあるようです。つまり、CBP
から航空会社に連絡がいき、渡航禁止国を離れてから 14 日
以上が経過していても、14 日が経過する前に米国行航空券
を購入した場合、入国官によっては航空券購入時点でアメ
リカへの入国を試みたと判断し、米国行飛行機への搭乗を
拒否することもあるようです。従って、第３国経由でアメ
リカに入国する場合で米国行航空券を事前に購入した場合
は、米国行飛行機に搭乗できるか事前に航空会社に問い合
わせた方がよいでしょう。問題があれば、他国での１４日
待機が終わってから航空券を購入し直すなどのオプション
を検討したほうがよいでしょう。

【搭乗から 72 時間以内のコロナ検査】　国際路線渡航の場合、
２歳以上の旅行者は、搭乗前の 72 時間以内に新型コロナのテ
ストを受け、陰性結果証明を提示しなければなりません。アメ
リカに渡航する場合は https://www.cdc.gov/ を参照のこと。ま
た、日本に帰国する場合は、日本の厚生労働省指定の検査証明
用紙があるので https://www.mofa.go.jp/files/100177968.pdf
を参考のこと。

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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1600 Parkwood Circle, Suite 200, 
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E-Mail: mokura@taylorenglish.com
www.taylorenglish.com
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我楽多横丁こぼれ話◎野呂利　歩

　 何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって、
互いに相手を自分よりも優れた者と考え、めいめい自分のこ
とだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。  　　
　　　　　　　　　　　　フィリピ人への手紙 2 章３−４節

　人は、小さい『言葉』で、人の心を大きく傷つけることが
できます。　逆に言えば、人は誰かの小さい『言葉』で、心
が大きく傷ついてしまいます。出て行った『言葉』は、取り
返せません。
　時に、私たちは、公の場で、余り深く考えないで言葉を発し
てしまい、思わず相手を深く傷つけてしまうことがあるので
はないでしょうか。それに気づいて、謝ることが出来て、和
解が成立すれば幸いです。しかし、相手が思った以上に傷つ
いてしまっている場合もあります。そんな時、傷つける場合も、
傷つけられた場合も、その根源は自己中心的な思いと、その
思いから発する言葉にあるのはないでしょうか。

　ある神学者が、人間の自己中心性を分かりやすく書き表し
ています。

「おかしいではないか。他の人があることをするのに、長い時
間かけていると、あいつはのろいといい、自分だと、忙しいか
らと言う。　他の人が頼みもしないことを勝手にすると、で
しゃばりといい。自分がそれをすると、積極的だという。他の

人が自分の意見を強く主張すると頑固だと言い、自分の時は、
しっかりしていると言う。　他の人が、エチケットを守らな
いと乱暴だと言い、自分がそれを無視した場合はそれを個性
的と言う。」　
—中略−　「おかしいではないか。それとも、それが当たり前
なのだろうか。」　

　他人を計る時と、自分を計る時の『はかり』が違う、と言う
ことですね。誰もが、自分を振り返る時、同じ様なことをし
ているのではないでしょうか。　私たちは、自己中心で、他人
を批判し、他人に謝ることが出来ない、非常に頑固な心をもっ
ていることを、上記の聖書のことばが言い表しています。『聖
書』という書物には、当たり前のことが書かれているのですが、
それを日常生活で実行するのは難しいかもしれません。それ
でも、『聖書のことば』を、心に留め、少しでも、利己中心性
から解き放たれ、少しでも、へりくだった心を持ち、少しでも、
他人のことを思いやり、少しでも、他人のことを考える。そ
んな、穏やかで平穏な心をもって、日々を過ごしたいですね。

　いつも、私たちのことを考え、見守り、祝福しようとして
くださっている御方がいます。　その御方‥天の父なる神は、
この世の始まりからずっと、今も、私たちとの和解を望んで
おられます。　神は愛です。　私たちは愛されています。

　味に少々うるさい外国人でも初めて日本に行って食べ物に
触れてびっくりすることが多いようだ。ヨーロッパで美味し
いケーキを食べ慣れているドイツ人が「なんでこんな外れた
町でヨーロッパでもお目にかかれない美味しいケーキを売っ
てるんだ」とか、フランスのパンが世界最高と思ってたフラ
ンス人が日本のパンの美味さに舌を巻き、菓子パンの豊富さ
に度肝を抜かれているのだ。

　日本の食生活は恐らく世界に比類がないくらい奥深く幅広
いのだと思う。生に始まり煮て、焼いて、揚げて、蒸す。食
材もピンキリだが、あの小さな鰯の稚魚をしらす干しやちり
めんじゃこで食べたり、アメリカ人なら見向きもしないシジ
ミが佃煮に化ける等、想像もつかないだろう。

　こうしたバラエティに富んだ食文化の中で育った日本人は
飛び切り舌が肥えている。だから、外国人が日本人相手に商
売をしようとすると大変な困難さを伴い、多くの場合は失敗
するのである。ファーストフードはその典型だ。バーガーキ
ングは３度の挑戦で挫折した。３度目の挑戦は、「我々は過
去の二度の失敗で多くを学び、今度こそ成功させる」と豪
語していたにもかかわらずだ。ウェンディーズも沈没した。

そして、開店当初は長蛇の列で何時間も待たされたクリス
ピー・. クリーム・ドーナツも今や細々と食いつないでいる。

　マクドナルドは健闘しているではないかと言われるだろう
が、これは歴史が違う。今からおよそ 50 年前、ファーストフー
ドの将来性を見越した藤田田という経営者を得て事業展開し
たが、定着せず一度撤退。藤田田の再挑戦で悪戦苦闘の末現
在に至った。当初の失敗はアメリカ本社の「アメリカン・テ
イスト」の頑ななゴリ押しによる。「アメリカ No1 の味が日
本人に合わないはずがない｝と。

　逆から見た面白いエピソードがある。今から 10 年以上前
の話だが、二人のアメリカ人が初めて日本に出張し、ハン
バーガーを食べた。仕事を終え帰国の途に就いた二人が飛行
機を降りコンコースに出た途端、向かったのはマクドナルド
だった。「ハンバーガーはこれに限るぜ」と言ったとか。人
それぞれの食に対するテイストは生まれ育った所で決まるか
ら、彼らの行動もよくわかる。だからこそ、日本人相手に食
べ物の商売をする時、相手が、「The most discerning people 
in food on this planet」であることを認識しないと成功はお
ぼつかない。

野呂利　歩

味にうるさい日本人

我楽多横丁こぼれ話

聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉 By ますみ
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親子の会話で、子供の夢の芽を育てよう！
　今回のテーマは夢。近年将来の夢がもてない子供たちが増
えています。子供が夢を育むのは、親との関わり方次第です。
子どもたちの『夢育て』をどう応援していけばいいのでしょ
うか。心理セラピストの星先生のお話をご紹介します。

