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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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9 月 23 日　秋分の日
　国民の祝日の一つ。9 月 23 日頃で，秋の彼岸の中日。秋分
にあたり，昼夜の長さがほぼ等しい。祖先を敬い，亡くなった
人々を偲ぶ。 1948 年までは秋季皇霊祭と呼ばれた。天文学的
にいえば、「天球上の黄経 180 度の秋分点を太陽が通過する時」
が秋分の日で、9 月 22 日〜 24 日頃で毎年変わります。

　お彼岸が春と秋の 2 回あるように、秋分の日に対して春分の
日も国民の祝日に定められています。短かった夜が長くなりは
じめる境目である秋分の日ですが、秋分の日は反対に夜が短く
なりはじめる境目となっています。
　暦のうえでは立秋から立冬の前日までが秋で、秋分はその中
間にあたります。秋分の日には昼と夜の長さがほぼ同じになり、
それ以降は秋の夜長に向かいます。厳しかった残暑に目処がつ
くため、「暑さ寒さも彼岸まで」というようになりました。

　「彼岸」とは仏教用語で、向こう岸のこと。つまり、あの世です。
対するこの世、私たちが住む世界は「此岸」といいます。
　仏教では西の方角に極楽浄土、仏様のいる理想の世界がある
とされています。太陽が真東から昇り、真西に沈む「秋分の日」

（「春分の日」）は、あの世（彼岸）とこの世（此岸）が最もつ
ながりやすくなる……。このように考えられたことから、お彼
岸に先祖供養を行う習慣が根付いたといわれています。これは
仏教由来の行事ながらも、日本独自の風習だそうです。

　季節の変わり目、とりわけ「春分」や「秋分」は豊作を願い、
収穫を祝う時期。だからこそ、祖先や自然界に感謝し、供物を
奉げる日本人の自然崇拝や祖霊信仰と結びついたともいわれて
います。
　余談ですが、メキシコの
チチェン・イッツァ遺跡や
パワースポットが並ぶレイ
ラインなど、世界や日本に
は春分・秋分・冬至・夏至
の日の太陽の動きを計算し
て建てられたといわれる寺
社や遺跡が多くあります。
　古来、先人たちは太陽を
神聖視してきたことの証と
もいえますね。

9 月のカレンダー
9 月 07 日  Labor Day　（労働者の日）
9 月 11 日  Patriot Day　（パトリオット デー）
9 月 21 日  敬老の日
9 月 23 日  秋分の日

9 月 07 日　Labor Day　（労働者の日）
　労働感謝の日。初めてこの日を祝ったのは、ニューヨーク市
の中央労働組合（Central Labor Union）で、1882 年 9 月 5 日
のこと。1894 年には米国議会が 9 月の第 1 月曜日を祝日にし
た。さまざまなイベントやセールも行われる。一般的に、「夏
が終わる日」とされ、夏の終わりを大自然の中で満喫しようと、
アウトドアに出かける人も多い。

9 月 11 日　Patriot Day　（パトリオット デー）
　「愛国者の日」（Patriot Day）であり、2002 年（平成 14 年）
から実施されている。
　2001 年（平成 13 年）9 月 11 日、ニューヨークの貿易センター
ビル、ワシントン DC の国防総省にハイジャックした旅客機を
激突させる「アメリカ同時多発テロ」が発生した。翌 2002 年
9 月 4 日に当時のブッシュ大統領がこの日を「愛国者の日」と
して宣言した。テロの犠牲者や救助作業に携わって犠牲となっ
た消防士らに黙祷を捧げる日である。

9 月 15 日　敬老の日
　1966 年に「国民の祝日に関する法律」が改正され「多年に
わたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」祝日と
して敬老の日が制定された。この日は、723 年、聖徳太子が四
天王寺に、貧しい人や病人、孤児などを救済する悲田院（ひで
んいん）を設立した日とされており、それにちなんだもの。（日
本）

9
SEPTEMBER

8 月のカレンダー
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自分はまったく傷つかないままで、
正義を行うことは非常に難しい。

逆転しない正義とは献身と愛だ

本当の正義の味方は、戦うより先に、飢える子供にパンを分け
与えて助ける人だろうと。そんなヒーローを作ろうと思った。

「人が喜ぶかどうか」が何よりも大事だと思うんです。

絶望の隣には、希望がそっと座っている。

生きる、生きている、生かされているということは本当にあり
がたい。

あんまり深く突き詰めて考えない。「今日を楽しむ」と考えて
いけば、何とかやっていけるんじゃないかな。

正義とは実は簡単なことなのです。困っている人を助けること。
ひもじい思いをしている人に、パンの一切れを差し出す行為を

「正義」と呼ぶのです。

世の中というのは、決して静かにならない。その中で、我々は
日々、生きていくわけです。一寸先はなんだかわからないけれ
ど、生きていくのが我々です。それが人生なんです。

日本人は粘り強く、正しく立派に生きている人たちです。間違
いなく復興できますよ！

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

日本の漫画家、絵本作家、詩人
名前：やなせたかし
国 :　東京都北区
生 :　1919 年 2 月 6 日 ~ 2013 年 10 月 13 日

　やなせさんは 1919 年に東京で生まれます。父親は講談社の
編集者をした後、東京朝日新聞に入り、特派員として上海に渡
ります。これをきっかけに一家で上海に移住するも、父親がア
モイに転勤となり、母と子供達は日本に帰国します。
　しかしその後すぐに父親がアモイで亡くなり、遺された家族
は高知へ移住します。まもなくすると母親は再婚し、やなせさ
んと弟は医者をしていた伯父さんに引き取られます。
　小学校と中学校は高知で通うものの、高校からは東京に移り
ます。現在の千葉大学工学部デザイン学科にあたる東京高等工
芸学校図案科に進学、デザインを学びます。
　1939 年に学校を卒業すると田辺製薬の宣伝部に就職。しか
し 1941 年に徴兵され、日中戦争中の中国へ出征します。終戦
後しばらくはクズ拾いの会社で働きます。その時拾った雑誌を
きっかけに、絵を描きたい思いが再熱したやなせさんは 1946
年に高知新聞に入社し、編集のほか漫画や、表紙絵などを描く
ようになります。
　28 歳の時には結婚機に上京、本格的に漫画家を志すよう
になります。生活費を稼ぐために三越の宣伝部に入社しグラ
フィックデザイナーとしても働きながら、精力的に漫画にも打
ち込みました。三越の広報誌や新聞、雑誌などでも漫画を描く
ようになったやなせさん。34 歳の時に漫画家としての収入が
給料の三倍になったことで三越を退社し、漫画家として独立し
ます。
　現在のサンリオの社長である辻信太郎さんと出会い交流を深
めます。1966 年にやなせさんの初の詩集である「愛する歌」
がサンリオから出版され、そして 1969 年にやなせさんは 12
の物語からなる短編メルヘン集を出し、その一つの物語として
アンパンマンが生まれました。

偉人の名言

偉人の名言
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ジョージア日米協会 ・火曜日会
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

ジョージア日米協会
The Japan-America Society of Georgia

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。
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ニュースダイジェスト
米小売りや飲食、マスク着用のルールを更新
　米疾病対策センター（CDC）が新型コロナウイルス感染対策
のマスク着用に関する新たな指針を発表したことを受け、米小
売り、飲食チェーン大手もルールを見直している。

　CDC の新たな指針は、感染率が「高い」または「かなり高い」
とされる国内３分の２あまりの地域を対象に、ワクチン接種が
完了した人にも屋内でのマスク着用を推奨している。
　小売り最大手ウォルマートはこれを受け、感染率が「高い」
または「かなり高い」感染拡大地域や、州当局などがマスクを
義務化している場所では、全従業員に屋内での着用を義務付け
る方針を示した。対象の事業所には傘下の会員制スーパー、サ
ムズクラブの店舗や、配送センターも含まれる。
　感染拡大地域では入店客にもマスク着用を呼び掛けるが、義
務付けはしない。小売り大手のターゲット、コストコもそれぞ
れ、感染拡大地域の店舗内で顧客の着用を推奨する。
　ファストフード大手マクドナルドは、感染拡大地域の従業員
と顧客にはワクチン接種が完了していても店内でのマスク着用
を義務付ける方針を示した。ワクチン未接種の従業員、顧客に
はもともと着用を義務化していた。
　コーヒーチェーン大手スターバックスもワクチン接種の有無
にかかわらず、顧客にマスク着用を促す。当局の規定で義務化
されている地域では、店内での着用を義務付けるとしている。

