
Happy
 4th   

July

www.anisatlanta.com

7 No. 19
2021

月 1 回発行

アメリカ暮らしを楽しむアトランタのフリーマガジン

ANIS ATLANTA, ANIS USA, LLC.   　4514 Chamblee Dunwoody Rd., #249, Atlanta, GA 30338
MIYUKI （全般 / お問い合わせ）　　Tel: 404-510-8534   　E-mail: infojp@anisatlanta.com

ANIS
ATLANTA

Monthly Japanese Community Magazine

of



ANIS ATLANTA - July 202102 



03ANIS ATLANTA - July 2021

05	 7月のカレンダー
07	 偉人の名言
09	 ニュースダイジェスト
10	 SHOPPING
13	 FOOD	&	HEALTH
16	 カラーコンサルティング@山本邦子
18	 卒業式◎ICAGeorgia
19	 アトランタ	in-Town	News◎美肌エイジングケア
22	 パパッとつくっておいしくたべよ
23	 バイリンガル求職者の就職・転職事情◎PASONA
25	 雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士
26	 我楽多横丁こぼれ話◎野呂利　歩
26	 聖書の言葉◎ますみ
27	 子育て知恵袋	in	Atlanta◎長谷川ゆかり
28	 髪&ヘアケア◎サロンリーガ
29	 健康とカイロプラクティック◎矢島敬朗
30	 教えて歯医者さん◎カンバーランドファミリーデンタル
31	 メディカルコラム◎倉岡クリニック
32	 「歯」の話◎植月歯科医院
33	 今月の12星座占い
34	 ATLANTAお出かけガイド
34	 七夕　Star	Festival
35	 七夕のお菓子【索餅（さくべい）】
36	 格闘家の戯言◎高橋督
37	 クラシファイド広告
38	 編集後記

www.anisatlanta.com

ANIS
ATLANTA
Monthly Japanese community Magazine

webサイトも随時更新中

C O N T E N T S

July 2021    NO.   19



ANIS ATLANTA - July 202104 

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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7 月 20 日　月面着陸の日
　1969 年のこの日、アポロ 11 号が月面の「静かの海」に着陸し、
人類が初めて月面に降り立った ( 日本時間では 7 月 21 日早朝 )。
アームストロング船長は「この一歩は小さいが、人類にとって
は大きな飛躍である」とのメッセージを地球に送った。

7 月 23 日　東京 2020 オリンピック
　今月は 7 月 23 日から東京 2020 オリンピックが開催されま
す。2020 年夏の開催日程から 1 年延期となった。大会延期に
より開催年は変わるが「東京 2020」の名称に変更はない。
　BC776 年にオリンピアード ( 古代オリンピック ) 第 1 回大会
が開催されています。
　オリンピックの起源については様々な説があります。ホメロ
スによれば、トロイア戦争で死んだパトロクロスの死を悼むた
め、アキレウスが競技会を行った。 これがオリュンピア祭の
由来であるとする説。別の説によれば、約束を破ったアウゲイ
アース王を攻めたヘーラクレースが、勝利後、ゼウス神殿を建
ててここで 4 年に 1 度、競技会を行ったという。
　さらに別の説によれば、エーリス王オイノマオスとの戦車競
走で細工をして王の馬車を転倒させて王を殺し、その娘ヒッポ
ダメイアと結婚したペロプスが、企てに協力した御者のミュル
ティロスが邪魔になったので殺し、その後、願いがかなったこ
とを感謝するためにゼウス神殿を建てて競技会を開いた。ペロ
プスの没後も競技会は続き、これが始まりだ、というもの。
　いずれにせよ、神話に残る競技会は何らかの事情で断絶し、
有史以後の祭典とは連続性をもっていませんでした。
　近代オリンピックは、古代ギリシアのオリンピアの祭典をも
とに開催する事を 19 世紀末にソルボンヌ大における会議でフ
ランスのクーベルタン男爵によって提唱、決議されました。
　オリンピックは、夏季と冬季に大会があり、夏季オリンピッ
ク第 1 回は、1896 年にアテネで開催され、世界大戦による中
断を挟みながら継続ます。
　冬季オリンピックの第 1 回は、1924 年にシャモニー・モン
ブランで開催された。1994 年以降は、西暦が 4 で割り切れる
年に夏季オリンピックが、4 で割って 2 が余る年に冬季オリン
ピックが開催されています。
　大会の公用語はフランス語と英語でですが、フランス語版と
英語版の規定に相違がある場合はフランス語を優先するとし
て、フランス語を第 1 公用語とする事を明らかにしています。
現在は、フランス語、英語の他、開閉会式等では、開催地の公
用語も加える場合があります。

7 月のカレンダー
7 月 01 日 アメリカ独立記念日 (Independence Day)
7 月 07 日 七夕
7 月 15 日 中元
7 月 20 日 月面着陸の日
7 月 23 日 東京 2020 オリンピック

7 月 04 日　独立記念日
　1776 年のこの日、英国からの自由と独立を宣言し、アメリ
カ合衆国が誕生した。
　また、1584 年にイギリスの探検家ウォルター・ローリーが、
北米開拓の為にヴァージニア州に上陸したのもこの日だった。

7 月 07 日　七夕
　旧暦の 7 月 15 日の夜に戻って来る祖先の霊に着せる衣服を
機織して棚に置いておく習慣があり、棚に機で織った衣服を備
えることから「棚機」という言葉が生まれた。
　その後仏教が伝来すると、7 月 15 日は仏教上の行事「盂蘭
盆 ( 盆 )」となり、棚機は盆の準備をする日ということになっ
て 7 月 7 日に繰り上げられた。
　これに中国から伝わった織女・牽牛の伝説が結び附けられ、
天の川を隔てた織姫 ( 織女星、こと座のベガ ) と彦星 ( 牽牛星、
わし座のアルタイル ) が年に一度の再会を許される日とされた。

7 月 15 日　中元
　半年生存の無事を祝い、祖先の霊を供養する日。
　元々は正月 15 日の上元、7 月 15 日を中元、10 月 15 日の
下元をあわせて「三元」とする道教の習慣で、中国仏教ではこ
の日に祖霊を供養する「盂蘭盆会」を行った。日本では江戸時
代から商い先やお世話になった人等に贈り物をするようになっ
た。

7
JULY

7 月のカレンダー
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 Life would be tragic if it weren’t funny.
人生は面白くなければ悲劇だ。

Never give up work. Work gives you meaning and purpose and 
life is empty without it.
自分がやるべき仕事を絶対にあきらめてはいけない。
生きる意味も目標も失われ、人生が空っぽになる。

We are just an advanced breed of monkeys on a minor planet 
of a very average star. But we can understand the Universe. 
That makes us something very special. 
私達はどこにでもある恒星の、マイナーな惑星に住む、血統の
良い猿にすぎない。しかし私達は宇宙というものを理解できる。
そのために、ちょっとは特別な存在なのだ。

I try to lead as normal a life as possible, and not regret the 
things it prevents me from doing.
人生は、できることに集中することであり、できないことを悔
やむことではない。

We should seek the greatest value of our action.
自らの行動の価値を最大化するため努力すべき。

However difficult life may seem, there is always something you 
can do and succeed at.
どんなに人生が難しく感じられたとしても、必ずあなたに出来
ること、そして成功できることがあります。

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。

イギリスの理論物理学者
名前：スティーヴン・ウィリアム・ホーキング
国 :　イギリス オックスフォード
生 :　1942 年 1 月 8 日 - 2018 年 3 月 14 日

　車椅子の物理学者として知られるイギリスの理論物理学者
ホーキング博士は、オックスフォード大学で医学を学んだ父と
同じく哲学を学んだ母とのあいだに、長男として 1942 年 1 月
8 日（ガリレオ・ガリレイの死後ぴったり 300 年後）にイギ
リスで生まれた。
　1959 年 10 月に 17 歳でオックスフォード大学に進学し、そ
こで数学を学びたかった彼だが、数学を選択することができな
かったため物理を学び始めた。彼が宇宙論を研究し始めたのは
ケンブリッジ大学の応用数学と理論物理学学科において。彼の
残した功績は、ロジャー・ペンローズと共に記した「特異点定理」
や、ブラックホールの中に閉じ込められたものが「ホーキング
放射」として放射される「ブラックホールの蒸発理論」、など
相対性理論とブラックホールに関するものは後の宇宙論に大き
な影響を与えた。
　しかし一般大衆の間にも彼を名を広く知らしめることとなっ
たのは、1988 年に彼が発表した著書『ホーキング、宇宙を語る』
だろう。1,000 万部売れたというこの本は 237 週もサンデー・
タイムズ紙のベストセラーに載り続けギネス世界記録にも掲載
されたほか、40 か国語に翻訳され、世界的に話題となった。
　彼がその人生で残した功績は広くたたえられ、アルベルト・
アインシュタイン・メダル、ウルフ賞物理学部門、コプリ・メ
ダル、基礎物理学賞など様々な賞を受賞しているほか、母国イ
ギリスでは大英帝国勲章を、アメリカではバラク・オバマ大統
領時代に大統領自由勲章を受賞している。
　1963 年に筋萎縮性側索硬化症（ALS）と診断される。生涯
で 2 回の結婚と 2 回の離婚。2 男 1 女の子供がいる。ALS は
発症から 5 年ほどで死に至ると考えられていたが、それから約
55 年死の宣告を跳ね除け、研究を続けることができた。2018
年 3 月 14 日、ケンブリッジ大学近くの自宅にて死去。

偉人の名言

偉人の名言
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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。

ニュースダイジェスト
ショッピングモールで相次ぐ銃撃
　ジョージア州アトランタのショッピングモールで警備員が銃
撃されて重体となる事件があり、警察が捜査を行っている。ア
トランタでは銃撃事件が後を絶たず、当局が危機感を募らせて
いる。

　当局によると、富裕層の多いバックヘッド地区にあるレノッ
クススクエアで 6 月 13 日午後８時半ごろ、何者かが発砲した
との通報があり、アトランタ警察が出動した。目撃者は駆け付
けた警官に対し、警備員１人が撃たれたと証言した。
　被害者は 40 代の男性で、胴体を撃たれていた。目撃者は、
容疑者２人が銃を持ってこの男性に近づいたと話しているが、
発砲に至った経緯は分かっていない。
　全米の統計をまとめている団体によると、銃暴力による負傷
者は今年に入ってこれまでに 1 万 7000 人を超えている。アト
ランタ市内や近郊のショッピングモールでは、ほかにも過去１
週間で２件の銃暴力事件が相次いでいた。
　グリーンブライアモール付近では 6 月 8 日夕、2 人が銃撃さ
れて入院した。その 2 日後には同州モロウのサウスレイクモー
ルで、口論が発端となって銃弾少なくとも 25 発が発砲される
事件があった。
　6 月 13 日の事件では、捜査当局が目撃者から得た情報をも
とに容疑者の逃亡先を特定。一帯の捜索を行った結果、容疑者
２人を発見して 15 歳の男と 15 歳の女を殺人未遂などの容疑
で逮捕した。
　アトランタ市で相次ぐ凶悪犯罪について、ケイシャ・ランス・
ボトムズ市長は「新型コロナ犯罪の波」と呼んで危機感を募ら
せていた。アトランタ警察が発表した 5 月下旬の統計によると、