夢はがんばる力の源
　夢は、心の中から湧き
上がってくる、「こうなり
たいなぁ」という思いで
す。本来は、誰でも大な
り小なり夢をもっていま
す。可能性がたくさんあ
る子どもなら、なおさら
です。しかし、今の子ど
もたちは、昔に比べ、夢
をもちにくい社会に生き
ています。物質的に恵ま
れ、だいたいのものは望
めば親から買ってもらったり、言うとおりにしてもらった
り・・・。そのため「～がほしい」や「～になりたい」とい
う願望をもちにくいのです。
　夢はがんばる力をくれます。夢があるから意欲をもち続け
られるし、困難があってもあきらめず、また挑戦できるので
す。子どもの夢を育むヒントは、家庭にあります。親の上手
な関わりや声かけで、子どもは夢を広げ、夢を実現する力を
身につけていくことができるのです。

夢の芽を大切にしよう！
　お父さん、お母さんの小さい頃の夢は何でしたか？学校の
先生、歌手、スポーツ選手など様々でしょうが、小さい頃か
ら、同じ夢を持ち続けていた方は少ないのではないでしょう
か。幼児や小学校低学年の子どもは、その時の好奇心や興味
で、夢はどんどん変わっていくものです。むしろ、様々な夢
の“芽”をもたせてあげたほうがいいのです。
　子どもが「～になりたい！」と言ってきた時、どう応えま
すか？「どうせ夢なんて、ころころ変わるんだから」と聞き
流したり、「難しいよ」と否定したり・・。親は自分の経験や
知識から「なる」「なれない」と、すぐに判断してしまいがち
です。これでは、せっかくの子どもの夢の“芽”がしぼんで
しまいます。
　まずは、子どもの言ったことを、「なれたらいいね」と受
け止めて、共有してあげましょう。そうすれば、子どもは「親
が自分の夢に関心をもってくれた」と感じて安心できます。
そして、たとえその夢をあきらめたとしても、いろいろなこ
とに興味をもち、また別の夢を育んでいけるのです。

本物を体験して夢を大きく広げよう！

　夢が実現可能かどうかを判断するのは、子ども自身です。
そのためには、子どもの夢の対象をしっかりと見る必要があ
ります。できる範囲で、夢に関する本物を見せたり、近い体
験をさせてあげられるとよいですね。
　例えば、夢が「ピアニスト」だったら、生の演奏会を聞き
に行ったり、「お花屋さん」だったら、近所のお店に行って、
どんな仕事を教えてもらってもいいですね。そうやって本物
を見たり、現実に触れたりすると、子どもは「これは私に向
いてない」あるいは「やっぱり、やってみたい」と、自分で
考えられるのです。
　体験から子どもが得たものを、引き出してあげることも大
事です。「どこが楽しかった？」と聞いてあげればいいのです。
幼稚園や小学校で、遠足や発表会、課外授業などへ行ってき
た時も、ぜひ感想を聞いてあげてください。
　「楽しかった」ことばかりではないでしょう。「つまらなかっ
た」時は、「どうなれば、楽しくなった？」と聞いてあげましょ
う。話すことで、子どもは自分の好きなことや興味を発見し、
新たな夢の“芽”を育んでいけるかもしれません。

がまんして、「待つ」時間を大切にしよう！
　がまんするということは、あきらめることではありません。
欲しいものがあっても、手に入れるまで待てることが大切で
す。子どもが何かを欲しがったら、すぐに与えず、一週間でも、
一日でもいいから、子どもに「待つ」経験をさせてあげてく
ださい。そしてできたら、「がまんでき
たね」とほめてあげましょう。
　小さな願望をがまんすることは子ど
もを成長させ、やがて将来の夢を実現
するための大きな力になります。大き
な夢に１歩一歩近づいていく過程は、
楽しい経験ばかりではありません。苦
労することもあるでしょう。しかし、
いつか実現することを願いながら、が
まんして努力していくものではないで
しょうか。

子育て知恵袋 in Atlanta ◎長谷川ゆかり

長谷川ゆかり子育て知恵袋　in Atlanta☺
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　思えば丁度一年前の今頃は、お店の再開どうしようかと悩ん
でいた時期でした。再開許可は降りているものの、現状を考え
ると私個人的にもそしてスタッフも全員、再開は早すぎると思
い決断を出せずにいました。かと言って、どうなれば再開でき
るのかと聞かれると当時の現状を考えると数ヶ月で収まる事態
ではなかったので ( 残念ながら今現在も )、必死にタイミング
を探していました。そんな中、私達の背中を押してくれたのは
他でもないサロンリーガのお客様方でした。
　「再開される迄ずっと待ってます」「( 再開日が ) 決定したら
朝の 6 時でも 22 時でもやってもらえるなら何時でも行きます
ので直ぐに連絡下さい」などなど、応援のお言葉と共に 500 名
近くの方がウェイティングと言う形でお待ち頂きました。その
他にも「( 連絡する事すら ) ご迷惑かなと思い SNS を毎日チェッ
クしてました」と SNS 上での再開日お知らせを待って下さって
いたり、再開を悩んでいた私達にとって「今、再開しても良かっ
たんだ」と前向きなスタートを切らせて頂くことが出来ました。
再開から約一年、沢山の事が変わりましたがその中の一つとし
て、とても興味深い事があります。お客様の髪の毛のリクエス
トの変化です。
　「ずっとやりたかったんですけど勇気が出なくて。でも人に
会わない今なら」「仕事上ちょっとどうなのかなーと思ってい
た髪型だけど、今ならお客さんとも会わないので思い切って」
と、本当に多くの方が大きなイメージチェンジを希望されてい
ます。例えば女性なら、今迄は無難なカラーばかりだった方も
ブリーチして明るくしてみたりインナーカラーなどで遊んでみ
たり。男性なら伸びた髪を利用してデザインパーマをしたり。
やはり今は色々な規制がある中で生活を強いられているので何
か楽しい事を、と言う人の心理でしょうか。旅行などに行けな
い分、髪型などでお洒落をして楽しい事を増やそうとする素敵
な考えだなーと思います。
　余談になりますがお客様方が可愛くそしてカッコ良くイメー
ジチェンジされている中、とても有難い事なのですが連日沢山
のご予約を頂いている為、私達スタッフ同士の髪の毛をやり合
う時間が全く取れず、本当に恥ずかしいのですが皆何ヶ月も自
分の髪の毛は放置状態となっています…だいぶ前に流石にこれ
は、と思い一度だけ丸一日サロンを閉めさせて頂き、ビュー
ティーデイと題してお互いの髪の毛をやり合った位です。本当
に美容師失格ですね。でもお客様が「思い切ってイメチェンし
て良かったです！」と笑顔で帰って行かれる姿を見れるだけで
又私達も前に進めます。素敵なお客様ばかり、いえ素敵なお客
様しかいない、と言うことがサロンリーガの 1 番の自慢です。
いつも本当に暖かいサポートを有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　サロンリーガスタッフ一同

髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

髪＆ヘアケア

        ANIS
ATLANTA

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

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

あなたのビジネスを
強力にバックアップ

します !