米国の家計債務、15兆ドル近くに
　米国の家計債務がかつてない規模に膨らんでいる。ニュー
ヨーク連銀によると、クレジットカードでの支払いや家の購入

により、今年第２四半期の家計債務は前期から 3130 億ドル（約
34 兆 3000 億円）、2.1％増加した。
　増加額は 2007 年以降で最も大きく、増加率も過去７年半で
最大となった。６月末時点の債務残高は 14 兆 9600 億ドルで
過去最高の水準。新型コロナウイルスの流行開始前の 19 年末
と比べると、8120 億ドル増えた。
　内訳を見ると、クレジットカードで 170 億ドル、自動車ロー
ンで 330 億ドル増加した。クレジットカードの残高は 19 年末
に比べると、まだ 1400 億ドル少ない水準。
　一番の増加要因は住宅ローンで、2820 億ドル増えて 10 兆
4400 億ドルとなった。残高のうち 44％は過去１年間に発生
したもので、新規と借り換えを合わせた金額となる。

　過熱する米国の住宅市場では、住宅購入のための借り入れが
高い水準で続く。ニューヨーク連銀ミクロ経済データセンター
のジョエル・スカリー氏は「住宅ローンの支払い猶予を受ける
借り手が 200 万人いる。猶予のプログラムが終われば経済的
に困窮する状況にある」と指摘する。
　このプログラムが始まったとき、支払い猶予の対象者にはさ
まざまな信用スコアの人がいた。だが、高スコアの借り手は
徐々にプログラムから消え、残っているのは経済的に弱い立場
の人々となっている。
　この段階で新型コロナ対策の保護措置が終了したら何が起き
るのかは、経済復興における公共政策の最大の問題点になると
みられている。これまでは連邦プログラムなどでローンの滞納
が抑えられ、今年第２四半期は記録的に低い水準だった。
　一方、残高が唯一減少した学生ローンは、新型コロナ対策法
による支払い猶予のプログラムで、依然として保護されている
状況にある。

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。

バイデン氏の電動車販売目標
　バイデン米大統領はこのほど、米自動車業界に電動車の販売
拡大を促すことを狙う合意を発表した。目標の一つとして、米
国で販売される自動車の 40 〜 50％を電気自動車（EV）やプ
ラグインハイブリッド車（PHV）、水素自動車にする「共通の
意欲」を盛り込んでいる。

　一部の専門家からは、達成は困難との指摘も上がるが、実は
見かけほど難しい目標ではない。英調査会社 IHS マークイット
によると、米国で今年見込まれる全自動車販売台数のうち、完
全な EV と PHV の両方を含むバッテリー車の割合は 4.3％に過
ぎない。
　だが、米ゼネラル・モーターズ（GM）は数カ月前、2035
年までにＥＶや水素自動車を含む「ゼロエミッション車」のみ
を販売する目標を発表。このため、バイデン政権が目標とする
30 年までには、同社の販売台数の 40％は排ガスを出さないモ
デルになっていることが期待できそうだ。
　ダッジやクライスラー、ジープを傘下に持つ欧州ステラン
ティスも先日、バイデン政権の目標より大幅に前となる 25 年
末までに、米国内販売台数の 40％を EV か PHV にする計画を
発表した。米フォードもすでに、世界で販売する車の 40％を
30 年までに電動車にすると発表している。

400 万円の次は 3億円、12日間で宝くじに 2度当選
　米サウスカロライナ州の男性がこのほど、12 日間で２度の
宝くじ当選という幸運に恵まれる出来事があった。
　サウスカロライナ州教育宝くじによれば、男性は 7 月 16 日
に４万ドル（約 440 万円）の宝くじに当選すると、7 月 27 日
には 300 万ドル（約 3 億 3000 万円）の宝くじに当選した。

サウスカロライナ州教育宝くじによれば、男性はいずれも同州
マートルビーチにあるガソリンスタンドで、宝くじ「メガ・ミ
リオンズ・クイック・ピック」を購入していた。
　男性は近くのウォルマートで買い物をすると、ガソリンを満
タンにするために同ガソリンスタンドを訪れて宝くじを購入す
ることが多いという。男性は、「信じられなかった。当選を伝
えたとき、家族は驚いていた」と語った。
　サウスカロライナ州教育宝くじによれば、今回の宝くじで 4
万ドルに当選する確率は 93 万 1001 分の 1 で、300 万ドルに
当選する確率は 1300 万分の 1。

五輪で脚光浴びた日本のコンビニ
　東京オリンピック（五輪）で来日した選手やコーチ、メディ
ア関係者らの間で、コンビニエンスストアの品ぞろえやサービ
スが称賛されていた。

　世界屈指のグルメ都市として知られる東京だが、海外から
やって来る五輪関係者は新型コロナウイルス感染対策で外出を
制限され、飲食店での食べ歩きは難しい。だが幸いなことに、
日本はホテルなどに併設された 24 時間営業のコンビニが「世
界一」といわれるほど充実している。
　カナダの公共放送局 CBC のスポーツ記者を務めるアナスタ
シア・バクシスさんは先月 7 月 27 日、コンビニおにぎりの包
みをうまく開けられずに困っている動画をツイートした。動画
はそれ以来、8 万 2200 件の「いいね」を集め、3 万 4600 回シェ
アされた。これに応えて、セブン―イレブン・ジャパンがツイッ
ターに、おにぎりの正しい開け方を説明する動画を投稿した。
　同じく CBC 記者のデビン・ヘロウさんは、滞在先のホテル
で見つけたセブン―イレブンの探訪記を局の公式サイトに投稿
している。
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き、筋肉痛といった症状となって現れます。

中枢性疲労
　中枢性疲労は、脳の疲れです必ずしも脳や体を使った程度と
は比例せず、心理的・精神的な疲れによるものです。
　例えば、過度な緊張や長時間続く会議の後などには、ぐった
り疲れを感じることがあるでしょう。ストレスの感じ方は、中
枢性疲労の発生に強く関連しているのです。
　ストレス刺激が脳内で大きくなると、筋肉の疲労と同じよう
な反応が起き、次第に脳細胞がダメージを受けて疲労を感じる
ようになります。

疲労回復する 3 つの方法とは？
1. 良質な睡眠をとる 

睡眠は脳や体の休息時間であり、疲労を回復させるために
一番重要です。質の良い睡眠をとるために、以下の 3 点を
意識しましょう。 
① 適度な運動をする 
② 入浴で体を温めリラックスする 
③ 眠る 3 時間ほど前までに食事を済ませる

2.  バランスのとれた食生活に気をつける 
3 食バランスよく、ゆっくりよく噛んで食べることが大切
です。糖質、脂質、タンパク質のバランスに加え、ミネラ
ルやビタミン類もしっかり摂りましょう。

3. 生活リズムを整える 
生活リズムが不規則になると、睡眠の質の低下や、食生活
の乱れにもつながります。ON と OFF とメリハリをつけ、
意識して休息時間を確保することが大切です。

疲れているときに摂りたい成分
　疲れているときは、ビタミン B 群やカルシウム、鉄といった
ミネラルは特に意識して摂ると良いでしょう。
　ビタミン B 群は、エネルギーの代謝に重要な機能を持ってい
ます。カルシウムは、骨だけではなく細胞の機能を正常に保つ
ために必要で、不足している人が多いとされています。鉄分も
酸素を運ぶ赤血球を作るために重要で、カルシウムと並んで不
足しがちな栄養素のひとつです。
　また、疲れたときは甘いものが欲しくなりますが、糖質の摂
りすぎはビタミン B 群の欠乏につながるため注意が必要です。