殺人事件は前年同時期に比べて約 63％増、2019 年に比べる
と 43％増加した。

「宇宙旅行」、参加権が 30億円で落札
　米アマゾン・ドット・コムの創業者で富豪のジェフ・ベゾス
氏らとともに参加する 11 分間の「宇宙旅行」をめぐってオー
クションが行われ、参加権が 2800 万ドル（約 30 億 7000 万円）
で落札された。宇宙企業ブルー・オリジンが明らかにした。
　ブルー・オリジンの販売部門の幹部アリアン・コーネル氏に
よれば、6 月 12 日に行われたオークションは RR オークショ
ンが主催し、159 カ国から 7600 人が参加した。落札者の名前
は明らかになっていない。

　宇宙船は７月２０日、米テキサス州のブルー・オリジンの施
設から打ち上げられる予定。ベゾス氏は先ごろ、弟のマーク・
ベゾス氏も宇宙旅行に参加すると明らかにしていた。
　ブルー・オリジンは 2000 年の創業。高さ約 18 メートルの
有人宇宙船「ニューシェパード」の試験を進めてきた。15 年
以降、15 回にわたる無人での試験飛行を行ってきたが、有人
による完全自動運用は今回が初めてとなる。
　ブルー・オリジンの最終目標は一般の人々に宇宙旅行のチ
ケットを販売することだ。短時間だが地上から 62 マイル（約
100 キロ）超の素晴らしい景色を楽しめる。地上から 100 キ
ロの高度は国際的に宇宙空間との境界と考えられているが、米
政府は高度 50 マイルを「宇宙空間」とみなしている。
　今回のオークションで得られた収益は若い学生に対して科学
技術や数学などを啓蒙（けいもう）するブルーオリジンが設立
した団体に寄付される。

ニュースダイジェスト



ANIS ATLANTA - July 202110 

SHOPPING



11ANIS ATLANTA - July 2021

バイデン氏、LGBTQ公表の２選手に支持表明
　バイデン米大統領は 6 月 22 日のツイートで、性的少数者

（LGBTQ）であることを最近公表した米プロフットボールリー
グ（NFL）のカール・ナシブ選手と、米女子プロサッカーリー
グ（NWSL）の横山久美選手の勇気を称賛し、両選手への支持
を表明した。

　ナシブ選手は 6 月 21 日、インスタグラムに投稿した動画で
同性愛を公表。元サッカー日本代表の横山選手は 7 月 19 日、
ユーチューブに投稿した動画の中で、心と体の性が一致しない
トランスジェンダーであることを明かしていた。
　バイデン氏はツイートを通し、「２人のおかげで、今や世界
中で数え切れないほどの子どもたちが、自分自身を新たな目で
見直している」と強調した。
　バイデン氏はこれまで性的少数者への支持を繰り返し表明し
てきた。この春の議会演説では、各地でトランスジェンダー選
手のスポーツ参加を禁止する州法が成立している動きに対し、
反対の立場を明言した。
　またバイデン政権は先週、学校での性差別を禁止する法律が
性的少数者に適用されないとしていたトランプ前政権の立場を
覆し、性的指向や性自認に基づく差別も禁止対象になるとの見
解を示した。

ワクチンで「コロナ死はほぼ防げる」
　米疾病対策センター（CDC）のワレンスキー所長は 6 月 22 日、
ホワイトハウスでの記者会見で、新型コロナウイルスのワクチ
ンが重症や死亡に至る症例を防ぐ効果は「ほぼ 100％」だと主
張した。
　ワレンスキー氏はワクチン接種について、米国内では現在、

12 歳以上ならだれでも受けられると説明。「現時点で成人を中
心とした死亡例のほとんどは完全に回避できるということだ」
と述べた。そのうえで、新型ウイルスはチャンスをうかがって
いると語り、ワクチン未接種の人がいる限り脅威は続くと指摘
した。
　米国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長も米国内の死
亡例は現在、ワクチン未接種の患者が圧倒的多数を占めている
と語った。ファウチ氏は同日の会見で、インドで最初に見つかっ
た変異株（デルタ株）を「最大の脅威」と位置付ける一方、ワ
クチンはデルタ株に対しても有効だと強調した。昨年のように
感染が急拡大する可能性は低いが、ワクチン接種に抵抗する集
団の中で局地的な感染拡大が起きることも考えられると指摘し
た。
　ファウチ氏はワクチン接種事業の課題として若年層と接種率
の低い州を挙げ、自ら SNS を使って偽情報への対策に取り組
む構えを示した。同氏はまた、バイデン大統領が掲げた「７月
４日までに成人の７割が少なくとも１回接種」という目標には
届かないとの見通しを認めたうえで、現在のペースなら来月第
２～３週までには達成できるだろうと語った。

機内で暴れる乗客は司法省が訴追を
　旅客機内で暴れて騒ぎ起こす乗客が急増している問題で、米
航空業界団体と労働組合が連名で 6 月 21 日、司法省のメリッ
ク・ガーランド長官と連邦航空局（FAA）のスティーブ・ディ
クソン長官に対し、特に悪質な事案については司法省で扱うよ
う求める要望書を提出した。

　アメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空、サウスウ
エスト航空などでつくる業界団体は要望書の中で、「FAA が悪
質な事案を司法省に委ね、連邦政府が法に従って犯罪行為を完
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FOOD & HEALTH
「チアシード」の効果・効能を調べてみた！

　スーパーフードの代表ともいえる「チアシード」。良いとは
聞いたことがあるけれど、具体的にどんな効果がは分からない
という方が大半ではないでしょうか？

「あのプチプチをどんなふうに活かせばいいのかわからない」
という方もいらっしゃいますよね。今回は、、チアシードの多
彩な魅力をご紹介します。

チアシードとは
　チアシードとは、メキシコやグアテマラ原産のシソ科の 1 年
草「チア（chia）」という植物の実です。ゴマよりも小さな粒
ですが驚くほどの栄養価を秘めており、その力は「水とチアシー
ドさえあれば生命を維持できる」という話が生まれるほど。身
体によいといわれるオメガ 3 系脂肪酸、αリノレン酸を豊富に
含み、シードとしてだけではなく「チアシードオイル」の原料
にもなっています。
　味は無味無臭ですが、水などの液体に入れると水分を吸収し
て 10 倍以上に膨らみ、ゼリー状になるという大きな特徴が。
そのプチプチ、プルプルした食感から、ドリンクやスムージー、
デザートなどのアクセントとして楽しまれ、「ほんの一匙で栄
養満点！」と人気の食材です。

チアシードの種類と特徴
　チアシードには 2 つの種類があります。黒いチアシードと白
いチアシードです。本来チアシードは黒い色をしていますが、
栄養価の高いものだけを選別し、品種改良したものが白いチア

全かつ迅速に訴追し、この危険かつ憂慮すべき行為を抑止する
ことを要望する」と述べている。
　FAA は同日声明を発表し、こうした行為を一切容認しない方
針は堅持すると強調。「引き続き地元司法当局や司法省と連携
し、危険で乱暴な行為は容認しないことをはっきりさせる」と
した。FAA によれば、機内で暴れる乗客についての報告は、今
年に入って 3000 件を超えている。そのほとんどがマスク着用
規定に関するトラブルだった。米政府が義務付ける機内でのマ
スク着用を乗客が拒んだという報告は 2300 件に上る。
　客室乗務員組合のサラ・ネルソン氏は今月、ＣＮＮの取材に
対し、状況は「制御不能」になっていると述べ、「客室乗務員
からは、仕事に行くことが不安になったという声が出ている」
と指摘。機内での乱暴があまりに横行していることから、ネル
ソン氏自身も仕事へ行くのが怖くなったと打ち明けていた。

住みやすい都市ランキング 2021 年版
　世界の都市の住みやすさを比較したランキングの 2021 年版
は、新型コロナウイルスの感染拡大によって上位の顔ぶれが大
きく変動した。

１位： ニュージーランド・オークランド
２位： 大阪
３位： オーストラリア・アデレード
４位： ニュージーランド・ウェリントン
４位： 東京
６位： オーストラリア・パース
７位： スイス・チューリヒ
８位： スイス・ジュネーブ
９位： オーストラリア・メルボルン
10 位： オーストラリア・ブリスベン

FOOD & HEALTH
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ジョージア日米協会 ・火曜日会
Second Tuesday Every Month | 7:00PM

日付：毎月第二火曜日 | 午後 7:00  

At Home Until Further Notice (Order Take-Out & Delivery)

RSVP 申し込み http://goo.gl/forms/npwfdMf5sB
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、社会的距離確保という
保険専門家による政府の要請と推薦に対し、今月の火曜日会ミート
アップはオンラインバーチャルにて行います。参加者は、それぞれ
ご自宅等近隣のお気に入りのレストランからテイクアウトもしくは
デリバリーをご利用頂き、Zoom ミーティングにて他の方々と交流
しませんか。

  「火曜日会」は毎月第二火曜日にアトランタの各種のレストラン
で食事をしながら、参加者の親睦を深めるつどいの場を提供いたし
ます。くつろいだ雰囲気の中でどなたでも参加できます。時間は毎
回７時からで、支払いは食事の終わりに各自でしていただきます。

ジョージア日米協会
The Japan-America Society of Georgia
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シード（ホワイトチアシード、サルバチアシード）なのだそう
です。ホワイトチアシードはいくつかの栄養素が黒よりも高く、
また水を吸って膨らむ大きさも 14 倍と、黒い品種よりも大き
く膨らむとされています。見た目の好みもあるかと思いますが、
腹持ちの良さや少しでも高い栄養価を求める方はホワイトチア
シードを試すのもいいかもしれませんね。

チアシードの食べ方
　チアシードはそのまま（生のまま）食べても OK。南米では
同じシソ科のごまやえごまのようにすりつぶして食べることも
あるようです。ごまと同じ仲間と考えると、一気に親しみがわ
きますよね。トッピングに、オーブン料理に、シチューや和え
物にと、アイデア次第で何にでも使うことができます。

トッピングに
• サラダなどにふりかけてプチプチ食感をプラス
• ご飯や冷ややっこにごま感覚でふりかけて
• マフィンやケーキなどのトッピングに
• ヨーグルトやパフェなどのトッピングに

パンやクッキーに入れて
• 手作りパンの生地にまぜこんで
• クッキーやパンケーキに入れて食物繊維をプラス

シチューのとろみづけやハンバーグの「つなぎ」に
• トロッとした食感を活かしてシチューやカレーのとろみ

づけに
• ハンバーグのつなぎがわりに
• ヨーグルトなどに加えてねっとり濃厚な食感に

すりつぶして和え物やドレッシングに
• すりつぶして醤油と和え、ごま和え感覚で
• すりつぶしてはちみつと和え、パンに塗るペーストに
• すりつぶして油や酢と混ぜ、ドレッシングとして

ふるふる食感を楽しむデザートに
• カスタードに加えてプリン風に
• ココアに加えてココアプリン風に
• ヨーグルト＆ジャム＆フルーツに加えるだけでぷるぷる

デザートに

チアシードの戻し方
　チアシードを水で戻す方法は簡単。チアシードの 10 倍量の
水に浸すだけです。より多く水分を吸収するホワイトチアシー
ドの場合は、様子を見ながら水を増量してください。