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

生	活から食・教育・娯楽まで
アメリカ暮らしに必要な情報をカバー
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　アトランタ矢島カイロプラクティック・プロアスレチックト
レーナーの假屋です。今月は私が行っているメニューの１つ

「加圧トレーニング」を紹介します。
皆さんは加圧トレーニングをご存知ですか？聞いたことある
けどあまりよくわからない。。。ボディビルダーとか芸能人とか
特別な人がやるイメージ、、、そんな人が多いんじゃないでしょ
うか？
　実は加圧トレーニングの発明者は日本人です。ボディビル
ダーの佐藤義昭氏が 1966 年に発明したトレーニング法です。
ある日、佐藤氏が出席した法事で長時間正座をしていたら脚が
痺れてきたので、痺れをやわらげるためにマッサージをしよう
としたところ、ふくらはぎの張り具合がトレーニングで追い込
んだ時の筋肉の状態にとても似ていることに気がつき、それを
ヒントに加圧トレーニング法を開発したそうです。まさかの正
座きっかけの日本発祥！面白いですね！！
　その後、トレーニング法や専用器具などが開発・進化し
2000 年代には日本でちょっとしたブームになりましたよね。
その波はもちろんアメリカにも到来し、ボディビルダーなどを
中心に浸透していきました。そして、効果や安全性、低負荷な
どのメリットが着目され始めた 2010 年代からはフィジカルセ
ラピストやアスレチックトレーナーがリハビリに多く取り入
れるようになりました。
　加圧トレーニングは脚と腕のつけ根を専用のベルトで締め
付け加圧し、血流量を適切にコントロール ( 制御 ) した状態で
行う筋肉トレーニング方法です。血流が制限された状態で筋ト
レを行うと加圧した四肢に乳酸がたまります。トレーニング
後、加圧を外す ( 除圧 ) ことで溜まっていた乳酸が体内に流れ
出すと脳が高度の負荷がかかる運動をしていると勘違いを起
こし、体を回復させようと成長ホルモンやアドレナリンを分泌
させます。この分泌こそが筋肉を大きく増量させるのです。
　脳が勘違いしてくれるお陰で加圧トレーニングは、実際は
軽運動程度なんだけれどもハードな運動並みの効果が得られ
る、かなりお得なトレーニング方法です！通常の筋トレに比べ
て『低負荷』・『短時間』で結果が出るので、怪我や病後のリハ
ビリだけでなく、女性や高齢者、運動に苦手意識を持っている
方にもハードルが低く、はじめやすいトレーニングとも言えま
す。筋肉量がアップするのでダイエット効果はもちろん、加圧
と除圧を繰り返すことで血行が促進され新陳代謝が活発にな
り、冷え性の改善や美肌などのアンチエイジング効果も期待で
きます。
　このようにメリットいっぱいの加圧トレーニングですが、デ
メリットもあります。まずは、専用器具が必要なこと。そして、
何よりトレーナー次第で効果に差が生まれること。四肢を加圧
する、ということは体に負荷をかけた状態でのトレーニングに
なるので、知識をもったトレーナーによるメニュー作成・指導
が必須となります。また、血流を制限するので注意を怠ると貧

血症状を引き起こすこともあるので注意が必要です。が、しっ
かりとした知識をもったトレーナーのもとで自分の体、筋肉の
状態にあった指導を受ければ、安全で効果的な筋トレ方法で
す。
　筋肉をつけて体を鍛えた
い、効果的なダイエットがし
たい、加齢による腰痛や膝痛
をなんとかしたい、怪我や病
後の早期体力回復、ボディビ
ルに挑戦したい etc…加圧ト
レーニングが全部かなえま
す！当院は完全予約制のマン
ツーマン指導ですので１人１
人にあったメニュー作成、ト
レーニング指導で最短最大限
の効果が期待できます。いよ
いよ夏到来！皆さん、私と一
緒にがんばりましょう！ !

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

加圧トレーニング
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質問：10 歳の娘の乳歯に虫歯が見つかり治療を勧められました。
乳歯は永久歯に生え変わるのに治療は必要でしょうか。

回答：乳歯は乳児期から小児の時期の限られた時期に使う歯で
はありますが、永久歯に生え変
わる成長期に重要な役割をする
ので、その歯が抜け落ちるまで
大切にしなければなりません。
　乳歯は上下で 20 本、生後 6 ヵ
月頃から生え始め 2 − 3 歳頃
で生え揃います。その後、6 歳
頃から永久歯へ変わっていき、
14 歳頃に親知らず以外の永久
歯が生え揃います。

乳歯の特徴
　そもそも同じ歯であっても、乳歯と永久歯は全く違うものと
考えた方が良いかもしれません。
1. エナメル質、象牙質の厚さ 

乳歯の表面のエナメル質と象牙
質の厚さは、永久歯の約 2 分の
1 と言われていてとても薄く、
虫歯になるとすぐに神経にまで
達してしまうことが多いです。

2. 歯質の柔らかさ 
乳歯は石灰化が進んでいないため、歯質がやわらかく酸に
溶けやすいため虫歯になりやすいです。

3. 歯髄腔の広さ 
乳歯は永久歯に比べて歯の神経（歯髄）が入っている歯髄
腔が広いです。歯髄角も突出していてエナメル質も薄いた
め、虫歯になるとすぐに神経にまで達してしまうことが多
いです。

乳歯の役目
　抜けて生え変わる乳歯なのに、なぜ虫歯になるといけないの
でしょうか。乳歯には永久歯が生えてくるにあたり大切な役割
があります。

1. 永久歯が生えてくるまでのスペース確保
2. 永久歯が生える時のガイド

　永久歯が、生えてくる年齢になるまでに体が成長し、アゴも
育ってきます。永久歯は乳歯に比べて１つの大きさが大きいた
め、生えてくるまでのスペースを確保するために乳歯が必要に
なります。
　また、通常乳歯の生えていた所に後続の永久歯は生えてきま
すが、虫歯等で乳歯を早期に失ってしまうと、周りの歯の移動
が起こり、失った乳歯の下から出てくる永久歯の生えるスペー
スが無くなってしまい、歯並びが悪くなってしまう可能性があ
ります。

　例として、乳歯の虫歯を放置したため乳歯の根元が化膿して
膿が溜まってしまい、その乳歯の下に控えていた永久歯が形成
不全になってしまった症例が以下の写真です。
 　「乳歯はいずれ抜けるので、虫歯に

なって放置しても大丈夫」では決し
てありません。虫歯を見つけたら必ず
歯科医院を受診しましょう。進行すれ
ばするほど麻酔を
使った治療が必要

になってしまったり、治療の回数が増えた
りとお子様に辛い思いをさせることにもな
りかねません。そうならないためにも、定
期的な歯科検診を受けて虫歯にならないよ
う予防していきましょう。

カンバーランドファミリーデンタル
歯科医師　清水　義仁

教えて歯医者さん！
   

歯とお口に関するデンタルコラム

教えて歯医者さん◎カンバーランドファミリーデンタル

　夏休みを利用して家族で日本へ帰国したいけど、準備ってど
うしたらいいんだろう……そんなお悩みを持つ皆さまへ！
お子さま連れで日本に帰る際のポイントをまとめて、体験談と
合わせてわかりやすくお伝えします。
一時帰国を検討されている方は是非ご参加ください。

＜ウェビナー概要＞
日時：2021 年 6 月 9 日 ( 水 )
米国東部時間　2:00PM ～ 3:00PM (ET)