FOOD & HEALTH
疲労回復するための 3つの方法
　毎日の仕事や家事、育児、運
動などで疲れが溜まっていま
せんか？疲労が蓄積すると、体
調は悪化し、思考能力の低下に
もつながります。今回は疲れの
メカニズムと疲労回復するた
めの方法について、ご説明しま
す。

そもそも疲れとは？
　「疲れ」は「疲労」とも呼びますが、日本疲労学会では「疲
労とは過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生
じた独特の不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退状
態である」と定義されています。
　疲れを感じているときは、心身に過度な負荷がかかっている
状態です。疲れは、痛みや発熱と同様に「これ以上、負荷がか
かった状態が続くと体に害が及びます」という人間が生命を維
持するために感じるサインです。心身の活動を抑えることで体
を守ろうとしている状態であるとも言えます。

消疲れが発生するメカニズム
　近年の脳科学研究により、疲れの発生メカニズムが徐々に解
明されてきています。
心身に負荷がかかると、

• 副交感神経機能の低下
• 酸化ストレスの増加
• 修復エネルギー産生の低下
• サイトカインによる炎症と神経伝達機能の抑制

という反応がおき、これらが疲労を起こしています。
　疲労は、「末梢性疲労」と「中枢性疲労」に分類することが
できます。

末梢性疲労
　末梢性疲労は、体の疲れです。体を動かし続けると、筋肉で
は蓄えられたエネルギーが枯渇し、血流は悪くなり、神経から
筋肉の神経伝達が遅れるようになって、筋肉のパフォーマンス
は低下します。また、運動によって傷ついた筋肉では炎症が起

FOOD & HEALTH
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SHOPPING
モータートレンド誌が推奨する車

Best SUVs
2021 Subaru Crosstrek MT Ranking: 9.3/10
2022 Kia Soul MT Ranking: 9.1/10
2022 Kia Seltos MT Ranking: 9/10

Best Compact SUVs
2021 Honda CR-V MT Ranking: 9/10
2021 Subaru Forester MT Ranking: 8.6/10
2021 Nissan Rogue MT Ranking: 8.5/10

Best Compact Hybrid SUVs
2021 Toyota RAV4 Hybrid MT Ranking: 8.9/10
2021 Honda CR-V Hybrid MT Ranking: 8.1/10
2021 Ford Escape Hybrid MT Ranking: 8/10

Best Midsize SUVs
2022 Subaru Outback MT Ranking: 8.7/10
2022 Hyundai Santa Fe MT Ranking: 8.5/10
2021 Toyota Venza MT Ranking: 8.4/10

Best Compact Sedans
2022 Honda Civic MT Ranking: 9.2/10
2022 Honda Insight MT Ranking: 9.1/10
2022 Hyundai Elantra MT Ranking: 8.8/10

Best Midsize Sedans
2022 Honda Accord MT Ranking: 9.1/10
2022 Subaru Legacy MT Ranking: 8.6/10
2022 Hyundai Sonata MT Ranking: 8.5/10

Best Midsize Hybrid Sedans
2021 Honda Accord Hybrid MT Ranking: 9/10
2022 Hyundai SAntana Hybrid MT Ranking: 8.7/10
2021 Toyota Camry Hybrid MT Ranking: 8.4/10

Best Luxury Subcompact Sedans
2022 Mercedes-Benz CLA-Class MT Ranking: 8.7/10
2022 Tesla Model S MT Ranking: 8.3/10
2021 Audi A8 MT Ranking: 8.2/10

SHOPPING



ANIS ATLANTA - September 202116 

人とモノのブランディング
コンサルティング

◆青天の世界から、グレーの滝雨の世界へ
　「線状降水帯」日本でこの用語が頻繁に用いられるようになったのは、2014 年の平成 26 年 8 月豪雨による広
島市の土砂災害以降らしいのですが、今年はお盆前あたりから線状降水帯が日本列島に長くとどまり、九州から
西日本にかけ連日滝のような雨が観測され、中でも島根県隠岐の島前 ( どうぜん ) では「50 年に一度の記録的な
大雨」と、記録的な豪雨となり被害も多数出ました。
  二十四節気の第 15 節目は白露（はくろ）です。今年は 9 月 7 日にあたります。9 月上旬を過ぎると日中は残暑
で真夏のような暑さでも、朝夕の気温が下がることで気温の日較差（1 日の中の最高気温と最低気温の差）が大
きくなり、草や地際に朝露ができやすくなります。白露とは、朝もやの中で朝露が白く輝く、という意味です。
　そして、９月９日は五節句のひとつ「重陽の節句」（ちょうようのせっく）です。菊を用いて不老長寿を願う
ことから別名「菊の節句」といいます。それが過ぎると、季節も早秋へと・・・9 月 23 日は秋分（しゅうぶん）
を迎えます。
　先月は「チャクラってなに？？」から始まりました。チャクラを活性化する為には瞑想などで各部分に意識を
集中し、開いていくことで、体外から良いエネルギーや気を取り入れることができ、心身ともに健康になるとお
伝えしました。今月は第３〜第５チャクラの位置と役割、対応するカラーについて説明をしていきましょう！

『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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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

◆第３チャクラ
　「ソーラー・プレクサス・チャクラ」と呼ばれ、対応する色はイエローです。太陽神経叢（たいようしんけいそう）
のチャクラで、胸とおへその間であるみぞおちの付近にあります。肉体的には胃などの消化器系や筋肉と関係が
あり、このチャクラの元気が無くなると、胃潰瘍・消化不良・糖尿病といった病気になりやすくなります。また
第３チャクラは自己肯定感や自分の意志・意欲を司り自分という人格を形成していくエネルギーを生み出してい
る場所でもあります。

◆第４チャクラ
　「ハートチャクラ」ともいい、対応する色はグリーンです。胸の真ん中あたり〜心臓のあたりに位置するチャ
クラで、肉体的には心臓・循環器系・肺・肩・腕・肋骨・乳房・横隔膜と関係しており、内分泌系では胸腺と関
係しています。第４チャクラは、第１チャクラと第７チャクラのちょうど中間地点に位置していることからもわ
かるように、第１チャクラから始まる物質的・肉体的なレッドの上昇エネルギーと、第７チャクラから降りてく
るヴァイオレットの精神性のエネルギーとが合わさる場所です。つまり人間の霊的側面と肉体的側面との間の橋
渡しの役割を担っており、肉体と精神とを絶妙なバランスで調和させています。

◆第５チャクラ
　「スロートチャクラ（喉のチャクラ）」と言われ「声」「音」と深い関係があります。対応する色はブルーで、鎖
骨の間、喉の部分に位置し、肉体的には気管・食道・上皮小体・視床下部・首の骨・口・顎・歯などと関係があ
ります。喉を通して生まれる言葉は、自由な自己表現と他者とのコミュニケーション能力、傾聴を司り、交流と
相互理解を果たし人間関係を円滑にする働きを持っています。楽しく歌ったり、美しい言葉や感謝の言葉を口に
することで、第５チャクラのある喉に詰まった汚れを流して浄化することができます。

チャクラチャート

位　置 対応カラー

第１チャクラ 骨盤から下、生殖器 レッド

第２チャクラ 仙骨、下腹部 オレンジ

第３チャクラ 胃、太陽神経叢 イエロー

第４チャクラ 胸の中心、ハート グリーン

第５チャクラ 喉の中心 ブルー

第６チャクラ 眉間、第３の目 ロイヤルブルー

第７チャクラ 頭頂部 ヴァイオレット

第８チャクラ 頭頂部より少し上 マゼンタ
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Hello! Atlanta ◎鎌田桃佳