チアシードの効果・効能
食材としての歴史は長いものの、チアシードがスーパーフード
として脚光を浴び始めたのは最近のこと。健康に及ぼす影響に
ついてはまだまだ研究の途上で、効果や効能に関する研究結果
も多いとはいえません。
多様な栄養素を豊富に含んでいることは確かですので、今後さ
らに多くの効果や効能が明らかになっていくことでしょう。

• 効果 1　血圧コントロール効果 
チアシードにはオメガ 3 脂肪酸であるα−リノレン酸が
豊富に含まれています。α−リノレン酸は、血栓予防や中
性脂肪値を低下させる働きがあります。血液をさらさらに
し、高血圧患者の血圧を大幅に下げる効果が確認されてい
ます。

• 効果 2　血糖コントロール効果 
チアシードに含まれるグルコマンナンは、食後血糖値を低
下させます。血糖値の低下により、糖尿病に対する予防効
果も期待されます。

• 効果 3　腸内環境改善効果 
チアシードには食物繊維が豊富に含まれています。その中
のひとつグルコマンナンは、消化酵素で消化できず更に水
を吸って膨れるため、便のかさを増やして便秘解消に役
立ったり、腸内の有害物質を排出したりする効果があると
されています。
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人とモノのブランディング
コンサルティング

◆深緑グリーンの世界から空色スカイブルーの世界へ
　6 月２１日の夏至を過ぎると７月７日は二十四節気の小暑（しょうしょ）この頃日本は梅雨明けを迎え、暑さ
が本格的になり慣れない強烈な太陽の日差しに眼が眩みます。
そして、この日は別名、「笹の節供」や「星まつり」とも言われる七夕です。日本へは奈良時代に中国から遣唐使
によって伝わり、宮中行事として取り入れられたのが始まりなのだそう。そして、現在のように短冊に願い事を
書いて笹竹に結ぶスタイルになったのは江戸時代になってからだそうです。七夕のお祭りが終わるといよいよ太
陽の季節、大暑（たいしょ）７月２２日、子供たちは待ちに待った楽しい夏休みを迎えます。

◆さて、５・６月号のカラータイプ ®メソッドはいかがでしたか？
　皆様の日常に欠かすことが出来無い他者とのコミュニケーション。日本人の特徴の一つでもある「相手を思い
遣る」「和の精神」「円滑な人間関係の構築」にきっとお役に立てると思います。
７月は他者との関りから少し視点を変えて御自身の内面と心や体のコミュニケーション＝セルフヒーリングのお
話です。

『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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他者との繋がりや関係性に重きを置くあまり、自身の個性や自己表現を控え、
目立つことをためらう、我慢してしまう、自己犠牲して相手に合わせてしまう・・・
「喜怒哀楽」を幼子のようにストレートに表現出来たらどんなに楽か・・・

　それらの事でストレスを感じ、眠れなくなったり、食欲が落ちたり、疲労感を感じたりという事ことはありま
せんか？　HELP ME ！お願い！気付いて～気付いて～～！という心と身体の声＝ SOS が心や体から発信されて
いる状態ではあるけれど、まだ自覚症状として表に現れていない病気未満の状態、それがいわゆる未病です。本
格的な症状が身体に現れる前の未病の状態の時に心と身体の SOS に気付いて自分で癒し、お手当てしましょうと
いうのがセルフヒーリングです。
　私達はお医者様ではありませんが、自分自身をいつもつぶさに見つめ、細かく観察できる最も近しい人です。
痛い・苦しい・辛いなどの五感の機微を感じられるのも自分のみ。過去から未来へと一生を共にする親友ですから、
嘘はつけませんね ( 笑 )

◆では無意識レヴェルの自身のサインに気が付くにはどうしたらいいのでしょうか？
　セルフヒーリングではチャクラと言う理論で説明します。東洋の「氣」、西洋の「オーラ」など、人に見えない
エネルギーが存在すると考えらはじめたのは、20 世紀初頭。インドの伝統医学をもとに、西洋の神智学、生命哲
学などが統合されて行きました。
　身体の中には目に見える臓器、例えば心臓や肺、胃腸、腎臓などレントゲンで確認できる臓器と目に見えない
エネルギー体があります。普通の人には見えないのですがサイキックな特殊能力のある人によると体のほぼ中央
にクルクルと高速で回っているものがありそこが外界とのエネルギーの出入り口になっているそうで、それぞれ
固有の色が付いているそうです。「・・・そうです。」というのは私は見たことがないのですが、見える人からよ
く話を伺っておりました。そのクルクル回っているのが車輪の様に見える事から古代サンスクリット語で車輪を
意味する「チャクラ」という名前が付けられました。東洋医学では、人間の身体は臓器や局所的な部分が寄せ集まっ
たものではなく、「心、精神、霊」が肉体と一体になったものと捉えています。
　チャクラは、この目に見えないマインド、スピリッツ、スピリチャルが、肉体とつながったエネルギーの中枢
部分であり、実際、チャクラがある場所は重要な「ツボ」や「人体の分泌系」が集中する場所でもあります。

　来月はこのチャクラと色の関係、簡単なセルフヒーリングについてお話しします。どうぞお楽しみに♪

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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卒業式◎ ICAGeorgia

　2021 年 5 月 28 日、ジョージア・チャーター学院（ICA ジョージア）
では対面卒業式・オンライン卒園式を行い、5 年生 13 名そして幼稚部
36 名の児童が新しい門出を迎えることが出来ました。
　対面卒業式では、保護者、学校関係者、そしてジョージア・チャーター
学院創設者のエイハーンみなこ氏ご出席のもと、竹内総領事並びにピー
チツリーコーナーズ市長マイク・メイソン氏より温かいメッセージを頂
き、笑顔のあふれる素晴らしい式となりました。
　今年 1 年間、ICA ジョージアでは日々変わるコロナウイルスの状況に
フレキシブルに対応し、オンライン・対面式授業の他、季節ごとに様々
なイベントを行い、児童達が活気のある学校生活を送れるように努めて
参りました。お餅つきや、雛祭りなどの学校年間行事はオンライン形式
でイベントを盛り上げ、子供の日には、青空に大きな鯉のぼりを揚げて、
子供たちの健やかな成長を祈願しました。
　お陰様で ICA ジョージアは 8 月より開校 4 周年を迎えます。これから
もグローバル市民を育成するために、さらに邁進して参りますので、ど
うぞご支援の程宜しくお願い致します。
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　今回は、アクアズ・スキン & ボディさんにフラクショナルレー
ザーを施術にやってきました。お店は Duluth の Pleasant Hill 
Rd 沿いの Super H-Mart ショッピングセンターの中にあり、向
かって右隣りにあるビルの 2 階です。

　担当して下さる愛子さんは、日本でもエスティシャンとして
のキャリアをお持ちですので、日本と米国の技術と美的センス
を兼ね備えていらっしゃいます。お母様がエステサロンを経営
されていたこともり、早くからアートメイク（タトゥー）の技
術にも関心を持っておられ、日本で技術を習得されています。
個人のお顔に合ったアートメイクのデザインやアドバイスをし
てくださいますので、ご興味のある方は、是非ご相談なさって
みてください。

　今回はフラクショナルレーザーを施術していただきました。
フラクショナルレーザーは、肌の表皮から真皮にわたる様々な
お悩みの症状に対して、高い効果を発揮するレーザー治療です。
レーザーを使って皮膚に極小の点状の穴を開けることで、人間
が本来もつ創傷治癒力を引き出し、新しい皮膚を再生させる治
療法です。短期間で、シワやたるみ等、様々なお肌の問題を改
善する効果が期待でき、ダウンタイムが短いことも特徴です。

　まずはお肌の診断を受けます。「お鼻とおでこが少し日焼けし
ていますね。」と言われてびっくり。外に出かけるときは日焼け
止めクリームはつけていますが、マスク生活なので丁寧じゃな
かった可能性あり、しかもファンデーションは 1 年以上も塗っ
たことがない。プロの目線からのアドバイスは、「日焼け止めは
勿論ですが、ファンデーションもお出かけの時にはプロテクショ
ンのために塗った方が良いですね」との事です。言われないと
気をつけられないことってありますね。ちょっと反省です。

　早速始めていきます。温スチームがお顔を柔らかく包み込み
たっぷり保湿し、肌に潤いを与えてくれます。痛み止めを湿布
してくださいますのでしばらくそのままリラックス。日焼けし
ているところはちょっと優しくレーザーを当てていくそうで、
個人のお肌の状態によって治療を決めていきます。いよいよレー
ザーをお肌に治療がはじまると、照射時にはチクチクとした痛
みを感じます。お肌の薄い部分はとても敏感にチクチク感じま
す。レーザー治療の後は冷却マスクでお肌を冷やすことによっ
て、刺激の与えられたお肌を沈めてくれます。

　治療後は一時的にお肌が乾燥するので、十分な保湿を心がけ
ることが大切です。日焼けは絶対にしない様にしないといけま
せん。施術当日はお肌が赤くなってセンシティブになっていま
すので、お肌に刺激を与えない様にします。翌日にはお肌がす
ごく乾燥し始めて、カサカサしてきますので、たっぷりの保湿
をあたえます。お顔がべたべたするほどクリームを塗って何と
かこの時期を乗り越えると、自然にお肌のカサカサしている部
分が剥がれ落ちてきます。個人によって違いはあるかもしれま
せんが、1 週間ぐらいが目安となります。
　
　施術した当日は、まるで日焼けをしたようにお肌が赤くなっ
ていますので、お肌に刺激を与えない様に過ごします。勿論お
顔をゴシゴシマッサージすることも厳禁です。翌日からは赤み
がひき乾燥がはじまり、3 日ほどたつと顔全体がカサカサして
きてきますので、毎日ヴァセリンを湿布して乾燥を防いでいき
ます。ここからはどんどんお肌のターンオーバーがはじまり、
カサカサがゆっくりと剝がれ落ちていきます。剥がれ落ちたあ
とのお肌には張りが出て、ゆで卵のようにプリプリのつるつる
に、毛穴も引き締まった感じになりました。お肌のトーンも明
るくなったようです。

　お肌のコンディションが気になる方、ニキビやニキビ跡が気
になる方、毛穴の開きが気になる方、シミにも効き目ありだそ
うです。5 日ほどお肌がガサガサしますが、今はマスクもあり
ので、3 日を通り越せばお出かけもできます。是非、お試しく
ださい。

ア ト ラ ン タ
in-Town News

フラクショナルレーザー
美肌エイジングケア
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「世界一の高級化粧品メーカーになる」ことを目指し、65 年以上
のあいだ「本物志向」にこだわって商品開発を続けてきたアル
ビオンの公式オンラインストア ALBION GARDEN （Albiongarden.
com）がアメリカで開店しました。

「美的」や「＠コスメ」で高評価を得る数多くの名品を提供してい
るアルビオンのスキンケアですが、この夏特に注目したいのが、
1974 年の発売開始から多くのファンを持つ化粧水「スキンコン
ディショナーエッセンシャル」、通称「スキコン」です。ひんやり
と心地いい爽快感が特徴の「スキコン」は、夏の暑い時期に保湿
を妥協することなく、さっぱりとしたスキンケアを求めている方
にお勧めです。
こだわりの原料「オーガニック北のはと」から抽出される保湿成
分ハトムギエキスと有効成分のグリチルリチン酸ジカリウムがお
肌の調子を整えてくれます。
Albion Garden では「スキコン」以外にもアルビオンの４STEP ス
キンケアに欠かせない、乳液やスペシャルケアの商品も取り扱っ
ています。季節の変わり目で新しいスキンケアを探していたとい
う人、日本製のスキンケアをアメリカで購入したいと探していた
という人も、是非この機会にアルビオンのスキンケアを試してみ
てはいかがでしょうか？
 