＜お申し込み方法＞
アムネット公式 WEB サイトよりお申し込みください。
amnet-usa.com

「子連れでの帰国に関するポイントおさらい」ウェビナー開催！お子さま連れで
ご帰国をお考えの方へ
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家庭でできる応急処置
　子どもは運動能力や注意力が
未熟なのに、好奇心はおう盛。
転んだり危険なことをしたりし
て、けがをすることもたくさん
あります。日常生活の中でよく
起こる子どものけがに、焦らず
に対処できるよう、家庭ででき
る応急処置の方法を紹介します。

● 擦り傷・切り傷 
1. 傷口と傷口の周囲の汚れを、水道水でしっかりと洗って落

とす。
2. 消毒液を傷口に垂らして、出てきた泡を減菌ガーゼで押さ

えるように優しくふき取る。
3. 傷より少し大きく切ったラップを傷にかぶせて、テープや

大きめのばんそうこうで留める。入浴後や汚れたときなど、
1 日 1 ～ 2 回、ラップを取り替える（ラップ療法）。

ラップをはるとなぜいいの？
• 皮膚の代わりになって傷口を保護し、乾燥を防ぐ。
• 傷口に張り付かないので、取り替えるときに再生した皮膚

がはがれず、痛みもない。

出血が多いときは
血が出ているときは、止血をすることが先決。減菌ガーゼを傷
口に当てて、浅い傷は軽く、深い傷は強く押さえます。指先な
どを切ったときには、心臓より高く手を上げていると早く血が
止まります。

こんな時は病院へ
土や砂利が傷口に入り込んで取れないとき、傷がかなり深いと
き、出血が続くときには受診を。傷がいたんだり、傷口周辺が
赤くはれてきたり、傷が化のうしたりしたときも病院へ。

● 鼻　血 
1. 軽くお辞儀をするような姿勢で子どもを座らせる。
2. ティッシュペーパーを長めのこよりにして鼻に詰める。小

鼻を指で 5 ～ 10 分ほど押さえながら、動かずにじっとし
ている。

こんな処置はダメ！
あおむけに寝転ばせたり、上を向かせたりすると、血液がのど
に回って苦しくなるので、やめましょう。また、首の後ろをた
たくことも効果はありません。

こんな時は病院へ
頭を打って鼻血が出たとき、処置をしても鼻血が止まらないと
き、繰り返し鼻血が出るときは、病院へ。

● 打撲・捻挫 
1. できるだけ動かさず、安静にする。頭部や腹部などを打っ

たときは、横にして楽な姿勢にする。
2. 患部にタオルや布を当ててから、氷などで冷やす。直接患

部に氷などを当てず、冷やしすぎに注意する。
3. 伸縮性のある包帯などで患部を適度に圧迫しながら、固定

する。強く巻きすぎて、うっ血しないように注意し、数時
間ごとに巻き替える。

4. 患部を心臓より高く上げる。 
＊手足以外の打撲は、R（安静にする）と I（冷却する）を行う。

おふろは OK ？
入浴は患部を温めるため、痛みやはれがあるときは避けたほう
がよいでしょう。夏など汗をたくさんかいているときは、シャ
ワーで汗を流すようにします。

こんなときは病院へ
• 頭部、顔面の打撲 

意識障害やけいれん、吐き気やおう吐があるとき、耳や鼻などか

ら出血があるときには、救急車を呼んで病院へ。
• 胸部、腹部の打撲 

胸部打撲は、肋骨や胸骨などの骨折や内臓損傷のおそれがあるの
で受診しましょう。腹部打撲も内臓損傷が起こることがあるので、

痛みが軽くても受診しておきましょう。
• ねんざ 

2 ～ 3 日しても痛みがとれないときや、患部が変形したり、はれ
がひどかったりするときは、骨折の可能性もあるので病院へ。

● やけど 
1. すぐに流水で冷やす（約 10 ～ 15 分）。
2. 患部に水でぬらしたタオルを当ててから、氷などでさらに

冷やす（痛みが和らぐまで）。

注意！
1. 重症のときは衣服はそのままで 

体全体に熱湯が掛かったときや、衣服が燃えたりした場合は、
無理に衣服を脱ぐと一緒に皮膚がはがれてしまうことも。衣服
の上から水を大量に浴びせて冷やします。そしてすぐに救急車
を呼びましょう。

2. 冷やしすぎない 
凍傷になることがあるので、様子を見ながら冷やします。やけ
どの範囲が広い場合は、体全体を冷やすと体温を下げすぎてし
まうことがあるので、冷やす時間は 10 分以内に。

3. 水ほうはつぶさない 
水ほう（水ぶくれ）は傷口を保護する役目があるので、できた
場合はつぶさないようにしましょう。

こんなときは病院へ
広範囲のやけどは必ず病院へ。また、水ほうができたり、皮膚が白
くなったり、黒くなったりしているときも受診が必要です。小さな
やけどでも痛みが長く続く場合には、早めに受診をしましょう。広
範囲のやけどは、入院が必要になる場合もあります。

メディカルコラムKuraoka
Clinic

MONTHLY NEWS LETTER for HEALTH

メディカルコラム◎倉岡クリニック
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～前月に引き続き口臭のについて、口臭の原因となる歯垢などを除去するためのお口の清掃方法をご紹介いたします。～

	国立病院機構東京医療センター歯科口腔外科医院長の大鶴洋先生の記事に、「仕事柄、歯磨きについて尋ねられることが多い。そ
のとき思うのは、割と誤解が多いことだ。近年、歯科疾病予防の必要性から歯科医院では歯みがき指導に力を入れているのに、意
外である。」との記載があり、歯磨きの仕方について、少し詳しくご紹介したいと思います。歯垢は汚れから作られ、最近のかたま
りで、むし歯や口臭、歯周病の原因にもなります。以下の方法で歯ブラシをして毎日の食事の汚れを効果的に除去していきましょう。

歯垢の付着しやすい部分
1. 歯のかみ合わせのくぼみ
2. 歯と歯茎の境目
3. 隣の歯と接している部分

清掃のポイント
口臭予防の基本は口臭のもととなる汚れを落とし、清潔に保つことにあります。以下の清掃方を参考に口臭予防をしましょう。

ブラッシング
1. 歯をほっぺた側、舌側、かみ合わせ部分に分けて磨きましょう。
2. 力をこめてゴシゴシ磨くのでなく毛先が歯や歯茎にうまく当たるようにして、細かく振動させる感じで動かし磨く。
3. 磨き残しをなくすために、磨く順番を決めて磨きましょう。

歯間清掃
1. 歯と歯の間のすき間の歯垢はデンタルフロスや歯間ブラシのような歯間清掃用具を使って清掃しましょう。
2. 歯と歯の間のすき間の状態に応じてデンタルフロス、歯間ブラシを使い分けましょう。
3. １日１回は歯間清掃をしましょう。

 歯と歯のすき間が狭い場合    歯と歯のすき間が広い場合

舌の清掃：舌の上にたまる舌苔は細菌などの汚れで、生理的口臭の主な発生源になります。
舌をみて、舌苔がついている場合は清掃しましょう。
＜方法＞

1. 鏡で舌苔がついているところを確認する。
2. 舌苔が付着している部分に歯ブラシを横に当てる。
3. 奥から手前に向かって、軽い力で３回くらい動かして清掃する。