必然は偶然の重なり

【花リース】
大学受験時か
ら始めた切り
絵。今も時々。

【誕生日】
ペーパー雑貨の販売に伴
い、カードになる事を想定
して描く事が増えました。

【人魚と壺】
一時期ペン画を細かく描く事に
ハマっていました。【明日へ】明日の朝に向けて、鳥達が太陽を運んでいます。アクリル絵の具と水彩色鉛筆を併用。

少しずつ変わ
って来た絵。
①〜⑥の順。

【朝】学生時代の
B1 サイズの色鉛
筆画。青系で「夜」
の絵があり対にな
ります。

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

〜イラスト編〜

　絵を描く事に興味を覚えたのは、中学１年生の時。キッカケは、友達から貰った
一枚の年賀状でした。青い夜空を駆ける多角形にデフォルメされた馬が、色鉛筆で
とても丁寧に繊細に描かれていました。青はただの青ではなく、紫や緑が幾重にも
塗り重ねられ、ラインストーンまで貼ってある。これほど手間暇かけた物をそれま
で人から貰った事が無かったのと、普段の彼女からは想像つかなかった世界観に、
衝撃を受けたのです。いつもお腹抱えてゲラゲラ大笑いしてる彼女。親友なのに、
何故かお互い “さん” 付けで呼ぶ彼女。私服で会ったら私を頭から爪先まで見て一言

「まぁ、合格。」っと言った彼女。遅刻魔で私を４時間待たせた事もある彼女。そん
な知ってる彼女と、知らない世界観を持った彼女とのギャップ。一枚の絵で人はこ
んなにも感動を与える事が出来るんだという驚きと共に、私もこんな風に誰かを感
動させたいと思いました。そんな時に、姉から誕生日にクレヨラの 24 色色鉛筆を貰っ
たのです。初めての海外の色鉛筆。色の発色の仕方が違う！特にオレンジと紫とピ
ンクが、全然違う。その色鉛筆を得てからは頻繁に絵を描くようになりました。そ
して周りの友達が皆褒め上手な子達だったという幸運も重なり、褒められおだてら
れ、木に登ったブタは遂に「絵で食べていけたら」と未来を思い描き、今に至ります。
友達の年賀状、クレヨラの色鉛筆、褒め上手な友達たち。そのどれか一つでも欠け
てたら、今は別の自分だったかもしれません。　毎年 9 月の 3 週目頃に開催される、
ジャパンフェスト。私もイラストやアクセサリーをこさえて参加します。お時間あ
れば、是非お立ち寄り下さい。

①

②

③

④⑤
⑥

【GAKUGEI 表紙】大学の広報誌の表紙。画材
は変われど、主線は筆ペンで描くスタイルは
ずっと変わってません。
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【糸電話】開く前は一本でつながった糸電話が、開
くと happy birthday が出現する三つ折りカード。

【TERIMA KASIH】
インドネシア語で「ありがとう」。
お別れ時に送別品に添える、ミニ
サンキューカードのイラスト。

【羊】
羊は羊毛を架空の世界と絡めやすいので、よく
描くモチーフの一つです。

【ジュージア】一番最近の絵。本帰国する友達に送った絵なので、描かれている
のは友達家族。桃やハナミズキなど、ジョージアのアイテムを散りばめました。
兄や弟、夫婦のみなど、家族構成を変えたバージョンも作る予定です。
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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

海老とケールの
ホットマヨサラダ 

材料（2人分）

ケール.................................................... 5 〜 6枚

海老................................................................ 5 尾

茹でブロッコリー............................. 半分くらい

ニンニク................................................ ひとかけ

マヨネーズ.炒め用...............................大 1 〜 2

マヨネーズ.仕上げ用...................................少し

塩胡椒.................................................... お好みで

ブラックペッパー.........................................少し

1.. ケールを洗って食べやすい大きさにちぎる。海老は殻をむいて背わたを取っておく。にんにくはみじん切りに

する。

2.. 熱したフライパンにマヨネーズを溶かし、ニンニクも入れる。マヨネーズが溶けてニンニクの香りがたったら

海老を焼く。軽く塩胡椒しても美味しいです！

3.. 海老に火が通ったら茹でブロッコリーを入れて軽く焼き色をつけ、ケールを入れてさっ

と炒める。仕上げにマヨネーズを全体にかけてフライパンをあおり、全体に絡める。

4.. お皿に盛り付け、ブラックペッパーを振る。

フライパン一つで炒めるだけなので簡単に作れます。

ケールは癖がないのでとても食べやすいし、ルテイン、メラトニン、食物繊維、カルシウムなどの栄

養価がバランス良く豊富に含まれています。特にカルシウムは野菜の中でも多く含んでいる方です。

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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TM

2014 お陰様でジャパンフェストは、今年 35 年目を迎えました。
昨年度は Online での開催でしたが、今年は会場で開催するこ
とを決定いたしました。
今年のテーマは「35th Anniversary - 七転び八起き」です。

ジャパンフェストでは、日本の文化や伝統芸能、ワークショッ
プなども体験していただけます。また、日本食も毎年大変人

気があり、玩具や雑貨など多様な日本のグッズも購入できるほか、ジョージア州で活躍する日本企業によ
る様々な製品の展示などもご覧いただけます。今年は屋外のスペースもふんだんに活用する予定です。

９月に入りますとチケットの値段が $12 になり、また当日は $15 となっております。今年は皆さまの安
全のため、会場内、外もマスク必須となっております。ご協力よろしくお願い致します。

お得なチケットパッケージ、また学校やボラン ティア用の無料チケット (K12) もありますので、詳しくは、
以下のリンクをご覧ください。
ジャパンフェストウェブサイト：www.japanfest.org
また、ボランティアをしながら JapanFest を楽しみたい方はこちらからお申し込みください。
：www.japanfest.org/participate
質問等がありましたら admin@japanfest.org までご連絡ください。
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面接前に知っておくべき企業のこと

　企業面接の前に、企業のウェブサイトを見るようにアドバイ
スを受けた事はありませんか？当たり前の事なのに、なぜ？と
思う方もいらっしゃると思いますが、意外にも自分が面接をす
る企業やポジションについて、事前に理解していない求職者も
少なからず存在します。企業のウェブサイトは企業に関する情
報の宝庫です。企業の教科書であるウェブサイトを事前に確認
をすることは、面接を受ける上での必須事項となります。では、
面接前までに具体的に何を知っておくべきなのでしょうか。今
回は、面接の前に求職者が会社やポジションについて理解して
おくべき事項についてお話しします。
　企業の担当者も、忙しい時間を割いて、将来の社員候補との
面接を組んでいます。面接前にはレジュメを読み込んだり、追
加情報を確認したり、事前に準備もされているケースが殆どで
す。面接官の貴重な時間を無駄にしないためにも、求職者の皆
さんも誠意をもって、面接の準備をする必要があります。最低限、
下記の項目について、リサーチや考える時間を取り、面接に臨
みましょう。

1. 面接を受ける企業とポジションの基本情報 
残念な事に面接を受けている会社の名前やポジションも定
かではない求職者も中にはおります。会社名などの最低限
の情報の他、業界や企業のビジネス、サービス内容、応募
しているポジションが組織の中でどの部分を担っているか
などは、必ず理解しておきましょう。

2. ポジションに求められるスキル 
求職者の皆さんは、企業で働きたいので面接を受けている
訳ですが、自分がそのポジションに一番適切であることを
面接官に納得させるには、企業がどのようなスキルや経験
を求めているかを正確に理解しておくことが必要です。そ
の上で、自身が持つスキル・経験がどのように活かせ、企
業に貢献できるかを説明できるようにしておきましょう。

3. 企業の社風 
社風は、実際現地に赴かないと分からない事があります。
最近では、ウェブ上での面接が主流となり、社風を感じる
事が以前より難しくなっているかもしれません。そんな時
便利なのが、ウェブサイト、ブログ、SNS の企業ページです。
オフィスの写真、社員のビデオなど、実際に訪問しなくて
も企業の様子を手軽に垣間見る事ができます。もし写真や
映像がなくとも、企業理念などはどの企業のウェブサイト
に載っています。また、面接官自体が会社の顔なので、お
話しをしていて社風が分かる事もありますし、面接での最
後の質問として聞く事も可能です。就職の決断要素として、
社風が重要な方は、面接で聞いてみる事をお勧めします。

4. 企業に関する最近のニュース 
企業に関するニュースを理解している求職者は、会話の中

で真剣にポジションについて考えている事が面接官に伝わ
ります。ウェブ上でサーチをすれば、ニュースはすぐ出て
きますし、企業のウェブサイトに“Press Room”や“News”
のセクションがあれば、そこに最新のニュースが載ってい
ますので、面接準備として、必ず目を通しましょう。