日本で65年の歴史を持つスキンケアブランド：
アルビオン（ALBION）がついにアメリカ上陸

SKIN
CARE

ANIS Atlanta 読者限定プレゼント！
Albiongarden.com にて＄50 以上ご購入のお客様にオリジナルトートバックを
プレゼント！ご購入時にコード「ANISATLANTA」をご利用ください。
＊入力後、ショッピングカートに GWP は表示されず、「コードを受け付けました」
   という旨のテキストが表示されます。
＊有効期限：2021 年 8 月 31 日まで。
＊数に限りがございます。上記期間内でもなくなり次第終了となります。

Skin Conditioner Essential
110ml $35.00, 165ml $50.00, 330ml $84.00 

albiongarden.com
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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

やみつき
紫蘇マヨチキン

材料（4人分）
　鶏もも肉.........................................大 2 枚・600g
　しそ.................................................................10 枚
A.マヨネーズ............................................... 大さじ 2
A.砂糖...................................................小さじ 2～ 3
A.和風だしの素........................................... 小さじ 2
A.塩...........................................................小さじ 1/2
　片栗粉....................................................... 大さじ 4
　ごま油...............................................大さじ 2～ 3

1.. 鶏もも肉はひと口大に切りポリ袋に入れ、.
Aマヨネーズ.大さじ 2、砂糖.小さじ 2～ 3、和風だしの素.小さじ 2、塩.小さじ 1/2 を揉み込んで 10分置く。.
しそは千切りにする。.

2.. 10 分置いたら、紫蘇と片栗粉も入れて良く揉み混ぜる。.
3.. フライパンにごま油をひき、２を入れてから火にかけ、弱めの中火～中火で焼く。少し焼き色が付いたらひっくり返し、
反対側も焼き色が付いたらここからは何回かひっくり返しながら焼く。.

4.. 両面こんがりと焼け、火が通ったら、フライパンの油をキッチンペーパーで拭き取り、強火にしてフライパンを揺すり、
両面カリッと仕上げたら出来上がり！

しその風味が爽やかなやみつきチキンです
薬膳効果
☆鶏肉…食欲不振、虚弱体質に、疲れやすい人に、美肌に.
☆しそ ... 食欲増進、風邪予防に、ガン予防に、解毒作用、殺菌作用、アレルギーの軽減

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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　現在求人市場は、1 年前とがらりと状況が変わり、空前の

売り手市場となっています。需要と供給のミスマッチの理由

はいくつかあるようですが、どれもパンデミックが影響して

いると言えます。

　接客など COVID の感染リスクが高い職種に労働者が就き

たがらないこと、州によっては学校の再開が遅くなってお

り、子育てをしている方たちが仕事に復帰できないこと、パ

ンデミックが引き金となり、早期退職をした方々もいるこ

とで、経験のある労働者が不足していること、政府が定め

ている失業保険の特別給付により、働くより失業している

方が収入が多いため、働く事の意義を見出せない方がいる、

などが主な理由です。

　ジョージア州では約 6 万件の求人があり、ビジネスに

影響をきたしているます。そのため、ジョージア州政府は

2021 年 6 月 21 日から、連邦政府が定めた雇用保険の特別

給付金を給付しない事とし、労働者の職場復帰を促していま

す。

　また、企業と労働者の仕事に対する行動、考えの違いも浮

き彫りになっています。労働者は、パンデミックで働き方が

大幅に変化したことにより、ライフ・ワークバランスの取れ

る在宅勤務が、転職・就職をする上で、非常に重要な決断条

件となっています。

　そのため、パンデミック前の様に、100% オフィス勤務に

戻そうとしている企業は、労働者の確保が困難になっている

ケースもあります。今後何らからの形で在宅勤務を続けた

い、という労働者が 90% 以上いるというデータもあり、在

宅勤務ができるかどうかが今後の人材確保 / 就職のポイント

になるでしょう。

　尚、売り手市場ではあるものの、企業側はしっかり求職者

のスキルを判断していますので、求職者はしっかり就職への

準備はしておきましょう。仕事をしていない期間が長い方

は、徐々に職場復帰することを念頭に、下記の準備をしてお

くことをおすすめします。

• スキルアップをしておく。特に Excel などの基本的なコ

ンピュータースキルを磨いておくこと

• 専門職の場合、現在の知識やルールを習得しておくこと

• レジュメを提出する際、Cover letter を書いたり、リク

ルーターを通じ、企業に正しい休職理由を伝える

• 初めから高望みはせず、自分の条件より下回るものでも、

仕事を始めてみる

• 正社員を希望する場合でも、まずは派遣で仕事を始め、

経験を積み、直近の職歴を作る

　市場は今、動いています。どう就職活動をすればいいか分

からない、という場合は、弊社までお気軽にご連絡下さい。

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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新型コロナの永住権申請への影響
　前トランプ政権による数々の移民法の審査の厳密化に続き、
新型コロナの影響で永住権の申請時間が大変長くなっています。
テロリスト対策の一環として、前トランプ政権は 2017 年 10
月より、雇用ベースの永住権申請者全員に対して、面接を義務
付けました。それまでは、過去に違反行為がない人の面接は免
除されていましたが、この措置により、年間 14 万人もの申請
者の面接に大変長い待ち時間ができ、永住権の審査が大幅に遅
れました。
　これに加え、新型コロナの影響で、指紋押捺会場の閉鎖のた
めにさらに待ち時間が長くなり、指紋が再開された後も待ち時
間が一向に改善されていません。以前は日本国籍者であれば、
審査に問題がなければ、およそ 1.3 ～ 2 年ほどで永住権申請の
全審査過程が終了していましたが、現在では指紋や面接の待ち
時間により、申請場所によっては待ち時間が 10 カ月から 42 カ
月ほどになっています。GA 州の地元移民局は、アトランタでの
面接予定者の一部をサウスカロライナ州やアラバマ州などの周
辺州で面接することで、面接の待ち時間の短縮化を図っている
ようです。
　雇用主スポンサーによる永住権の申請には 5 つの優先枠があ
ります。第 4 優先枠は宗教活動従事者・その他特殊なケース、
第 5 優先枠は投資者による申請ですが、ここでは一般に日本人
が利用する第１、２、３優先枠の雇用主スポンサーによる永住
権の申請について説明します。

【第 1 優先枠】第 1 優先枠には、Extraordinary Ability (EB1-1), 
Outstanding Researcher (EB1-2), Multinational Manager (EB1-3)
の 3 つのカテゴリーがあります。
• EB1-1 は、申請者が科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ

などの分野で世界的に傑出した業績をあげ、その分野でトッ
プクラスの技能者が対象です。例として、ノーベル賞やアカ
デミー賞受賞者、オリンピックメダリスト、画期的な発明者
などがあげられます。国際的レベルの賞がなければ、研究内
容の出版・発表、学会・業界への貢献度など申請者の研究成
果に関する証拠書類を最低 3 つ提示します。

• EB1-2 は、研究能力や業績が国際的に評価され、その研究分
野で最低 3 年間の教職もしくは研究経験があり、さらに大学
で教職、もしくは研究機関や私企業でこれに匹敵する研究職
に従事することが条件です。研究内容の卓越性の証明として、
例えば、研究業績に関する賞受賞、専門団体会員、研究内容
の出版・発表、他の研究者の研究文章への引用、他の研究者
の研究内容審査、学会・業界への貢献度などの証拠を最低 2
種類提出します。

• EB1-3 は、日本人では主にＬビザやＥビザ派遣の国際管理職
が対象となりますが、海外の関連会社で渡米前の 3 年間の内
1 年以上の上級管理職経験があり、アメリカでも上級管理職
として赴任していることが条件です。

【第 2 優先枠】第 2 優先枠は科学・教育・ビジネス分野で有能
な人材、もしくは大学院以上を必要とする専門職に従事する人
が対象となります。その他にも、アメリカの国益に貢献する者
に対して National Interest Waiver (NIW) という枠も設けられて
います。

【第 3 優先枠】第 3 優先枠は学士号保持者、 熟練・非熟練労働者

など、上記のカテゴリーに当てはまらない人が対象となります。
【個人スポンサー】尚、上記のうち Extraordinary Ability (EB1-1)
と NIW (EB2) は雇用主スポンサーがなくても、自己申請を行う
ことができます。

【申請過程】第 2・3 優先枠の申請は、3 段階の申請過程を経ます。
(1) まずは労働局に当該ポジションに対する平均賃金を申請し、

次に地元のメディアに求人広告を掲示して、米国市民や永住
権保持者で最低資格条件を満たす人材がいないことを証明
できれば、労働局に外国人労働許可申請 (Labor Certification 
Application) の申請を行います。平均賃金が予定する給与額
を大幅に上回っていたり、或は、求人広告のポジション条件
を満たす候補者がいれば、永住権申請はストップしますので、
申請前に職務内容、ポジション条件など十分に検討する必要
があります。第 1 優先枠と第 2 優先枠の NIW 枠の人は、労
働局への外国人労働許可申請過程が免除されます。

(2) これが承認されたら、次に雇用主が移民局にスポンサー申請
を提出します。スポンサー申請では外国人労働許可申請の内
容確認、さらに雇用主の財的状況を審査されます。雇用主は
申請社員に支払う給与額、或はそれ以上の利益を上げている
ことが条件となります。ところが、新型コロナの影響で、収
益に打撃を受けている企業が多くみられます。その場合は、
純流動資産が申請社員に支払う給与、或はそれ以上であるこ
とを証明することで流動資産が十分にある証明をすることが
できます。上記いずれも証明できない場合は、申請社員に既
に平均賃金以上の賃金を支払っていた証拠、或はその他の証
拠を提示することで、支払い能力があることを証明しなけれ
ばなりません。

(3)  最後に本人と家族による永住権の申請を移民局に提出しま
す。日本国籍者など、永住権の国別枠による順番の待時間の
ない人であれば、雇用主スポンサー申請と永住権申請を同時
に提出することもできます。昨年度２月から前トランプ政権
により Public Charge Rule が施行され、申請者と家族の資産
や負債情報の詳細を開示する必要があり、審査がさらに長引
いていましたが、バイデン政権によりこの法律は撤回された
ために、Public Charge Rule の審査はなりました。しかしな
がら、永住権申請中に転職をした人は、新しい雇用主が永住
権で申請した同職のポジションでの雇用と賃金を保証するこ
とを証明するために、新たに I485J フォームを提出する必要
があります。特に現在は新型コロナの影響で解雇されるケー
スも見られますが、永住権申請中の雇用主変更に関しては、
転職後も永住権が続行できるように、変更のタイミングや新
しいポジションと賃金を十分に検討する必要があります。