    注意：舌は柔らかい組織ですので、傷つけないように軽い力で清掃しましょう。

歯や歯周病などについてのご質問等がございましたらお気軽に御連絡ください。
404-409-6237　泉まで

植月歯科医院から「歯」の話
「歯」の話◎植月歯科医院
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今月の 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？今月の 星座占い12

【全体運】行動よりも思考の時間が有効のよ
うです。考えて、計画を立てて、結末まで
予想した上でアクションを起こすようにし
ましょう。一度起こってしまったことは、
取り返せないことの方が多いようです。言
葉についても気を付けておきましょう。

【恋愛運】出会いには期待が持てますし、今
の恋人との関係が進展するかもしれません。
ですが一方で、不確定な要素もあって、急
に仲が悪化する可能性もありそうです。言
葉には特に注意しておき、ネガティブな発
言自体を控える努力をしておきましょう。

【金　運】あまり大きな買い物は控えつつ、
またイチかバチかの勝負も時期を再考しま
しょう。簡単な挑発に乗ることなく、自分
の芯をしっかりと持った判断をするように
しておきましょう。

♥ 幸運日：4　15　21
× 危険日：9　16　26

【全体運】好調な運気を引き続き保ち、中で
もグループでの取り組みが吉と出ています。
仕事でもなにかしらの創作活動でも、複数
人で取り掛かる作業が思った以上にスムー
ズに運ぶことでしょう。

【恋愛運】恋愛運は良いとも悪いとも言え、
恋人ができた途端に別の人から告白された
り、婚約直後に元カレから復縁を迫られた
り、なにかと心が大きく揺れる期間になり
そうです。加えて、年齢差のある恋愛は、
あまり良い未来につながっていないので注
意をしておきましょう。

【金　運】金運は、やや高い状態から徐々に
下降し、最後の 5 日間でまた上昇に転じる
動きを取りそうです。散財や大きな投資に
は向いていない時期で、どちらかと言えば
守りに入った方が良いような運気でしょう。

♥ 幸運日： 2　16　25
× 危険日：10　19　29

【全体運】知らず知らずのうちに、物事に対
する知識をどこかで得ていたり、パッと思
い付いたことが実は正解だったり、全体運
の良さに見舞われて嬉しいことが連発しそ
うです。

【恋愛運】恋愛運は悪くないといったところ。
かと言って、良いとも言えないので、思い
通りの恋愛ができるわけでもなさそうです。
今パートナーがいる人は、その人との関係
を大切にしましょう。

【金　運】気持ちに余裕が生じることで、あ
まり痛手を負うような出来事もなく、また
直感の冴えによってトラブルを回避したり、
場合によっては他者になすり付けたりして
回避することができそうです。自分でも自
信のないようなことには、あまり手を出さ
ないのが吉のようです。

♥ 幸運日：2　15　26
× 危険日：7　17　24

【全体運】慎重の上に慎重を重ねるくらい、
物事の決定前には十分な吟味が必要になっ
てきそうです。その場の勢いや気分、直感
などでなにかしらを決めてしまうと、成果
がゼロになるのではなく、マイナスへと落
ちてしまうことになりそうです。

【恋愛運】恋愛運は悪くないといったところ。
かと言って、良いとも言えないので、思い
通りの恋愛ができるわけでもなさそうです。
今パートナーがいる人は、その人との関係
を大切にしましょう。甘い誘惑に乗って、
浮気心を起こさないようにしてください。

【金　運】金運は、上向きになりますから、
希望は大いに持てることでしょう。ただし、
まだ勝負に出るのは早いと思われます。美
味しい話に乗ってしまうと、逆にどん底へ
と突き落とされる可能性があります。。

♥ 幸運日：11　15　24
× 危険日：  2　19　29

牡羊座 牡牛座 双子座 蟹　　座
3/21 〜 4/19 4/20 〜 5/20 5/21 〜 6/21 6/22 〜 7/22

【全体運】縁が切れやすい時期に入っている
ようです。普段ならキツめのジョークも笑っ
て流してくれるような友人さえも、カチン
とくる怒りの導線に火が付く可能性もあり
ます。

【恋愛運】付いたり離れたりのひと月になり
そう。浮気をしている人は、良いタイミン
グで別れることができるにもかかわらず、
再度復縁させようとしてしまいリスクを負
う結果になりそう。

【金　運】欲しいものは月初めの内に購入し
ておき、宝くじなども 15 日までに購入す
ると良いでしょう。高額な買い物は控えつ
つ、ですが思い切った決断は必ずしも凶で
はないので状況次第といったところ。交際
費が大きくなりそうなので、使いどころを
考えつつでいきましょう。

♥ 幸運日：3　16　25
× 危険日：10　19　30

【全体運】異性との縁が結ばれることも、仕
事で良い人や会社と縁ができることも、長
く使うことになる一生ものと出会うことも
ありそうです。基本的に相性の良い縁との
出会いなので、変に疑ったりせず、その出
会いを楽しむようにしましょう。

【恋愛運】 新しい縁もありますが、今の異性
の友人が恋人になることもありそうです。
これまで意識していなかったのに、ここ最
近になって急に意識するようになった相手
とは、良い関係になれるでしょう。

【金　運】金運は低い水準で、あまり上昇を
しないようですので交際費が重く感じるこ
ともありそうです。ですが一発逆転の勝負
に出ても、あまり良い結果につながらない
ので、倹約を第一に考えてやりくりするよ
うにしましょう。

♥ 幸運日：6　14　30
× 危険日：9　19　25

【全体運】積極さが成功をつかむ力になって
くれそうです。何事も前向きに捉え、頑張っ
てみることをオススメします。無理だ、ダ
メだと思わず、トライすることで事態が好
転することも多々あるでしょう。こうだと
思ったら、即行動を起こしてみましょう。

【恋愛運】恋愛運は、悪くはないが良くもな
いといったレベル。ですが相性の良い異性
と出会うことがあるので、仮に恋愛まで発
展しないとしても、良い関係を築くことは
できそうです。

【金　運】金運は、10 日前後に高まり、や
や下がってきて月を終えそうな推移です。
それを元に、金策などの行動を取るように
しましょう。大きな勝負もそれくらいの日
に合わせ、動くようにした方が良いかもし
れません。

♥ 幸運日：10　18　29
× 危険日：2　14　26

【全体運】ライバルの存在があなたの成長を
大いに助けてくれることでしょう。仕事で
も恋愛でも、競ったり争ったりするような
存在が身近にいませんか？そういった存在
は、あなたをもうひと段階上の人間へと押
し上げるチャンスをくれることでしょう。

【恋愛運】好調な様子で、特に元恋人との復
縁は、とんとん拍子に進むことでしょう。
再会を切っ掛けに進むので、ただし、相手
に特定の恋人がいたりあるいは結婚してい
たりすると、不倫関係に陥る可能性もある
ので注意が必要です。

【金　運】金運は良くも悪くもなく、良い意
味での安定を見せそうです。あまり物事を
複雑に考えない方が良い策を思いつくよう
ですから、思ったことはあれこれ考え過ぎ
る前に動くようにしましょう