5. 競合他社 
競合がどんな企業なのか知る事は、業界を知る事でもあり
ます。競合他社と面接を受ける会社を比較した時、何が消
費者にとって付加価値なのかを考え、自分の考えを伝える
事は非常に良いアピールになりますし、短い面接時間の中
で、自分がどのような人間かを伝える絶好のチャンスでも
あります。

　面接しているポジションや企業に対し、求職者はどのくらい
興味があるかを探る事は、採用側にとって、採用の決断をする
重要な要素となります。なお、応募しているポジションと同じ
仕事内容や業界で働いた経験、また企業が求めるスキルを持っ
ている求職者は即戦力として、更に採用のチャンスが広がる可
能性があります。就職転職を成功させるために、事前準備と共に、
どのようなキャリアパスを歩みたいか、そのためにはどのよう
な仕事に応募するべきかを見定める事が必要です。パソナでは、
キャリアの相談も受け付けておりますので、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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国際投資家仮入国許可プログラム

　バイデン政権は、外国人のアメリカ国内での起業、ビジネ
ス拡大を促進するために、国際起業家仮入国プログラムを施
行しました。このプログラムは 2017 年にオバマ政権により
作られましたが、トランプ政権時には休眠状態でした。バイ
デン政権発足に伴い、アメリカ国内の雇用促進を助長する目
的で、このプログラムが復活しました。この規定により、既
存の起業に伴う就労ビザや移民ビザの条件を満たさない外国
人起業家もアメリカに滞在しながら起業活動を行うことがで
きるようになりました。
　申請者は、アメリカ国内での多額の資金調達、事業の急速
成長と雇用創出の可能性があることを証明すれば、最長 5 年
間アメリカに滞在し起業活動を行うために仮入国許可証を申
請することができます。新規事業一社に対し、最大で３人ま
で仮入国許可を申請することができます。

【申請資格】　外国人起業家は仮入国許可を申請するためには
以下の条件を満たさなければなりません。
• 申請者は、仮入国許可申請前 5 年以内に米国に新規事業

を設立している。
• 申請者は、新規事業の最低 10％を所有している。
• 申請者は、単なる投資家ではなく、積極的事業運営を行い、

中心的な役割を果たしている。
• 新規事業がアメリカに多大な公益をもたらす証拠として、

以下のいずれかを満たす必要がある。
（１） 投資家による多額投資。一定条件を満たすアメリカの

投資家から過去１８か月間に最低 25 万ドルの資本投資
を受けている。投資家は、過去５年間に以下の条件を
満たしていることが条件。
▶各投資家は過去に新規事業へ最低 60 万ドルの資金投
資を行っている。新規事業は株式会社、ＬＬＣ、その
他連邦法や州法に基づく形態が対象となるが、起業家
本人やその家族からの投資金、或は、起業家本人やそ
の家族が所有する企業や団体からの投資は対象とはな
らない。
▶投資先の最低２社は (a) ５人の米国労働者の雇用創
出、或は (b) 20％の成長率で年間 50 万ドルの収益達成。
尚、雇用創出はフルタイムの雇用を指し、投資者本人
やその家族、請負業者は対象とはならない。

（２） 政府資金。一定条件を満たすアメリカの連邦政府、州
政府、または地方自治体から最低 10 万ドルの経済開発
や R&D の助成金受領、或は雇用創出に対し賞金を受領
した。尚、契約に基づく資金提供は該当しない。

（３） その他証拠。資金調達条件を部分的にしか満たさない
場合、新規事業が急速成長し雇用創出を行う可能性が
ある強力な証拠を提出しなければならない。例えば、

政府機関、投資家、業界団体からの推薦状、事業に関
する報道、特許、教育資格、または企業の財務記録な
どを通して、定評のある新規起業支援団体の支援を受
けている、或は、新規技術開発や最先端技術の研究を
行っている証拠など。

 【滞在期間】　申請が承認されれば、初回は 30 か月まで仮入
国が認められます。ただし、この仮入国許可証を使って、申
請した新規事業以外で働くことはできません。扶養家族は本
人と同じ期間滞在を許され、配偶者は就労許可証を申請する
ことができます。
滞在期間をさらに 30 か月間延長するためには、以下を証明し
なければなりません。
• 事業は継続的に運営されている。
• 起業家は最低 5％の所有権を保持し、事業経営に必要な知

識、技術や経験を使って、事業経営の中心的な役割を果
たしている。

• 新規事業に（１）最低５人の雇用を創出、（２）一定条件
を満たす資金投資や政府の助成金や賞金を最低 50 万ドル
受領、（３）最初の仮入国期間中に、アメリカで最低 50
万ドルの収益を上げ、平均で年間20％の成長を達成、或は、

（4）投資、雇用創出、急速成長などの条件を部分的にし
か満たさない場合、新規事業の急速成長や雇用創出の可
能性がある強力な証拠を提出する必要があります。

尚、新規事業が運営を停止、或は、アメリカの公益に貢献し
なくなった場合、アメリカ政府はその裁量に応じて仮入国許
可を取り消すことができるので注意が必要です。

【問題点】　現行のプログラムは他のビザ種類とは異なり、一
時的に入国が許されている仮入国許可という位置付けになっ
ているため、起業家に永住権を申請できるオプションが与え
られていません。国際起業家は、滞在資格を永住権申請がで
きる別のビザカテゴリーに変更しない限りは、永住権を申請
することができないのが欠点です。この点については、各団
体が政府と交渉を続けているので、今後変更が加えられるか、
見守る必要があります。

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

人の心には多くの計画がある。しかし、主のはかりごとだけが
成る。　　　　　　　　　　　　　　箴言　19 章 21 節
 
　人生には、思いもかけず、目の前で道が閉ざされることがあ
ります。それは、誰もが、入試、就職試験、仕事、対人関係、
その他さまざまな事で経験したことがあるのではないでしょ
うか。今までそのような経験をしたことが無く、順風満帆で生
きて来たという人がいたら、その人はとても幸いな人です。た
だ、その人も、これからそういう経験をするかもしれません。
その時の為の準備が大切です。信仰生活においても同様なこと
が起こります。神から「ノー」を突きつけられたようで、とて
も厳しく感じます。　
 
　自分の計画に対する「ノー」は、その計画だけでなく、まるで、
自分自身が否定されてしまったように感じてしまいます。自分
の計画に反して、思ってもいない方向へ向かわなくてはならな
くなった時、人は失望し落胆してしまいます。　
 
　しかし、神は、私たちの為に、初めから完全な計画を持って
おられます。進路が閉ざされたのは、自分の思いが、神の思い

（計画）と違っていたのです。　神は、我々を神の完な計画に
引き戻し、正しく導いてくださいます。人生における「ノー」を、
神の意思として受け取りましょう。目の前の道が閉ざされたな
ら、開かれた道から進めばよいのです。別の、はるかに良い道
が用意されています。
 
　ある人は、彼の目の前の道が、次々と、塞がれていきました。

進もうとすると、閉ざされていきました。そこで、自分の思い
で自分のしたいことをするのを止め、「神様が、自分に何をさ
せたいと思っておられるのか」と、考えを変えました。彼がそ
のように考え、祈り始めると、目の前に一つのなすべき事が示
され、道が開かれました。彼は、神の思い（計画）を確認し、
働き始めました。
　自分の思いで進んでいた時は、よく、途中で挫折し、行き詰
まり、諦めて、投げ出していたのに、神から始まった事は、成
し遂げられていくことを体験しました。自分ではなく、神から
発されるということが大切です。これから起ころうとするこ
と、成すべきことの背後に、神が働いておられるの だという
認識の上に立つ時、「ノー」は「イエス」と同じ意味を持ち始
めます。自分の人生に「ノー」が与えられても、そこで、自分
に何ができる、何をしようと焦ったり、あるいは、あきらめた
りしないで、神が、必ず、最善の場所に導いて下さることを期
待しましょう。
 

『わたしは、あなたたちのために立てた計画をよく心に留めて
いる、と主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計
画ではない。将来と希望を与えるものである。（ エレミヤ 29：
11)』
 