本ニュース記事に関する注意事項（DISCLAIMER）
本雇用・労働・移民法ニュース記事は弁護士として法律上または専門的なアドバイスの提供を意図したもので
はなく、一般的情報の提供を目的とするものです。また、記載されている情報に関しては、できるだけ正確な
ものにする努力をしておりますが、正確さについての保証はできません。しかも、法律や政府の方針は頻繁に
変更するものであるため、実際の法律問題の処理に当っては、必ず専門の弁護士もしくは専門家の意見を求め
て下さい。Taylor English Duma 法律事務所および筆者はこの記事に含まれる情報を現実の問題に適用するこ
とによって生じる結果や損失に関して何ら責任も負うことは出来ませんのであらかじめご承知おき下さい。

執筆：大蔵昌枝弁護士 
Taylor English Duma LLP 法律事務所
＊ Copyright reserved. 著作権所有
1600 Parkwood Circle, Suite 200, 
Atlanta, GA 30339
DIRECT: 678.426.4641
OFFICE: 770.434.6868
E-Mail: mokura@taylorenglish.com
www.taylorenglish.com

雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士

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。
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我楽多横丁こぼれ話◎野呂利　歩

　 病人は答えた。「主よ、水が動くとき、わたしを池の中に入
れてくれる人がいないのです。わたしが行くうちに、ほかの人
が先に降りて行くのです。」　　　ヨハネの福音書　５章７節
 
　エルサレムに、ヘブライ語で「ベトザタ（ベテスダ）」と呼
ばれる池がありました。べトザタの池には、いつも、大勢の
病人が集まっていました。なぜなら、その池に、時々、神の
使いが降りて来て水を動かし、池の水が動いた時、一番先に
池に入った者は、どんな病気でも癒されると、人々は信じて
いました。そこに、38 年間も病気で苦しんでいる人が横たわっ
ていました。
 
　イエスは、その病人を見て、「良くなりたいか。」と言われ
ました。彼は、「はい。良くなりたいです。」と言えばよいのに、

「私には、池の中に私を 入れてくれる人がいない。いつも、誰
かに先を越されてしまう。」と答えました。他の人が、我先にと、
池に入ってしまうので、自分は治らないと言うのです。彼は、
自分の病気が治らないのを人のせいにしていました。そんな彼
の心を見て取られたイエスは、「では、わたしが池に入れてあ
げよう。」ではなく、「起きて床を取り上げて歩きなさい。」と
言われました。　

　つまり、人に責任転嫁をするのではなく、自分の足で立って、

しっかりと自分の責任で歩めと言われたのです。すると、どう
でしょう。先ほどまで、自分が歩けないのは人のせいだといっ
ていた病人が、イエスの言葉を心に受け入れて、信じて、実
行しました。そして、すぐに、立って床を上げて、歩き出し
ました。もし、彼が、イエスの言葉を信じなけれ ば、決して
起きようとはしなかったでしょう。イエスの言葉を聴き、イ
エスに心を開き、信じ、意を決して、起き上がろうとした時、
神の力が病人に臨み、奇跡が起きました。　
 
　何時の世にも、あの人がああしてくれない、こうしてくれ
ない、だから自分はこうなのだと、出来ない事を他人のせい
にして、言い訳をしたり、愚痴や不平不満、自己憐憫の中に
居る人は、かなり多いのではないでしょうか。多くの問題の
原因は、私たちの心の態度です。神への信頼・信仰を持って、
一歩踏み出すことが必要です。人に依存するのではなく、神
に依存して、祈り、自分の足で立って歩みましょう。それには、
決心が必要ですが、神のことばを信じて受け入れ、決心した時、
力が与えられ、生きること の喜びと、実感を得ます。

　信じないで、その場に留まり続けることをやめて、信じて
行う者となりましょう。神を信じる者は、落胆させられません。
必ず、神様の栄光を見ます。そして、変えられます。　
神は愛です。　私たちは、愛されています。

　アガサ・クリスティのタイトルにもなりそうな「アトラン
タ殺人事件」と呼ばれるジョージアでは有名な未解決事件が
ある。
　1979 年～ 1981 年にかけて起こったこの連続殺人事件（内
訳：子供 24 人大人 5 人）は別名「Atlanta Child Murders」と
も呼ばれる奇妙なコールド・ケース（未解決事件）である。ア
フリカ系アメリカ人の子供が次々と行方不明になり、殺人の
犠牲者となった。捜査に当たったアトランタ所轄警察は、殺
人の最後の局面で起きた大人の殺人事件で浮かんだアフリカ
系アメリカ人の容疑者ウェイン・ウィリアムスを逮捕、一連
の連続殺人事件の犯人と断定したが、立件起訴に持ち込めた
のは大人二件の殺人のみで、他は確固たる証拠もなく、立件
できなかった。

　この事件の捜査には疑問点が残る。（１）最後のほうで起こっ
た大人の事件での犯人逮捕で一連の事件の同一犯人と結論付
けたのは正しかったか（２）ターゲットが子供ばかりという
明確なパターンのある連続殺人の流れの最後に突然大人の殺
人パターンが入り込むという違和感をどう説明するのか。結
局こうした疑問を解くことが出来なかったのである。

　1986 年、二人のジャーナリストが州捜査局 GBI の秘密裏の
捜査をすっぱ抜いた。実は GBI は一連の子供の殺人には KKK
が絡んでいるのではないか、との観点から捜査に入っていた。
捜査の過程で、KKK のあるファミリーが仲間を集い「人種戦争」
を起こそうと計画していたことを突き止めた。GBI の「情報提
供者」から、KKK メンバーのひとり、麻薬密売人が仲間内で
殺人を仄めかす話をしている事実を受け、隠しマイクでの殺
人供述の録音までは成功したが、事件が二人の起訴で幕引き
となったため、Cold Case となった。

　2004 年、DNA 捜査が一般的になったこともあり、当時の
捜査員だったルイス・グラハムは所轄警察署長になったのを
機に、再捜査すべく DNA 鑑定を指示したが、当時は未だ、両
親の痕跡を受け継ぐ核 DNA 検査ではなく、母親の痕跡のみ引
き継ぐミトコンドリア DNA 検査であったため、黒白をつける
には至らなかった。そして核 DNA 検査が犯罪捜査の主流になっ
たことを受けて、2019 年、アトランタ市長ケイシャ・ボトム
スはこの事件に決着をつけるべく、再捜査を宣言したのであ
る。因みに、ウェイン・ウィリアムスは当初から犯行を否認
し続けている。

野呂利　歩

アトランタ殺人事件と KKK の影

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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生命の敏感期
　我が子の子育て中にこの敏感期という言葉と出会いまし
た。アメリカのディケアで娘が乳幼児クラスから１～２歳児
クラスに変わってまもなく、顔に引っかき傷を作って帰って
きました。驚いてクラスの先生に事情を聞くと、「次のクラス
では何のプログラムもなくまさに無法地帯で、ディケア側で
も何の対処もできない難しいクラスとのこと、今後もこうい
うことは起こるだろう。」というコメントでした。
　日本の保育園の様な環境を創造していたので、この事実は
ショックでした。機会があればまたこのアメリカでの教育シ
ステムの違いを書きますが、こちらのディケア＝幼稚園・保
育園ではないのです。そこで、幼児教育に日本で携わってい
た友人に相談したところモッテッソーリー教育を紹介されま
した。

　モンテッソーリー教育とはイタリア初の女医であり生物学
者でもあるマリア・モンテッソーリーが時代や文化が変わっ
ても厳然と存在している子供の生命力とその法則に目を向
け、自らよく生きようとする生命力を手助けする教育です。
そこでよく使われ引用される言葉が生命の敏感期という用語
でした。この敏感期という言葉は生物学者であるド・フリー
スが使いだした言葉です。
　発育の途上にある生命は、自然から課された宿題を成し遂
げるために、内面から押し上げてくる強い生命力を持ってい
ます。それは発育中の生物が幼少期にだけもつ独特の強い生
命力であって、自然が定めたプログラムに従って様々な形で
順を追って現れ、自然から与えられたその時期その時期の課
題を成し遂げさせる原動力となります。モンテッソーリーは、
この発育中の特別な生命力を教育に利用しました。

敏感期とは
　モンテッソーリーに良く使われる毛虫の幼少期の事例で説
明しましょう。蝶は卵を産むとき、雨や風をしのげる幹か枝
分かれしたままの所を選びます。ここで卵からかえった毛虫
は、自分の周囲いにある大きな木の葉は堅くて食べれません。
生まれたての毛虫が食べることのできる葉は、枝の一番先に
ある柔らかい新芽だけなのです。
　ちょうど新芽しか食べることのできないその時期に、この
毛虫は光に対して非常に敏感になるのです。そして、明るい
方へと光に導かれて上の方へはって行きます。一番明るい枝
の最先端に着いたとき、毛虫がちょうどその時期に食べるこ
とのできる新芽がそこにあるのです。
　こうして生まれたての毛虫は、自分が食べることのできる
柔らかい葉を見つけ、たっぷり食べて成長し、大きな堅い葉
でも食べることができるようになります。そうすると、光に
対する特別に敏感な感受性が消えてしまいます。そして生理
学的に盲目になったわけではないのに、光に対して全く鈍感
になり、木の下の方に降りてきます。

　このように、生物がその幼少期にある能力を獲得するため
に、外界のある刺激に対して特別に敏感な感受性を現し、そ
れを獲得し終わると、すっかり鈍感になってしまう事例はま
だ他にもたくさんあります。
　編み物をしていて編み目を落としたことを気づかずに編み
上げたとしたら、出来上がりはあまり変わらないかもしれな
いが、着ているうちにその編み目は全体の調和を崩します。
敏感期を逃すことはこれと似ています。
　幼児期にすべきであったことを抜かしても姿はちゃんと大
人になってゆきます。ところが、大人になってから不器用と
か性格のゆがみなど、様々な結果がでてきます。ほとんどの
大人は、自分の肉体的、精神的、社会的な仕上がりの中に『編
み落とし』のあることを痛いほど感じています。
　敏感期にそれに応える環境があったなら、音楽を解せず、
色彩感覚に乏しく、計算に弱く、読めないような字を書き、
人中では気恥ずかしく、人に頼り、決断力に欠けるというよ
うな人間には成長しなかったでしょう。こんな編み落としの
リストだったら、まだまだ追加できます。

　 敏感期は一時的なものですが、その一定期間を良く生き抜
いた結果として得る恵みは生涯に及びます。このことは物事
を習得するための『しおどき』とも『好機』とも言えると思
います。ですから、何歳のころにどんな敏感期がくるのかを
良く知っておくことは子育てのなかで
とても大切なことではないでしょうか。
とくに、幼児期の敏感期は大人には想
像もつかない子供の興味や実力となっ
て現れるので、大人が子供の敏感期の
特徴を知って生活の場面でそれを良く
観察できる目と心を養うべきです。
参考資料：モンテッソーリー幼児教育

「ママ、ひとりでするのを手伝ってね！」
より

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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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

　先日歯医者さんに歯の定期検診とクリーニングに行きまし
た。その時に歯科衛生士さんから、電動歯ブラシの正しい使い
方、フロスの使い方や回数、タイミング、歯茎の健康を保つ方
法など、オーラルケアについて細かく教えてもらいました。な
んとなく知っていることもありましたが、ほとんどが再度確認
できて良かったことばかりでした。
　この日家に帰る途中、これは美容室でも同じことだなぁ～と、
自分もこの歯科衛生士さんのような役割を持たなくてはいけな
いな～と改めて感じました！そこで、今回は、美容師の自分達
が、自分達の髪のケアで日常的にやってることをお伝えしよう
と思います。
　周知の事実ばかりかもしれませんが、違った認識で覚えて実
行してらっしゃる方もいるかと思いますので改めて髪の毛に
とって良いことをご紹介します。髪の長さに関わらず男性にも
女性にも適用できます！
① 髪を洗うのは夜、1 日 1 回 