♥ 幸運日：4　15　28
× 危険日：9　18　23

獅子座 乙女座 天秤座 蠍　　座
7/23 〜 8/22 8/23 〜 9/22 9/23 〜 10/23 10/24 〜 11/22

【全体運】嬉しい出来事が複数ありそうな気
配です。これまで頑張っていたことの結果
が良い方向で出たり、友人や知人から嬉し
いニュースを聞いたり、新しい縁ができた
りと、前向きな内容が多そうです。継続し
ていることは、急に辞めたりしない方が良
いでしょう。

【恋愛運】恋愛運は良いようで、出会いに期
待が持てます。新しい縁が結ばれそうな場
所には、積極的に足を運んでみると良いで
しょう。友人からの紹介にも期待が持てて、
趣味の合う相性の良い相手との縁ができそ
うです。

【金　運】金運は平凡なようで、やや気持ち
に焦りが出てくる様子。堅実さが一番のよ
うですから、あまり冒険心は起こさないよ
うにしておきましょう。

♥ 幸運日：3　16　23
× 危険日：8　18　29

【【全体運】あれやこれやと忙しさの中に身
を投じることになり、色々と余裕がなくなっ
て大変な気持ちになってしまいそうです。
まずは整理して物事を考え、できる順番を
決め、優先順位を固めてから動くようにす
ると良いかもしれません。

【恋愛運】出会い自体はありそうですが、友
人から恋人への関係進展には時間がかかり
そうな気配もあり、恋人同士にならない未
来も見えており、もっと別のことに気持ち
と時間を使った方が良いかと思われます。

【金　運】金運は要注意。一見、順調に見え
ている事柄にこそ、気を付けておく必要が
ありそうです。仕事でも貯蓄や投資でも、
良い調子と感じている瞬間こそ、緊張を解
いてはいけません。

♥ 幸運日：7　16　25
× 危険日：11　20　28

【全体運】周りの悪いことがあなたに連鎖、
飛び火してくる運気をしています。良くな
いことを引き寄せる体質になっている月な
ので、危うきには近寄ることすらしない方
が賢明でしょう。良くない空気を感じ取っ
たときは、そっとその場を離れるフットワー
クを示すと良いでしょう

【恋愛運】恋愛運は好調のようで、特に 13
日～ 16 にかけてが良いようです。そのタ
イミングで出会いがあれば、長い縁になっ
ていくことでしょうし、出会ってすぐに相
性の良さを感じてすんなりと恋人同士にな
れるかもしれません。

【金　運】仕事でもうひと踏ん張りといった
ところ。最後の最後で損をしてしまうこと
もありそうなので、気を緩めないことが成
功へのカギになりそうです。

♥ 幸運日：12　20　27
× 危険日：3　17　29

【全体運】何度かピンチを経験しつつも、最
終的にはすべてが丸く収まるような、忙し
い運気をしています。ですがピンチ自体は
経験するので、精神的な疲弊は大いにある
ことでしょう。気持ちがそのとき完全に切
れてしまわないで、良いことが起こる未来
をイメージして気持ちを持ち直すようにし
ましょう。

【恋愛運】恋出会い自体はありつつもなかな
か仲が進展しない、なにかともどかしいや
ら我慢やらが感じられそうです。ひと目惚
れはなかなか危険で、相手が実は恋人がい
ることを隠していることも。

【金　運】金運は、良い状態と言えます。宝
くじやギャンブルといった運気もあるので、
いつもよりは少し多めに手を出してみるの
も良いかもしれません。

♥ 幸運日：2　15　24
× 危険日：7　19　28

射手座 山羊座 水瓶座 魚　　座
11/23 〜 12/21 12/22 〜 1/19 1/20 〜 2/18 2/19 〜 3/20
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Event

SVAN GOGH:  
THEIMMERSIVE EXPERIENCE
Pull man Train Yard
225 Rogers St., Atlanta, GA 30317
www.vangoghexpo.com

 ■ 5 月 19 日 -11 月 15 日
 ◆ $32.20 ～

ATLANTA SUMMER BEER FEST
Historic Fourth Ward Park
680 Dallas St NE, Atlanta, GA 30308
www.atlantasummerbeerfestival.com

 ■ 6 月 21 日 4PM-8PM
 ◆ $45 Advance, $50 after June 3, $60 at the door

FLYING COLORS BUTTERFLY FESTIVAL
Chattahoochee Nature Center
9135 Willeo Road, Roswell, GA 30075
www.chattnaturecenter.org/special-events/butterfly-
festival/

 ■ 6 月 5 日 - 6 月 6 日
 ◆ $12 General Public and $10 CNC Members

Spor ts

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

 ■ 6 月 3 日 -6 月 6 日 
 the Memorial Tournament presented by Nationwide 
 Muirfield Village Golf Club,  Dublin,  OH 

 ■ 6 月 10 日 -6 月 13 日 
 Palmetto Championship at Congaree 
 Congaree Golf Club,  Ridgeland,  SC  

 ■ 6 月 17 日 -6 月 20 日 
 U.S. Open 
 Torrey Pines (South),  San Diego,  CA  

 ■ 6 月 3 日 -6 月 6 日 
 the Memorial Tournament presented by Nationwide 
 Muirfield Village Golf Club,  Dublin,  OH 

 ■ 7 月 1 日 -7 月 4 日 
 Travelers Championship 
 TPC River Highlands,  Cromwell,  CT  

Atlanta Braves

アトランタブレーブス
ホームゲームのみの案内です。

 ■ 6 月 04 日から　ドジャース 3 連戦
 ■ 6 月 15 日から　レッドソックス 2 連戦
 ■ 6 月 17 日から　カーディナルズ 4 連戦
 ■ 6 月 29 日から　メッツ 3 連戦
 ■ 7 月 02 日から　マリーンズ 3 連戦

 

Music

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

 ■ 7 月 22-23 日 Justin Biber
 ■ 9 月 05 日 Marc Anthony
 ■ 10 月 07 日 Maluma
 ■ 10 月 27-28 日 Harry Styles
 ■ 10 月 29 日 Enrique Iglesias & Ricky Martin
 ■ 11 月 5 日 DAN +SHAY

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

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

 ■ 6 月 11 日 Russ

Chastain Park Amphitheatre 
4469 Stella Drive Atlanta, GA 30327
☎ 404-233-2227 
www.classicchastain.com

 ● バックヘッドの北にある野外劇場で毎年開催され
る往年のスター達の野外コンサート案内です。

 ■ 7 月 29 日 ( 木 )　Alicia Keys
 ■ 8 月 15 日 ( 日 )　John Legend 

まだまだあります。

Verizon Amphitheatre
2200 Encore Parkway,  Alpharetta,  GA  30009
☎ 404-733-5010
www.vzwamp.com

 ■ 6 月 29 日 ( 火 )　Backstreet Boys
 ■ 6 月 30 日 ( 日）　Chicago
 ■ 7 月 23 日 ( 金）　The Doobie Brothers
 ■ 7 月 27 日 ( 木）　Dave Matthews Band
 ■ 8 月 13 日 ( 金）　Rod Stewart with special guest  

   Cheap Trick
 ■ 9 月 24 日 ( 金）　Daryl Hall & John Oates

Theatre

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

 ● 歴史のある FOX 劇場でさまざまなイ
ベントが開催されています。

 ● Broadway Across America
www.broadwayacrossamerica.com

 ■ 8 月 24 日 -9 月 26 日 Hamilton
 ■ 11 月 9 日 -14 日 Fiddler on the Roof
 ■ 12 月 7 日 -12 日 Dr. Seuss' How The Grinch Stole 