それを体験するには、神と語り合う（祈り）ことが出来るよう
な良い関係が必要です。　神と良い関係を持ち、関係を保ち、
それを深めていくことが出来るように、常に祈りましょう。　
神は御前に近づく者を決して拒否されません。　神は愛です。
　私たちは愛されています。

　英語はサイレントワードがあったり、地名の固有名詞には
ネイティブアメリカンの言葉があるから、発音が難しい言語
のひとつだろう。その中でも固有名詞、特に人名の表記や発
音には日頃から注意が必要だ。

　何故、人名の表記・発音を間違えるといけないか。固有の
名前を間違えるということは相手に不快感を与える、大げさ
に言えば侮辱することに繋がるからだ。知らなかったら、そ
れを知った時直さなければならない。

　日本人は漢字圏と英語圏の人名を勝手読みするきらいがあ
る。典型的なのが朴さんをパクでなくボクと呼び金さんをキ
ムでなくキンと呼ぶ。英語圏読みはローマ字教育の影響だろ
うか、例えば Kylie をカイリーではなく、キリー読みしてし
まう。英語圏以外の国だと発音しにくい人名が多いので、素
直に本人に聞くのだろうが、英語圏だと学校で一応英語を
習ってるので勝手読みが横行する。

　逆に中国に行くと日本名が中国発音になるから、侮辱され
たとは思わぬが奇妙な感覚にとらわれる。小林さんはシャオ
リンとなる。名前くらいは出身地通りの発音で呼んでほしい

と思うのは筆者だけだろうか。

　アメリカの芸能人も様々な言語的背景をもっているから、
トークショウなどを観ていると、司会者が名前をどう発音す
るか必ず聞いている。そんなアメリカでも、昔は東洋人など
目じゃなかったから、同じような勝手読みが起こった。その
典型がゴルフの青木功である。Aoki Who ？の時代だ。アメ
リカのツアーに参戦した青木は快進撃を続けたから、青木の
連呼が始まった。”アイサオ・エイオキ”の連呼となった。（こ
の時一緒にラウンドしていたアメリカ育ちの奥さんが TV 局
に厳重抗議し、以後イサオ・アオキとなったのは有名な話で
ある）。

　だいぶ良くなったとはいえ、最近でも直っていない気にな
る事例がある。しかも英語をよく知っている著名人にして間
違った言い方をしているから、がっかりする。Finance の発
音はファイナンスまたはフィナンスで、名詞動詞双方に使う。
これが固有名詞に使われた時には注意しなければならない。
英国を代表する経済紙 The Financial Times（ファイナンシャ
ル・タイムス）がフィナンシャル・タイムスとして堂々とま
かり通っている。いささか残念である。

野呂利　歩

言葉は難しい－固有名詞

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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子どもを『自立』に導くしかり方をしよう
　「子どもはほめて育てたい」誰もがそう思うものですが、毎
日の生活では怒ったり、しかったりの連続です。しかし、子
育てではしかることも大事です。子どもの成長にプラスにな
るしかり方をするにはどうすればいいのでしょうか？　心理
カウンセラーの星先生のご意見を紹介します。

『怒る』と『しかる』はちがう
　いつも“ニコニコ”していたいー多くのお母さん方の願い
でしょう。でも実際は、ずっと笑顔でいるわけにはいきませ
ん。親の思い通りにならない子どもの行動に、イライラして
怒ってしまうこともあるでしょう。実は、「怒る」と「しかる」
はちがうものなのです。「怒る」とは、相手の行為を注意する
というより、感情を相手にぶつけることです。「私の言うこと
を聞きなさい！」と相手を怒りでもって威圧しているのです。
子どもは、「いけないことをした」と反省するより、むしろ「お
母さんが怖いから」言うことを聞くようになることが多いの
です。
　一方、“しかる”とは、よりよく生きるために、善悪の区別
を教え、諭すことです。親は一呼吸おき、できるだけ感情を
抑え、穏やかな口調で子どもをしかれるようになりたいもの
ですね。しかし、親も感情をもった人間です。忙しく、心に
余裕がない時には、カッとしてしまうこともありますね。時
には、お母さんのカミナリが落ちても仕方がないこともあり
ます。感情をあまり無理に我慢することはないのです。落ち
着いてから、「ママ、ちょっとイライラしてたの。ごめんね」
と子どもに謝ればいいのです。

しかり方に気をつけましょう
　「しかる＝諭す」とはいえ、難しく考えず、「それはしてほ
しくない」という親の気持ちを伝えればいいのです。例えば、
兄弟げんかで、弟を叩いてしまった時など、親が「あなたが
悪い」と相手が主語になる言い方をすると、子どもは自尊心
を傷つけられ、反発するでしょう。小さい子は親が自分を嫌
いになったと誤解するかもしれません。それよりも、「お母さ
んは、そういうことをするのは良くないと思う」と自分を主
語にして、気持ちを伝えればいいのです。そうすれば、子ど
もも自分の気持ちを話せますし、弁解する余地もあるでしょ
う。頭ごなしに非難するのではなく、子どもの行動に対して
の親の気持ちを伝えてあげましょう。

子どもに責任をとらせましょう
　しかる時には、子育ての最終目標の“自立”を意識してほ
しいと思います。何か不適切な行動をしてしかられた時、「ご
めんなさい」と言えば、いけないことをしたという事実を子
どもは理解できますが、全て解決するわけではありません。
次に同じことをした時、しそうになった時にどう自分で対処
するかを子どもと一緒に考えることが大切です。失敗から子
どもが学べるか学べないかは親の対応ひとつです。

　子どもが何か物を失くしてしまった場合、どうしますか？
親が後始末をしてしまっていませんか？こんな時は子ども
に、「どうしようか？」などど、聞いてあげましょう。どんな
に小さくてもお話ができる子なら、「部屋の中をもっと探す」
など、その子なりの考えを言ってくれるでしょう。もし親か
ら見て適切な判断ではなくても、いったんは「そうだね。そ
うしてみよう」と受け止めてあげてください。その上で、方
法がうまくいかなかったから「お母さん、別の方法も知って
るよ。どれならできそう？」といくつか選択肢を提案し、子
どもに選ばせてあげましょう。そして自分で決めたようにで
きたら、親が満足する状態でなくても、まずはできているこ
とを認めてあげてください。こうして、だんだんとできなかっ
たことができるようになっていくのです。

親子の会話を見直しましょう
　親が子どもをしかった時、子どもが言うことを素直に聞い
てくれる。そうなればいいですね。そのためには、親が子ど
もの言うことをしっかり聞いてあげることが必要です。特に、
子どもが悩んでいるな、困っているなと感じたら、腰をすえ
て聞くことが大切です。「話を聞いてもらえた」と感じるのは、

「気持ちを受け止めてもらえた」と思った時。子どもの言葉を
そのまま繰り返したりしながら、できるだけ聞くことだけに
徹してあげましょう。
　子どもが悩みを打ち明ける目的は、解決というより、今の
気持ちをわかってもらいたいことのほうが多いのです。話し
終えるまで待ち、「お母さんはどう思
う？」と利かれたら、意見やアドバイ
スを言いましょう。子どもの話を聞く
のは忍耐が必要です。でもそうやって
親子の信頼関係が築かれていくのです。
お互いの話を伝え合う親子であれば、
たとえしかる時でも親は子どもの言い
分を聞けますし、子どもは親からのメッ
セージをきちんと受け止めてくれるで
しょう。親の接し方次第で、子どもは
変わるのです。

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☺



ANIS ATLANTA - September 202128 

髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

髪＆ヘアケア
　こんにちは、サロンリーガの美輪でございます。
9 月に入っても日中はまだまだ暑い日が続きますね。秋は夏の
疲れから体調をくずしたり、肌にも疲れが出やすい季節ですが、
皆様はいかがお過ごしでしょうか？

　紫外線のピークをむかえる８月を過ぎ、本格的に夏の頭皮の
ダメージが表面化してくる季節になります。実は頭皮は夏のダ
メージを引きずった状態なんです！

９月以降に増える頭皮・髪のトラブル
1. 抜け毛が多くなる。
2. 頭皮の乾燥
3. パサパサしたフケ
4. 頭皮のかゆみ
5. 頭皮がヒリヒリ痛い。
6. 髪のパサつき・枝毛・切れ毛