頭皮のためにその日の汚れはその日のうちに落とす。
② 髪を洗う前にブラシでブラッシング 

頭皮の血行促進、髪の毛の汚れを落としてくれ空気が入り
シャンプーの泡立ちが良くなるので髪にも負担が少なく洗
えます。ワックスやスプレーがしっかり付いている場合は
無理にブラッシングしない）

③ シャンプーをつける前に髪の毛と地肌ををしっかり指の腹
でかきながら濡らし、（目安は息を止めていられるくらい
の間）シャンプーをつけてからは、同じく地肌をかきなが
ら洗う。（イメージとしては、1 つの毛穴に対していろんな
方向から洗ってあげる感じ）特に耳後ろ、襟足は汚れがた
まるところなのでしっかり洗う。

④ シャンプーのあとはコンディショナーではなく毎回トリー
トメントをつける。コンディショナーは使いません。（髪
が濡れてても全く絡まない方はトリートメント不必要な場
合もあります。）

⑤ カラーやパーマをしたその日は洗わない。洗う時もお湯の
温度が高いとカラーの場合色が落ちるので出来る限りぬる
め。使うシャンプーにはこだわる。（カラー用のもの）

⑥ 自然乾燥は絶対だめ。半乾きもだめ。毛先に流さないトリー
トメントをつけて、なるべく早くしっかり乾かします。温
度よりも風の強さが大事です。

　毎日髪をメンテナンスするのはお客様。お肌と同じく毎日の
お手入れが美髪を育てます。髪の毛を気にされて何かしらアク
ションを起こしている方は健康でツヤがあり若々しく、品が
あって見えます。結果は出ます。カットやカラーに来ていただ
いたお客様が美髪を保てるように、これからも髪に良い箏をど
んどんお伝えできたらと思います！
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  ５月から当院では新しい試みをスタートさせました。その名
も「AYC CLUB」。月に１度集まってみんなでワイワイおしゃ
べりしながら楽しくエクササイズする会です。エクササイズと
いってもゆっくり目のウォーキングとストレッチ体操と軽い
筋肉トレーニングを計１時間半くらいかけて行う本当にユル
い会です。
　前々から患者さんや地域の皆さんと定期的に気軽に運動で
きる会を設けたいと思っていたのですが、段取り的なこと、時
間的なことで踏み出せずにいたところのコロナ禍でした。幸運
にも今年の春からジョージアではワクチン接種が広まり感染
者数が減少、私を含めた当院スタッフ全員が２回目のワクチン
接種を打ち終えたこともあって「AYC CLUB」開催を決めまし
た。
　当院では昨年、アスレチックトレーナーの假屋とフィットネ
スコーディネーターの田口２名がスタッフに加わりましたが、
そのこともこの「AYC CLUB」を実現する大きな決め手でした。
そして、実はコロナ禍も「AYC CLUB」を早く実現させたいと
思った大きなきっかけの１つです。
　私たちは、コロナ禍でステイホームを余儀なくされ、1 年も
の間、人との関わりや交流を断たれました。友達や遠くの家族
と会うこともままならず、仕方ないとわかっていてもストレス
フルな日々でしたね。近しい人や家族と会っておしゃべりす
る、コミュニケーションをとるというのは私たちにとってすご
く大切なことなんだと改めて思い知りました。だからこそ、み
んなでワイワイ楽しくおしゃべりしながら歩いて体操して筋
トレしたかったのです。
　コロナ禍前に私が考えていたこのクラブの目的・意義は、エ
クササイズを始めるのに二の足を踏んでいる方のきっかけに、
仲間と一緒なら続けやすい、毎回参加したら顔馴染みの皆と楽
しく運動できるから行ってみよう！と、とにかくエクササイズ
ありきで考えていました。しかし、コロナ禍を経た今は、エク
ササイズをしながら人との繋がりを持つことで、心の息抜きの
ような機会にもなってほしいと願っています。
　実際、第１回の参加者の方たちは年代も性別もバラバラでほ
ぼ初対面同士でしたが、ウォーキング中はそれぞれ話に花が咲
き、体操や筋トレ中にはお互い励まし合い褒め合い、本当に和
気藹々という言葉がピッタリでした。ウォーキング中には私た
ちスタッフも、普段治療の際は、（特に最近は）時間に制限が
あり , あまりおしゃべりできない患者さんたちと最近の体調の
ことやちょっとした健康与太話、また相談やアドバイスをさせ
ていただくことで、より患者さんの近況を知ることができ、と
ても有意義な時間でした。アメリカは with コロナで日常生活
を取り戻しつつあります。身体と心を健康にして本当のコロナ
終息の日まで元気で過ごしましょう。
　毎月第４土曜日午前１０時～１１時半、Dunwoody Brook 
Run Park で「AYC CLUB」を開催しています。

予約不要、参加費無料です。
　ちょっと散歩したい、正しいストレッチや筋肉トレーニン
グ方法を知りたい、人としゃべりたい、プロアスレチックト
レーナーの指導を受けてみたい、元 U -16 日本代表サッカー
選手を見てみたい、カイロプラクティックに興味がある、、、動
機はなんでも OK。興味がある方はぜひ１度参加してみてくだ
さい。第３回は７月２４日（土）。詳細はホームページまたは
Facebook をご確認ください。参加をお待ちしています。

健康とカイロプラクティック◎矢島敬朗

健康とカイロプラクティック

みんなで一緒に
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　夏休み真っ只中の 7 月、子どもたちにどんなおやつをあげて
いますか発育期にある子どもは、朝昼晩の食事だけでは栄養を
補えないこともあり、重要な栄養補給になりますが、子どもの
好むおやつの中には虫歯になりやすいものがたくさんあります。
スナック系のお菓子は口の中で粘土状態となり、歯のくぼみや
隙間に粘着して虫歯の原因となります。 チョコレートやケーキ、
飴などの糖分の多いものも虫歯の原因になります。

虫歯になりやすいおやつ
1. 砂糖を多く含んでいる 

虫歯菌の代表であるミュータンスレンサ球菌は、砂糖を構
成しているスクロースをエネルギー源とします。そのため、
砂糖が多く含まれるお菓子は最も虫歯のリスクが高くなる
傾向にあります。具体的には、ケーキやクッキー、糖分の
多いジュースなどです。

2. 粘着性が高い 
ベタベタと粘着性の高いお菓子は食べた後もしばらく歯の
表面にくっついているため虫歯になりやすいです。粘着性
の高いお菓子としては、キャラメルやチョコレートなどが
挙げられます。これらは砂糖が豊富に含まれていることも
多く虫歯のリスクが高いお菓子といえます。

3. 食べ終えるまでに時間がかかる 
虫歯菌のエサとなる物質は、お口の中に存在している時間
が長いほど虫歯のリスクも上昇させます。飴やグミ、砂糖
が含まれたガムなどは長い間口の中に残るので、その間中
虫歯菌の活動も活性化していることになります。

虫歯になりにくいおやつ
1. 粘着しにくいもの
2. たくさん噛まなくてはならないもの

　ナッツ類やスルメ、チーズ、野菜スティックなどは粘着しに
くく虫歯になりにくいおやつです。また、これらはその性質上

たくさん噛まなくてはなりません。 
　たくさん噛むことにより、唾液の分泌を促進します。 唾液は
自浄作用を促し虫歯予防にとても重要なものです。たくさん噛
む食材の他に食物繊維の多いものも良いお菓子といえます。食
物繊維がブラシのような役割を果たし、歯の表面を磨く効果も
期待できるからです。
フルーツも健康なおやつに分類されますが、柑橘類など酸性が
強く歯のエナメル質を脱灰させてしまうものもあるので、食べ
過ぎに注意し、他の物と一緒に食べるなど摂取方法に気をつけ
てください。

おやつの時間
　むし歯予防でもっとも大切なのはおやつの与え方です。だら
だらとおやつを食べ続けていると、口の中の歯垢は酸性状態に
なります。酸が歯を溶かしてむし歯を進行させてしまいます。
おやつの時間はしっかり決めて、それ以外は与えないようにし
ましょう。3 歳までは 1 日 2 回、3 歳をすぎたら 1 日 1 回が目
安になります。
　おやつの量も適正な量を。与えすぎると、肝心な食事を食べ
なくなり、食生活のリズムがくずれる原因になります。また、
空腹の状態になってから与えることも重要です。

20 分おきにお菓子を 食べたときの口の中の状態

　虫歯になりやすいお菓子は、砂糖を多く含み、粘着性が高く、
飲み込むまでに時間がかかるという特徴があります。こういっ
た特徴のあるお菓子を最小限にする事でお
子さまの虫歯予防につなげることができま
す。歯の健康はもちろん、栄養面でもすぐ
れたおやつを用意してあげてください。

カンバーランドファミリーデンタル
歯科医　清水義仁

教えて歯医者さん！
   

歯とお口に関するデンタルコラム

教えて歯医者さん◎カンバーランドファミリーデンタル
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アメリカの予防接種ついて
　日本の場合、スケジュールについては、地方自治体や医師あるいは親の裁量にまかされる部分が多く、 かなり柔軟であるの
に対し、アメリカではきっちりとした細かいスケジュールが小児科学会によって推奨されています。

＊アメリカ小児一般（0-6 歳）に奨励されている予防接種スケジュール

　多数のワクチンを混合したワクチン製剤がアメリカ合衆国では見られます。たとえば、ジフテリア・破傷風・百日咳のワク
チン (DTaP)、ポリオの不活化ワクチン (IPV)、ヘモフィルスインフルエンザ b 型菌 (Hib) のワクチン (Hib) を混合したワクチン
(DTaP-IPV/Hib、商品名 Pentacel) があります。三つのワクチンが混合されたワクチンがあれば、個々のワクチンではそれぞれ
1 回ずつだと 3 回の接種が必要なところ、三つのワクチンが混合されたワクチンでは 1 回の接種で済むことになります。接種
回数が少なくなれば、こどもが注射で痛い思いをする回数も少なくなります。また、接種スケジュールの設定も容易になります。

＊アメリカ小児一般（7-18 歳）に奨励されている予防接種スケジュール

　赴任者に特に必要な予防接種はありませんが、学校入学に際しては注意が必要です。
米国予防接種情報 を参照ください。http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html

　妊婦さんへ！赤ちゃんと妊婦を百日ぜきから守るために、妊娠 27 ～ 36 週の間に Tdap (Dtap の大人バージョン）が必要です。
旦那様も是非接種されることをお勧めします。

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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～今月からは数回にわたり歯周病の原因から症状、治療方法などについてご紹介していきたいと思います。～