   Christmas! The Musical
 ■ 1 月 25 日 -30 日 Tootsie

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

　この度、当社ウェブサイト www.iiicareer.com のリニューア
ルの第 1 段階が完了いたしましたので、お知らせいたします。
　ご利用の皆様により使いやすく、よりわかりやすいウェブサ
イトとなるよう、構成・デザインを見直すとともに、内容をさ
らに充実させ、スマートフォンからも快適にご利用いただける
ようになりました。今後も役に立つウェブサイト構築に取り組
んでまいりますので、ぜひご期待ください。
　サイトのリニューアルにともない、一部のページの URL が
変更になりました。ブラウザの「お気に入り」などに登録さ
れている場合は、新しいページの URL、https://iiicareer.com/
jpn/ への登録変更をお願いいたします。

　なお、完全に新サイトへ移行されるまでしばらくの間は、リ
ンク先によりましてはテンポラリーアドレス iiicareer( ドット )
net 、あるいは iiicareer( ドット )us へリダイレクトされますが、
ご安心ください。
　当社は、1996 年にニューヨークで創業後、2021 年で 25 
周年を迎えることができました。これもひとえに皆様のご支援・
ご鞭撻の賜物と改めて深謝申し上げます。
　当社の特徴の一つは日本語・英語バイリンガルを始めと
し、日系企業で有益なノンバイリンガル人材の紹介を全米最
大の 11 拠点共通の人材紹介・派遣管理データベース「Job 
Navigator®」 でサポートさせていただける点にあります。

人材紹介・人材派遣の IIICAREER より：新ウェブサイトのご案内 2021 年 5 月
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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

Museum

High Museum of Art
近代美術館
1280 Peachtree St Atlanta GA 30309
☎ 404-733-4400
www.high.org

 ■ 火－日　10 時―5 時 ( 日曜日は正午から )
 ◆ 大人＄14.50、子供 5 歳以下無料

Fernbank 自然史博物館
767 Clifton Rd. Atlanta GA 30307
☎ 404-929-6300
www.fernbankmuseum.org

 ■ 毎日　10 時―5 時 ( 日曜日は正午から )
 ◆ 大人＄17.50、シニアと学生＄16.50、子供＄15.50

Nature,Parks

Georgia Aquarium 
ジョージア水族館
225 Baker St. Atlanta GA 30313
☎ 404-584-4000
www.georgiaaquarium.org

 ■ 日―金曜日 午前 10 時―午後 5 時
 土曜日 午前 9 時―午後 6 時

Zoo Atlanta
アトランタ動物園
800 Cherokee Ave. Atlanta GA 30315
☎ 404-624-5600
www.zooatlanta.org

 ■ 月―金曜日　午前 9 時半―午後 5 時半
　 日・土曜日　 午前 9 時半―午後 6 時半

Stone Mountain Park 
1000 Robert E. Lee Drive, 
Stone Mountain, GA 30083
☎ 770-498-5690
www.stonemountainpark.com

 ◆ 車 1 台につき＄10
 ■ 1 日有効のアドベンチャーパスは＄28( 子供＄22)

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

 ■ 火－日　9 時―5 時（4 月からは 9 時―7 時）

Uniquely ATL

World Of Coca Cola コカコーラ博物館
121 Baker St. Atlanta ジョージア水族館の隣
☎ 404-676-5151
www.worldofcoca-cola.com

 ■ 8 時―6 時
 ◆ 大人　＄16、シニア＄14、子供＄12

CNN Studio Tour 
CNN スタジオツアー
190 Marietta St, NW, Atlanta, GA 30303
☎ 404-827-2300
www.cnn.com/tour/atlanta/

 ● 予約したほうが確実に参加できる
 ■ 9 時―5 時 (10 分おき )
 ◆ 大人＄15、シニア＄14、子供＄12

Atlanta History Center 
アトランタ歴史博物館
130 West Paces Ferry Rd. Atlanta GA 30305
☎ 404-814-4000
www.atlhist.org

 ■ 10 時―5 時半 ( 日曜日は正午から )
 ◆ 大人＄16.50、シニアと学生＄13、子供＄11

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

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

MLK Museum キング牧師博物館
449 Auburn Ave. Atlanta GA 30312
☎ 404-524-1956
www.thekingcenter.org

 ■ 9 時―5 時
 ◆ 無料 ( 寄付を受け付けています )

Jimmy Carter Library Museum
カーター大統領博物館　
441 Freedam Pkwy. Atlanta GA 30307
☎ 404-865-7100
www.jimmycarterlibrary.gov

 ■ 9 時―4 時 45 分 ( 日曜日は正午から )
 ◆ 大人＄8、シニアと学生＄6、16 歳以下無料

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

 ● Web のイベントガイドを確認してください

SKY VIEW
168 Luckie St. NW, Atlanta, GA 30303
 ☎ 678-949-9023
www.skyviewatlanta.com/

 ■ 日 – 木 :12 時 –10 時 , 
 金 :12 時 –11 時 ,　土 :10 時 –11 時

 ◆ 大人 $13.50, シニア (65 才 +)$12.15, 子供 (3-12 才 )$8.50

人材をお探しの企業様、新しいポジションにチャレンジされ
たい求職者様、ぜひ interesse@iiicareer.com までお問い合わ
せをいただけますようお願い申し上げます。
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、今後とも一層のお引き立
てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具
藤原昌人

President & CEO
iiicareer | interesse international inc.

https://iiicareer.com/jpn/
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　テネシーから内弟子の後輩ヒデが彼の生徒を連れて私の道場
に出稽古に来た。この男がアメリカに来るきっかけは約 30 年前、
最高師範が日本の格闘技雑誌「フルコンタクト空手」に連載し
ていたエッセイ「OH　KARATE」を読んだからだというのが泣
かせる。
　「OH　KARATE」はそれまで空手家が書く文章と言えば自分
の武勇伝や簡単なことを妙にわかりずらく書いたり、絶対実践
では役に立たないような技を解説する技術書が多い中、空手家
の一般に人からすれば非日常的な日常や、わざわざ日本から来
て内弟子になって 365 日稽古をしている若者（あ、これ私たち
の事ね）の様子を面白おかしく書いた画期的なエッセイだった。

　そのエッセイはいつも私が誤字脱字をチェックして、たまに
は勝手に文章を直していたこともあるとても思い入れのある文
章なのだが、まさかこれを読んでアメリカに来たいと思う若者

（バカ者？）が出てこようとは思ってもみなかったので、彼から
その話を聞いたときは本当に「バカなやつだ」と思った。ちな
みに彼が初めて私を見たときは「あ、OH　KARATE に出てた人
だ」と感動したといっていた。( 笑 )

 　土曜日はいつも 12，3 人のメンバーで稽古をしているが、今
日はヒデの生徒を含めて出席者 24 人の満員御礼。古い生徒に
とってはこの 1 年半一度に 20 人以上も来る稽古はなかったし、
コロナ禍に入門した生徒にとっては初めて見る光景なので、み
んな立場は違うがそれぞれテンションが上がり気合が入ってい
るのがわかる。