　原因としては、強い紫外線による頭皮ダメージと栄養不足で
す。夏の暑さで夏バテをしてしまって…軽い食事やアイスク
リームや冷たい飲み物ばかり食べてしまう…
　この生活を続けてしまうと、髪の発育に必要な栄養素である
タンパク質・ビタミン・ミネラルが不足してしまいます。血液
によってこれら栄養素が運ばれることで初めて髪の毛は太く長
く成長します。
　また、冷たいものを多く摂取すると慢性的な冷えが生じ、新
陳代謝の低下になり、血行不良にも繋がります。夏バテによる
軽い栄養不足状態や新陳代謝の低下が慢性化すると、髪にきち
んとした栄養が運ばれず、抜け毛が増えてしまいます。

　対策としては、全身のめぐりを良くして、髪を生み出す頭皮
環境を整えることが大切です。冷たい飲み物や体を冷やす食事
は控え、温かい飲み物や体を温める食事を心がけ血流を良くし
ましょう。軽いストレッチや頭皮マッサージをするのも効果的
です。
　スポーツの秋、食欲の秋、体の外から中からバランスを整え
て理想の髪を目指しましょう！

　リーガではお家ではなかなか出来ないサロン専用のトリート
メントがございます。夏バテ髪にぜひお試し下さい！

皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。
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　当院では日本人カイロプラクターのもと、予約から治療全体
をすべて日本語で対応しています。それは、もちろん当院の強
みであり特徴です。しかし、それだけのオフィスと思われるの
は少し残念です。なぜなら、当院の真の強みは『姿勢が良くな
るカイロプラクティック』だからです。
　今、「カイロプラクティックって姿勢を良くする所なの？」と
思われた方、答えは YES です。カイロプラクティックや整体（整
骨院）に通うきっかけの多くは肩こりや腰痛、膝痛、関節痛、
頭痛などの慢性的な不調や痛み、あるいは捻挫や軽度の骨折な
どリハビリ的治療が必要な急性の怪我を負ってしまった時だと
思います。

　では、『姿勢が良くなるカイロプラクティック』とは何なのか？
大前提に『姿勢が良くなると健康になる』があります。姿勢が
良くなるという事は、背骨の歪みが少なくなるということです。
背骨の歪みが減ると、背骨の中（脊椎）を通っている太い神経（脊
髄）への圧迫がなくなり流れが良くなります。人間の四肢・体
幹を支配する神経はほぼ全てこの脊髄からの神経なので、背骨
の歪みが減る→脊髄神経の流れが活発化→四肢・体幹の調子が
良くなる！の公式が出来上がります。
　また、背骨についている筋肉のバランスも均等になり身体の
負担が軽くなります。いわゆる凝り ( こり ) の解消です。こう
して神経の流れが良くなり筋肉のバランスが均等になると、身
体は活発化され本来の身体があるべき状態に近づくわけです。
人間本来の体の状態というのは、はつらつと思うように動くこ
とができ、自己免疫力・自然治癒力が大いに伴っていることと
私は考えます。これ即ち“健康”です。
他にも良い姿勢を保つことでこんな“健康”メリットが挙げら
れます
• 血液の循環が良くなるので、肩こりや腰痛、不眠などの予

防や解消につながる。
• 基礎代謝が良くなるので脂肪燃焼効果が上がり、太りにく

いカラダになる。
• 呼吸が深くなることで腸内環境が整い、健康につながる。
• スポーツにおけるパフォーマンスが向上し、さらにスポー

ツ障害の予防にもなる。
• 正しい姿勢で呼吸をすると腹横筋が締まってくるため、ウ

エストが引き締まる。
• 美肌になる。
• 女性はより美しく、男性はよりたくましく、外見的な変化

も生まれる。
（日本姿勢改善協会 H P 抜粋）

では、良い姿勢とは一体どうやって作るのでしょう。まずは、
ご自分の姿勢チェックから始めてみましょう。簡単なセルフ
チェック方法です。ぜひ試してみてください。
① 下着姿になり、全身が映る大きな鏡の前で、足を肩幅に開き、

リラックスした状態で立ってください。
② その状態で上から順に歪みを確認していきましょう。まず

は頭部が左右どちらかに傾いていないかチェック。
③ 耳位置の確認。左右の耳たぶ先端を横一本のライン（があ

るつもり）でつないでみてください。左右で高さが違いせ
んか？

④ 顎下と鎖骨のくぼみまでの縦のラインが一直線になってい
るかチェック。顎下が左右どちらかにずれていませんか？

⑤ 肩の高さをチェック。左右で高さが違っていませんか？

⑥ 腰骨の高さをチェック。ウエストすぐ下にある腰骨の高さ
を左右で比べてみましょう。

⑦ 最後に上半身全体の傾きをチェック。左右どちらかに傾い
ていませんか？

いかがですか？あなたの姿勢は自分で思っているより良い姿勢
でしたか？それとも悪い姿勢でしたか？

　当院は初診時に頭蓋骨〜頚椎〜背骨〜骨盤までのレントゲン
撮影を行い、ミリ単位での体のズレと歪みを計測し、状態を患
者さんと一緒に確認しています。また、2 回目以降も治療の際
には、毎回、専用の姿勢計測期と体重計を用いて、ミリ単位の
体のズレと歪みを計測することで治療効果の確認や今後の方針
に役立てています。
　セルフチェックだけでは、よくわからなかった方、これを機
に自分の姿勢を把握し健康になりたい方、ぜひお気軽に当院に
ご相談ください。正しい良い姿勢で日々を送ることは、未来の
健康につながります。たかが姿勢、されど姿勢です。侮っては
いけません。

　9 月 18 日・19 日に Duluth の Gas South Convention Center
で行われる Japan Fest でもブースを出して姿勢チェックを行っ
ています。お気軽にお立ち寄りください。

矢島　敬朗　カイロプラクター

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

姿勢と健康
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　むし歯ではないのに冷たいもの等の刺激で歯がしみたり、痛
みが生じたりすることはありませんか？
　歯ブラシの毛先が触れたり、冷たい飲食物、甘いもの、風に
あたった時などに歯に感じる一過性の痛みで、特にむし歯や歯
の神経（歯髄）の炎症などの病変がない場合にみられる症状を「知
覚過敏」といいます。

知覚過敏になると、なぜ痛みを感じるのでしょうか？
　健常な状態の歯はエナメル質と歯肉に覆われていて、冷たさ
などの刺激を感じることはありません。しかし、歯肉の退縮や、
エナメル質の磨耗や咬耗によって内部の象牙質が露出してしま
うと、外部刺激が神経に伝達されやすくなり知覚過敏を起こし
やすくなります。象牙質には歯髄（神経）につながる「象牙細管」
と呼ばれる無数の穴が開いていて、この穴を通して受けた刺激
が歯髄に伝わり痛みを感じてしまうのです。

　歯周病の進行や、歯ブラシによる外部摩擦による歯の磨耗以
外に知覚過敏の原因になるものに、日々の食生活が挙げられま
す。歯のエナメル質は pH5.5 程度で溶け始めますが、私たちが
日常口にする食べ物や飲み物の多くは下記にあるように酸性な
ものが多くあり、こうした食べ物や飲み物を多量にまたは頻繁
に摂取すると歯のエナメル質が溶ける「酸蝕症」を起こし、知
覚過敏が起こりやすくなります。酸性の食品や飲料を全てやめ
ることは不可能ですが、炭酸飲料を長時間かけて飲むような習
慣や、酸っぱい飲み物や食べ物を頻繁にかつ長時間摂取するよ
うな習慣がある場合は、酸蝕症から歯を守るために食生活の改
善が必要かもしれません。

知覚過敏をケアする「歯のみがき方」
　知覚過敏の症状は、歯を磨いている時や、すすいでいる時に
もあらわれます。知覚過敏の症状が気になる方は、以下のポイ
ントを意識して歯みがきをしましょう。