　歯周病とは、歯を支えている歯周組織である、歯肉や歯根膜、歯槽骨、セメント質に炎症が起こる病気の総称です。炎症が歯肉
だけにある状態を ｢歯肉炎｣ といい、炎症が歯肉から歯槽骨や歯根膜にまで広がった状態を ｢歯周病｣ といいます。
　歯周病の特徴は気づかないうちに進行していくことで、silent disease ( サイレント・ディジーズ ) ともいわれています。痛みは腫
れが少ないために放置してしまうことが多く、気がついたら歯を支える歯槽骨が吸収され、歯がぐらついて噛めなくなり、最後には、
歯周組織が歯を支えきれなくなって歯が抜け落ちたりします。歯周病は多くの成人がかかっている病気ですが、小中学生などの若
年層にまでも広がりを見せてきています。
　また、最近は、歯周病が生活習慣病などの、全身の病気と関連していることもわかってきています。歯周病は口の中だけでなく
全身の健康と強くかかわりを持っている病気なのです。

歯周病の原因
1. プラーク（歯垢） 

歯周病の直接の原因はプラークです。このプラークは複数の最近が結集し、増殖したバイオフィルム
です。歯周病細菌は酸素の少ないところを好むため、主に歯周ポケットの中に存在しています。

2. リスクファクター ( 危険因子 ) 
歯周病の直接の原因はプラークですが、｢口腔内の環境｣ や「生活習慣」の中には間接的に歯周病を
悪化させるリスクファクターが潜んでいます。歯周病が生活習慣病の一つと言われるのはそのためで
す。歯周病予防には適切なブラッシングでプラークを取り除くことと歯周病のリスクファクターを少
なくすることが大切です。

歯周病のリスクファクター
　これには口腔内の環境などの局所的なリスクファクターと生活習慣な
どの全身的なリスクファクターがあります。局所的なリスクファクター
はプラークを増殖させたり、歯肉の炎症を悪化させたりする要因がリス
クファクターとして考えられます。全身的なリスクファクターは生活習
慣が歯周病を引き起こしたり、悪化させたりすることが近年わかってき
ました。
　次号ではこれらのリスクファクターについて詳しくご紹介し、歯周病
細菌が心臓病や肺炎などの全身の疾患にどのような関係があるかをご紹
介していきたいと思います。

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】他者との関係が大きく変化する様
子が感じられます。悪い方向へと変わる関
係もあれば、良い方向へと向かう関係もあ
り、一概に良し悪しを言うことはできない
かもしれません。

【恋愛運】身近にいる異性が、単なる知人や
友人から恋人へと変わることもありそう。
共同でなにかしらの作業をする機会があれ
ば、そうなることも期待できます。むしろ
片思いをしている相手がいれば、積極的に
何か作業に誘ってみましょう。

【金　運】転職はオススメできませんが、独
立することは吉のようです。誰かの支配や
縛りから脱することは吉で、新しい自分の
才能に気付くこともありそう。能力や才能
が発揮されていないと感じている人は、そ
の思いを今爆発させてみると良いでしょう。

♥ 幸運日：4　18　24
× 危険日：1　13　26

【全体運】嬉しいニュースもあり、困難を克
服することもあり、目標を達成することも
ありそうです。良い状況のときこそ、難し
いと感じていたことにチャレンジしてみる
と良いでしょう。

【恋愛運】出会いがあってもすぐに反りの合
わなさを感じたり、上手くいっていた恋人
とすれ違いが増えたり、逆に相性の悪さを
感じていた人と急接近したり。色々な状況
が考えられるので、一喜一憂せずに長い目
で相手との関係を見るように心掛けましょ
う。

【金　運】勝負時を間違わず、ここぞという
タイミングでアクションを起こしましょう。
そうすることで、下降し始めた運がⅤ字を
描いて好調へと転じることもあります。転
職は凶ですから、オススメできません。

♥ 幸運日： 8　16　23
× 危険日：3　19　27

【全体運】妥協する必要はありませんが、戦
況が不利かどうかの判断は冷静に見極めて、
退くときは退く判断が瞬時に下せるような
冷静さを持っておくようにしましょう。

【恋愛運】恋人がいる人は要注意です。相手
の地雷をいつの間にか踏み、大きく傷付け
ることになっているかもしれません。また、
初対面の異性にも、良い印象を与えない可
能性があります。あなたのひとめ惚れは、
大きく勘違いされてすぐに拒否反応へと変
わりそうです。

【金　運】物欲が大いに刺激されてもそれに
応えられるくらいの運気をまとっているよ
うです。仕事での評価も高まり、実入りに
つながるかもしれません。人と協力して行
うよりも、一匹狼で動くことの方が結果に
つながりそうです。

♥ 幸運日：8　17　26
× 危険日：4　14　29

【全体運】能力が伴うこともあれば、追い付
かないこともあるので、携わったすべての
ことで成功を収めるとはいかないまでも、
おおむね満足を得られる結果をこの 7 月は
手にできそうです。全体的な運気が良いの
で、なんでもまずはやってみるのが良いで
しょう。

【恋愛運】身近に仲の良い異性がいて、友人
ではなく恋人として見られるなら、思い切っ
て告白してみるのも良いでしょう。友人を
介した出会いがあり、そこでひと目惚れの
形で縁ができそうです。

【金　運】上向きつつも、途中でガクンと下
がる危うさがあります。そのまま落ちた状
態になってしまうか、そこからさらにⅤ字
回復を図るか、どちらにも転びそうな気配
です。

♥ 幸運日：7　17　28
× 危険日：  2　13　26

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】仕事で転勤を言われたり、引っ越
しの気持ちが大きく湧いてきたり、あるい
はプロポーズされる可能性もあります。生
活環境に限らず、日常の変化を前向きに捉
えて進む選択をすると良いでしょう。未知
の領域であっても、意外に物事は良い方向
へと進むようです。

【恋愛運】恋人を獲られるようなこともあり、
悪いと感じる人もいるでしょう。交際中の
人や結婚している人で、相手と別れたいと
思っている人は、その通りになりそうな気
配もあります。

【金　運】6 月に比べて上昇を見せ、成功を
実感できるまでに高まってくるようです。
ですが油断や慢心を見せると、途端に下降
してしまうので要注意といったところで
しょう。

♥ 幸運日：9　17　26
× 危険日：3　13　30

【全体運】自分の過去の成果が認められたり、
新しい提案が通りやすかったりと、行動が
思い通りの結果を生み出してくれるような
運気をしています。また、独立や転職など
にも良いようで、現状に大きなストレスや
不満を抱えている場合は、新しい道や選択
肢を取ってみても良いかもしれません。

【恋愛運】 対等な関係を築くと言うよりは、
守ってくれるような強い存在との出会いに
見えます。ピンときた相手と二人きりになっ
たときは、思いっきり甘えて見ても良いで
しょう。

【金　運】特に苦しいとも感じない低い位置
での安定を見えそうな気配です。大きな出
費を考えるような物欲、買い物欲も湧いて
こないこともあり、貯えが減っていく感覚
から遠いのも理由と言えましょう。

♥ 幸運日：1　16　28
× 危険日：6　17　24

【全体運】嗜好や趣味に変化が生じて、新し
い道へと進むスタート地点に立つことにな
りそうです。友達になにか誘われたり、興
味のアンテナに引っ掛かるものがあったり
すれば、それに手を出してみると良いかも
しれません。

【恋愛運】恋愛運は、良いとも悪いとも言え
ない平凡な状態のようです。頑張っても報
われない恋愛のようですから、自然な流れ
に身を任せる考えで良いでしょう。趣味の
合う異性の友人は、大切にするようにしま
しょう。

【金　運】屋内の環境を見直すことでも、金
運はアップをしそうです。特に風水的な側
面から見て、水回りを綺麗にしておきましょ
う。意外なところから、臨時収入が舞い込
むかもしれません。

♥ 幸運日：10　19　25
× 危険日：2　16　30

【全体運】身の回りを整理することを始め
ましょう。あれこれと手を拡げ過ぎて、す
べてが中途半端になってしまっていません
か？物事の優先順位を付けて、ひとつずつ
片付けていくことをオススメします。

【恋愛運】下降しつつも、まだ好調の状態に
あると言えます。片思い中なら、早いうち
にアプローチしてみるのも良いでしょう。
逆に告白されたときは、良縁であることが
多いので、多少の我慢を覚悟しつつも前向
きに返答すると良いかもしれません。

【金　運】金運は良くない状態のやや手前く
らいにとどまり、なにかの切っ掛けで下降
する危うさを持っていると言えます。人を
蹴落とそうとしたり、自分だけが成功をし
ようと画策したりすると、逆にあなただけ
が損をする結果になってしまいそうです。

♥ 幸運日：4　13　22
× 危険日：8　18　27

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】グループでなにか目標を定め、動
いていくことをオススメします。仕事はも
ちろん、団体のスポーツや趣味などにおい
ても同じです。人と支え合って進めれば、
確実かつ早く成功を手にできそうです。

【恋愛運】少し時間を置いた後に恋人同士に
なるような相手との出会いには恵まれそう
です。異性の友人として、良い距離感を保っ
て付き合っておくのが賢明でしょう。相手
の良いところを褒めて、悪いところには触
れないのもひとつの手と言えそうです。

【金　運】金運は良くも悪くもなく、特に痛
みを感じることもないでしょう。忙しいこ
とから、あまり出費することもないので、
散財とは無縁でいられそうです。交際費は
かかりそうですが、後悔するような羽目に
もならないので安心できそうな程度です。

♥ 幸運日：8　17　28
× 危険日：2　14　25

【【全体運】仕事でもプライベートでも、新
しい縁ができるでしょう。ただし、それら
がすべて良縁とは限りません。注意深く見
極め、関係を続けていくか、その場限りで
終わらせるか、あなたの判断力や直感が試
されることもありそうです。

【恋愛運】想いを口に出して伝えることで、
前に進むことができそうです。以心伝心は
期待しない方が良いでしょう。はっきりと
伝え、相手にわからせる必要があります。
誰かのサポートを期待したり、自然な流れ
を期待したりは止めておきましょう。

【金　運】上昇気流に乗ることができるかど
うか、あなたの気持ちとタイミング次第と
言えましょう。決断は素早く、人との関係
を円滑に、そして自分の力を過信しないま
でもできることは自分で行うことが重要。

♥ 幸運日：3　18　27
× 危険日：1　15　23

【全体運】とばっちりであなたの評価が下が
ることも、あなたに悪意の集中があること
も考えられます。気を付けていても、それ
らは防ぎようがないかもしれません。気持
ちを切り替えて、ネガティブなことを引き
ずらないのが大切でしょう。

【恋愛運】仲の修復や復活愛の成就もありそ
うですから、あきらめるのにはまだ早いよ
うです。友達からの紹介で出会うこともあ
りますし、あなたが他人の仲を取り持つこ
ともありそうです。気持ちが傾いている相
手には、時間を置かずにアプローチしてみ
ましょう。

【金　運】油断、慢心、自意識過剰などの結
果として、気付いたときには他者に後れを
取ってしまっているなんてことも。前ばか
り、上ばかり見るのも止めましょう。

♥ 幸運日：9　17　28
× 危険日：6　15　24

【全体運】あなた自身のこともあれば、身内
や友人のこともあります。大きく環境が変
わる切っ掛けになる可能性もありますから、
心構えをしておいた方が良いかもしれませ
ん。冷静さがこの先の成功へと大切な要素
となります。