　ヒデは日ごろの稽古不足がたたって稽古が始まって 30 分後
くらいから、すがるような目つきで私をチラチラ見ては「自分
は疲れています」アピールをしてくるが、私は一切無視して稽
古を続ける。

　稽古の後半は彼がやりたがっていた楽しい楽しい組手タイム。
私がウチの黒帯、茶帯に「先生ヒデに稽古をつけてもらえ！」
とハッパをかけると私の顔を見て「マジスか？」と泣きそうな
表情を浮かべるのを見て、今度はニコリと微笑みながら大きく
うなずく。

すると覚悟を決めたのか一瞬動きは良くなったが、スタミナ不
足は隠せない。ウチの黒帯、茶帯には「稽古の時の組手は相手
を倒せば良いってもんじゃない。相手を見て相手に合わせた組
手をやれ」と口を酸っぱくして言っているので、いくらガード
が下がっていても回しけりが顔に当たる直前で、止める優しさ
も兼ね備えている。

　オレンジ帯、黄帯、白帯の生徒たちはアトランタ道場以外と
人と組手をするのは初めてなので自分のことに精一杯だったが、
テネシーからの生徒たちが初心者とわかるとそれなりに手加減
しながらやっていたので私は安心して最巨漢ハイム（190cm 
140KG）を後ろから羽交い絞めにして動けなくして、数少ない
少年部ウチのユウト、ジェイコブに
思う存分、パンチ、蹴りを入れさせ
ていた。

　稽古の後はヒデが半泣き、半笑い
で「いや～師範の生徒たちに手加減
されちゃいましたよ」と言ってきた
ので「いつでもどーぞ。今度はコン
ディション整えてきてね」とリベン
ジの機会を与えてあげた。

国際大山空手道連盟

アトランタ支部長　高橋督格闘家の戯言

格闘家の戯言◎高橋督

戯言日誌　5 月 7 日

大蔵昌枝弁護士	ジョージア州弁護士
　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/

日本にて学生・研究者用のビザ関連書籍を出版
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クラシファイド広告

一般求人
ヤマト運輸アトランタ支店
引越作業員を募集しています。就労ビザ
をお持ちの方、車の運転できる方
☎ 404-550-2628 池谷までご連絡ください。

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

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

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

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

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

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

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

とまとストアー カブ店
フルタイムまたは、パートを募集してお
ります。詳細は☎ 770-933-0108 まで。

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

Salon i スタッフ募集
スタイリスト / アシスタント ( 経験者・ラ
イセンス者のみ ) 募集。☎ 678-762-7800

カンバーランドファミリーデンタル
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

不動産業事務員募集
不動産事務のフルタイム、パート募集。
ケラーウィリアムス不動産
詳細：cjtamuragcg@gmail.com
7705585904 田村まで

GOHAN Market
アトランタ新規出店の日系スーパーマー
ケットの立ち上げメンバー / オンライン事
業の販売応援スタッフ大募集。フルタイ
ム / パートタイム ☆経験者優遇☆勤務地

（物流倉庫）Doraville 勤務時間は要相談　
お気軽に Email もしくはお電話で、ご連絡
ください。担当：杉田 TEL:310-923-5539 
Email : hello@gohanmarket.com

レストラン求人
カラオケメロディー 
明るく元気で歌好きな方。深夜働ける方
優遇。自由シフト制、短期も OK.
お問合せは☎ 770-986-8881 

鮨処はや川 スタッフ募集
サーバー、マネージャー補佐急募。フル
タイム優遇、経験不問、能率給有り。フ
ルタイム給与（month） 1.5K ~ 5.5K、完全
週休 2 日、有給休暇（夏冬、計 3 週間 )
☎ 770-986-0010 or ☎ 404-488-9178

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

横浜 Yokohama Doraville
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

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

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

Daisuki Sushi Izakaya
Jones Creek エリア。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

HIRO RAMEN & TEA BAR
 Decatur エリア。ラーメンキッチンシェ
フ & サーバー募集してます。詳細は三浦
まで☎ 678-206-1701 又は 678-206-1742

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

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、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
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。

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

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

ビジネス
ハンデイーマン
家屋内外の修理等いたします。
携帯 424-200-5213　ISOKAWA

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 ☎ 470-775-7507 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.

アニスアトランタは
あなたのビジネスを応援します !!

クラシファイド広告

ANIS
ATLANTA
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広告・クラシファイド・取材記事・連載コラム

お問い合わせは、下記までお願いいたします。
	 E-mail:	infojp@anisatlanta.com
	 Phone:	404-510-8534

　締切りは毎月 18 日です。日本人コミュニティのイベント取材依頼や
告知なども受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

　クラシファイド広告は、一般求人・レストラン求人・売りたい・買い
たい・イベントの告知・メンバー募集など、幅広くご利用いただけます。
1 ヶ月のみ掲載ですので、特に申し出のない限り自動的に消去します。
ビジネス以外は、無料で掲載できますので、毎月 15 日までにお申し込
みください。

ANIS ATLANTA は以下の場所に配布されています
ジョージア州：

テネシー、アラバマ、サウスカロライナ、ノースカロライナ州：
Wismettac Asian Foods, Inc. (formerly Nishimoto Trading Co., Ltd.)  様の
ご協力により、30 のレストランと食料品店に配布されています。

アトランタに住んでいる人、これからアトランタに住む人、アトランタ
を訪れる方の生活情報応援サイトです。ショッピング、不動産、公的手
続き、VISA、公立学校のことなど皆様の生活のお役に立てれば幸いです。

アトランタ主要日本食レストラン
ウエストミンスター日本人教会
アトランタ日本語バブテスト教会

ウィンタースチャペル幼稚園

アトランタ総領事館
倉岡クリニック
ICAGeorgia
日系美容室

ジョージア日米協会
ジョージア日本語補習校
アトランタ公文アカデミー
アジアンスーパー　他
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次回 2020 年 7 月号は
7 月 5 日ごろ配布予定

編集後記

　今年は春先から初夏にかけて、寒暖の差が大きかった気
がしますが、皆様体調はいかがですか？ 今年も 6 月。年の
半分は終わって行きます。編集後記を書きながら、季節を
追っかけていると、アッという間です。そろそろ紫陽花が
大きな花をつけて満開になり、夏がやってきます。体調を
整えて、上手に季節の変化に対応したいですね。

　すこしずつ、街の様子は活気づいてきました。くれぐれ
も用心しながらですが、やっぱり「いつもの暮らし」はう
れしいものです。外にでかけない日々がつづいていたので
すが、最近は体力作りのためトレイルに歩きに出かけてい
ます。気候もちょうどよく、木陰から零れ落ちる光の中を
歩いていると、とても気持ちよく心も身体もどんどん回復
していくようです。

　最近、グローサリショッピングの代行サービスがあるこ
とを知りました。クローガーでもオンラインオーダーはで
きますが、所定の場所に取りに行かなくてはいけません。
こちらのサービスは玄関までもってきてくれますし、また
必要なものだけオーダーしますので、無駄遣いもしなくて
すみます。便利な時代になりました。
　次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。

アニスアトランタ　M.M.
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