【恋愛運】恋愛運は、10 日くらいまで上昇、
その後、下降に転じてしまいそうです。思
いを伝えるのなら、それまでに動くことが
大切でしょう。優柔不断さを見せたり、後
回しにしていたら、運気のサポートを得ら
れないことでしょう。

【金　運】頑張りが評価されない点は、気分
的に落ち込みを生みますが、悩むのも少し
の時間なのでまたすぐに前を向いていけそ
うです。仕事では、油断がマイナス評価を
生みそうな気配です。

♥ 幸運日：4　17　28
× 危険日：12　20　31

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 ～

FOURTH OF JULY  
FIREWORKS DISPLAYS
Centennial Olympic Park と SunTrust Park は毎年 7 月 4
日に鮮やかなに鮮やかな花火でアトランタのダウンタウン
の空を照らします。 センテニアル オリンピック パークで
食事と娯楽を楽しんだり、サントラスト パークのブレーブ
スを応援してアメリカの娯楽を祝いましょう。
Historic Fourth Ward Park

 ■ 7 月 4 日 

Spor ts

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

 ■ 7 月 1 日 -7 月 4 日 
 Rocket Mortgage Classic 
 Detroit Golf Club,  Detroit,  MI

 ■ 7 月 8 日 -7 月 11 日 
 John Deere Classic 
 TPC Deere Run,  Silvis,  IL  

 ■ 7 月 15 日 -7 月 18 日 
 Barbasol Championship 
 Keene Trace Golf Club,  Nicholasville,  KY 

 ■ 7 月 15 日 -7 月 18 日 
 The Open Championship 
 Royal St. George's GC

 ■ 7 月 22 日 -7 月 25 日 
 3M Open 
 TPC Twin Cities,  Blaine,  MN

 ■ 7 月 29 日 -8 月 1 日 
 Olympic Men's Golf Competition 
 Kasumigaseki Country Club,  Saitama,  JPN 

 ■ 8 月 5 日 -8 月 8 日 
 Barracuda Championship 
 Tahoe Mt. Club (Old Greenwood),  Truckee,  CA  

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。

 ■ 7 月 02 日から　マリーンズ 3 連戦
 ■ 7 月 16 日から　レイズ 3 連戦
 ■ 7 月 19 日から　パドレス 3 連戦
 ■ 7 月 30 日から　ブリュワーズ 3 連戦
 ■ 8 月 06 日から　ナショナルズ 3 連戦

 

Music

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

 ■ 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 D A N  + S H A Y 

2021 年
 ■ 2 月 5 日  Billir Eilish
 ■ 3 月 21-22 日 Justin Biber

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

 ■ 8 月 26 日 ( 木 )　Kesha 

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。

 ■ 8 月 15 日 ( 日 )　John Legend 
 ■ 9 月 23 日 ( 金 )　Alicia Keys

まだまだあります。

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

 ■ 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!

七夕（たなばた , Tanabata）Star Festival
July 7 is the day of Tanabata. 
The festival is based on a Chinese legend 
about the stars Hikoboshi(Altair of the Eagle) 
and Orihime(Vegar of the Lyre), a harmonious 
couple separated by the Milky Way, who cross 
the river and meet once a year on that day.

It is customary for people to write their wishes 
on strips of paper in five colors, hang them on 
branches of bamboo trees and put them out 
by the eaves of their homes

7 月 7 日は七夕を呼ばれている。
七夕は、仲がよい夫婦の彦星（牽牛星＝けん
ぎゅうせい＝わし座のアルタイル）と織姫（織
女星＝しょくじょせい＝こと座のベガ）が、
この日の夜に天の川を渡って年に一度だけ会
うことができるという、中国に伝わる星伝説
が起源である。

五色の短冊に願いごとを書いて笹竹に吊るし、
軒端に飾る習慣がある。

七夕　Star Festival



35ANIS ATLANTA - July 2021

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

七夕のお菓子【索餅（さくべい）】
材料 （２～３人分）

米粉 ..................................... 100g

小麦粉（薄力粉） ............ 100g

塩 .................................. 小さじ２

水 ..............................100ml 前後

砂糖 .......................................適量

1. 米粉・小麦粉・塩に水を少しずつ入れてこねる。

2. ひたすらこねて丸める。少し寝かしても OK

3. 20g くらいに分ける。( ここでゴマとか青のりと

かを混ぜて練っても OK)

4. 長細く伸ばし、真ん中を持ってコヨリのように

クネクネにする。

5. 多めの油を敷いたフライパンで両面こんがりと

焼く。揚げ焼きにする感じ。

6. 両面キツネ色になったら皿にあけ、上から砂糖

をかけまわして完成。

七夕のお菓子【索餅（さくべい）】
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　ホームタウンディシジョンとは地元（もしくは主催者）に属
する選手に対して有利な判定をすることである。よくボクシン
グなどで話題になったりする。わかりやすいところでは、今で
はすっかり見なくなった亀田某という兄弟ボクサーで有名な選
手の試合が、そうだったのではないかとよく言われているのだ
が、ホームタウンディシジョンが作用している試合というのは
見ている方も面白くない。勝った選手はうれしいだろうが負け
た選手は自分が勝てた試合なのにたまったもんじゃない。実は
空手の世界にもなくはない。私の現役時代にも何試合かあった。

その１
　内弟子時代にニューヨークで行われた全米大会。カナダから
来た選手が大会の会場に現れるなり「大山空手など大したこと
はないから今日はオレが優勝する」と大会ディレクターに言っ
てしまった。その言葉は師匠の最高師範の耳に入りすぐ怒り心
頭で「お前にカナダの奴と一回戦当てるからな。OK しろ」と命
令が下った。その試合ではめったに主審をしない最高師範が主
審だったのでちょっと不穏な空気が流れる。
　試合は大口を叩くたく奴ほど大したことはないという例にも
れず、相手の最初の攻撃を受けた時点で勝利を確信したのだが、
最高師範もそれがわかったらしく「上段を決めて KO しろ」と
試合中も指示が飛ぶ。もともと相手の頭を蹴飛ばすより、パン
チで腹、下段回し蹴りで脚を攻撃するのがメインの私に上段で
決めろとは。仕方ないので慣れない上段蹴りを放つが、相手も
逃げ回ってしまいなかなか決まらない。
　逃げ回るのを食い止めるためにダメージをと思い脚に蹴りを
集中していたら効いてきてしまったらしく、脚をひきづりだし
ている。そんなことをやってる間に試合時間終了のホイッスル。
相手は逃げ回って脚も引きずっているので、判定勝ちと思って
いたら判定はなんとまさかの引き分け。
　きっと最高師範が「この試合は KO で終わらせるから、それ
までは時間になっても引き分けにしろ」という指令が出ていた
のだろう。　試合は延長戦に入り開始早々上段回し蹴りが、相
手の顔面にヒットし最高師範の指示通りめでたく KO 勝利。相

手にはかわいそうなことをした。でも自業自得だ ( 笑 )

その２
　アトランタ大会。1 回戦でオランダの選手に判定勝ちしたの
は良いが私も脚を痛めてしまった。2 回戦の相手は日本人の後
輩だがそこそこ強いやつなので、これ以上負け脚をいためない
ように勝てれば儲けもの程度の中途半端な闘争心で試合に臨ん
だ。
　相手は私の痛めている脚を執拗に攻撃してくるので試合中に
足がほとんど上がらない状態になる。「このままなら判定負けだ」
と思ったときに試合終了の合図。「さあ、これで終わった」と思っ
たらこれもまさかの引き分け。棄権するわけにもいかないので

「良い蹴りが来たら倒れればいい」と思って延長戦突入。
　こっちは強烈な一発を待っているのに相手は中途半端な蹴り
しかやってこない。いくら負けてもいいと思って戦っていると
はいえこっちにだって負けの美学があるのでどうでもいいよう
な攻撃で倒れるわけにはいかない。早く首をかき切ってくれ～っ
と介錯を待っているサムライというと言いすぎだが、誰もが納
得するような技をビシッと決めてくれよ…と願いながら延長戦
の 2 分が終了。
　審判達も延長戦までやったので
気が済んだのか相手に旗をあげて
くれて無事に判定負け。無駄に二
分間蹴られ続けたので試合場を降
りたとたんに張りつめていた気も
緩み、両足の力が抜けて完全に歩
行不能になってしまいセコンド二
人に両肩を抱えてもらいながら控
え室に戻った。これは完全な迷惑
なホームタウンディシジョンの試
合だった。

　教訓。ホームタウンディシジョ
ンに迷惑するホームの選手もいる。

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

ホームタウンディシジョン

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
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、 受 付（ 日 英 バ イ リ ン ガ
ル）、アシスタント（経験不問）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

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。詳細はアベまで。
☎ 770-905-6709

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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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募集
求人、売買、不動産、
教授、お知らせなど

クラシファイド広告

ANIS
ATLANTA
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広告・クラシファイド・取材記事・連載コラム

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

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

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

ANIS ATLANTA は以下の場所に配布されています
ジョージア州：

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

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

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

ウィンタースチャペル幼稚園

アトランタ総領事館
倉岡クリニック
ICAGeorgia
日系美容室

ジョージア日米協会
ジョージア日本語補習校
アトランタ公文アカデミー
アジアンスーパー　他

© ANIS ATLANTA 2021
本誌掲載の記事・写真の無断複写、複製を禁じます。本誌
に掲載された広告内容に関しましては、アニスアトランタ
は一切責任を負いかねます。

All rights reserved. No part of this publication may be 
reproduced in any form without permission from ANIS 
ATLANTA. Advertisements published in ANIS ATLANTA do 
not necessarily represent the views of the publisher. The 
publisher is not liable for errors or omissions.

Published by Anis USA, LLC

4514 Chamblee Dunwoody Rd, 

Suite 249

Atlanta, GA 30338 

Phone :  404-510-8534  

E-mail :  infojp@anisatlanta.com 

Web : http://www.anisatlanta.com

Publisher : Miyuki Morooka 
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次回 2021 年 8 月号は
8 月 5 日ごろ配布予定

編集後記

　あっという間に今年も前半が終わり、7 月になりました。
世の中はコロナ感染症も下火になり、一旦、日常の落ち着
きをとり戻してきた様に見えます。そんな中、伝染力の高
い変異株のコロナが現れており、また感染者が増えるので
はと思うと、本当に安心して生活できる日が早く来てほし
いと願うばかりです。

　昨年からつづいているステイホームからいきなり暑い夏
がやってきたので、身体が対応できずにいると感じていま
す。ウォーキングをしていると体が熱くなったりするので
調べてみると、体内の水分のバランスが崩れていて、体温
の調節機能が働かなくなっているとのこと。自然の中を歩
くことは、ある種のメディテーションでもあるので、なる
べく日陰を選ぶようにし、また水分補給をしながら、身体
を順応させていくようにするしかないようです。

　手作りもどんどん新しいことに挑戦していて、先日は
ビーガンのカルチャー（スターター種菌 ）を購入し、ヨー
グルトを作ってみました。意外と簡単に作ることができ感
激！お砂糖も入っていないので、そのまま食べるだけでは
なく、お料理にも使うことができます。納豆も手作りでき
ると聞いたので、次回はこれにも挑戦してみたいです。発
酵食品は体内の免疫力を上げるのでどんどん食べて、この
暑さとコロナを乗り切っていきたいですね。
　次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。

アニスアトランタ　M.M.
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