1. 知覚過敏用の歯磨き剤をつかう 
薬用成分である「硝酸カリウム」や「フッ素」が入った知
覚過敏ケア用のハミガキ粉を使いましょう。継続的に使用
することが大切です。これらの薬用成分には、露出した象
牙質の表面にある象牙細管を通して刺激が神経へ伝達され
るのをブロックしたり、露出した象牙質の表面にある象牙
細管を通して刺激が神経へ伝達されるのをブロックする効
果があります。 

＜商品の一例＞

2. 軽い力でみがく 
ハブラシは、5 〜 10mm くらいに小刻みに動かしたり小さ
な円を描くように動かしながら、軽い力で磨くようにしま
しょう。

3. すすぎはぬるま湯で 
冷たい水ではなく、ぬるま湯ですすぎましょう。

知覚過敏の症状が治まらない場合は歯科医に相談し、適切な治
療を受けましょう。知覚過敏の確実な予防法はありませんが、
正しいホームケアで健康な歯と歯肉を維持
し、歯周病とむし歯予防に努めることが知
覚過敏の予防につながります。

参考資料：日本歯科医師会ウェブサイト、
株式会社ライオンウェブサイト

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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アメリカの病院事情について
　アメリカに来て戸惑うのが医療制度の違いです。アメリカ
と日本の大きな違いは完全予約制と主治医制度になり、病気
になったからといって近くの医師に診察してもらう事ができ
ません。
　こちらでは、主治医 (Primary Care Physician) いわゆるファ
ミリードクター（家庭医）を決め、主治医が総合的に健康を
管理（健康管理、健康指導、病気一般の診察、治療）します。
もし、主治医が診察をして専門医（Specialist）の診察が必要
と判断した場合、専門医を紹介されます。
　主治医を通さず、専門医に直接診てもらう事も可能です。
ただ、専門医での診察は医療費も高くなり、基本的な検査結
果がわからない場合、一から検査をしなければいけないので、
料金も時間もかかります。病にかかっていた場合は、専門医
と主治医がチームになり、治療をしていきますので、心強い
です。
　また、アメリカの病院は ER, Urgent Care を除き、完全予
約制です。緊急を要しない場合は、初めての予約を取るのに
ドクターによっては 3 ヶ月待つ場合もありますので、渡米さ
れたら早めに主治医を決めて、最初の予約を取る事をお勧め
します。（健康診断も１年に一度、保険内でカバーされますが、
その予約もお早めに）
＊主治医の決め方については、自分の持っている保険のネッ
トワーク内で決めることになりますので、web などで review
と共に調べたり、口コミなどによる情報とあわせて選択する
ことをおすすめします。

急に病気になり、受診が必要な場合
　医療費が高い事もあり、日本のように風邪で病院で診察を
受ける事はアメリカではありません。軽度の病気なら市販さ
れている薬で治す方が殆どです。それでも、緊急を要さない
が受診が必要な場合は、主治医に連絡します。医師のスケ
ジュールが空いていたらその日に診てもらえる事もあります。
また、高熱が続く場合、症状が良くならないなど、緊急を要
する場合で、主治医の診察を受けられない時は Urgent care（急
病診療所）か ER（救急センター）で受診します。

Urgent care と ER の違い
●️ Urgent care（急病診療所） 

軽症・中等度の病気・怪
我を診察・治療してくれ
ます。予約なしでも比較
的待ち時間が少なく、診
察してもらえますが、営
業時間内のみの診察になります。料金は ER に比べると
安くなります。 
URL でお近くの Urgent care をお探しください→ http://
www.urgentcarelocations.com/

●️ ER（救急センター）24 時間 365 日 
重篤な病気（呼吸が苦しい・激しい頭痛 / 腹痛・交通事
故などすべての病気、症状に対応しています。24 時間
365 日空いていますが、重度な患者から診察・治療をし
ていきますので、軽度の症状だと長く待たされる事もあ
ります。

救急車を呼ぶ
　911 をダイヤルする。911 は緊急の窓口で、警察や消防も
同じ番号なので、必ず救急車をお願いしますと言います。“I 
need an ambulance.” 住所や怪我・症状を伝えた後、電話を切っ
ても良いですよといわれるまで、通話状態でいましょう。
アメリカでは救急車も有料になりますので、本当に必要な時
のみに利用されることをおすすめします。

病院への持ち物
1. 免許証
2. 保険証
3. リスト
　ビタミンも含めて、現在、服用している薬・アレルギー、
そして、三親等までの主な病気のリストを必ずお持ちくださ
い。病気の本人が医師に伝えるより、漏れがなく正確な情報
を伝える事ができます。

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

材　料　
(A) 薄力粉 100g
(A) ベーキングパウダー 5g
バナナ ( 計 200g) 2 本
無塩バター 30g
はちみつ 30g
卵 1 個
牛乳 40ml

作り方
1. バナナは仕上げ用に 6 個輪切りにし、残りは

粗めにつぶします。
2. ボウルに無塩バターとはちみつを入れ、泡立

て器でよく混ぜます。
3. 卵を少しずつ加え、その都度混ぜます。
4. 牛乳を少しずつ加え、その都度混ぜます。
5. (A) を加えてさっくりと混ぜ、つぶした 1 を

加えて軽く混ぜます。
6. 型に流し入れ、仕上げ用の 1 をのせ、180℃

のオーブンで 25 分焼いて完成です。

混ぜるだけ！バナナマフィン

混ぜるだけ！バナナマフィン

とっても簡単なので、
忙しい朝の朝食としてもぴったり
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３. 歯周病の進行
　歯周病はその進行段階によって大きく 2 つに分けられます。

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「歯周炎」といいます。

「歯周炎」は進行状態により軽度、中度、重度に分類されます。

　「歯肉炎」の段階であれば専門的な予防処置、家庭での歯みが

きなど適切なケアを行えば健康な歯肉を取り戻すことができま

す。

　「歯周炎」の段階に入っても歯科医師による治療や専門的な処

置などの適切なケアによって、それ以上の進行を防止すること

が可能です。重度の歯周炎に進行してしまうと、外科的な処置

が必要であったり、最悪の場合には抜歯が必要になり、歯を失

うことになります。 

健康な歯周組織
歯肉の色は薄いピンク色で、歯と歯肉の境

目の歯肉溝は 1 〜 2mm 程度です。この歯

肉溝から歯周病が始まります。  

歯肉炎
歯肉溝に歯垢がたまった状態が続くと、歯

肉に炎症が起き、腫れて歯肉ポケットにな

ります。 

歯周炎（軽度）
歯肉の炎症がひどくなり、歯周病菌が歯周

組織に侵入、歯槽骨や歯根膜も破壊され始

めました。歯周ポケットが形成され歯根に

向かって深くなり、歯垢や歯石がたまって

きます。 

歯周炎（中度）
炎症がさらに拡大し、歯槽骨も半分近くま

で破壊が進んでいます。歯がぐらつき始め、

歯周ポケットもさらに深くなります。 

歯周炎 ( 重度 )
歯槽骨が半分以上破壊され、歯はぐらぐら

になっています。   

　4 回にわたって歯周病についてお伝いえたしました。歯周病

は口の中だけでなく、身体全体に悪影響を与える病気です。で

も、定期的な検診と口腔清掃をしていれば予防できる病気です。

予防を心がけることによってむし歯や歯周病にかからないよう

にし、健康なお口と身体を維持していきましょう。

　歯や歯周病などについてのご質問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

〜今月も先月に引き続き、歯周病の進行についてご紹介していきたいと思います。〜
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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】8 月から続く運気の低空飛行がそ
のまま継続されるようです。大きな前進を
期待するのは、もう少し時間が必要になっ
てきそうです。ですが、精神的に後ろ向き
になってはいけません。気持ちだけでも、
ポジティブな状態を保つようにしましょう。

【恋愛運】新しい出会いに期待が持てる運気
をしています。ただし、外見で合う合わな
いの判断も重要ですが、必ずしもそうとは
言い切れない縁が見えています。話や趣味
が合うかどうかも考慮して、人間関係を築
いていくと良いようです。

【金　運】金運は好調で、臨時収入も期待で
きつつ、いつも以上に散財しても大してふ
ところが痛まないほどの高いレベルにあり
そうです。仕事運の高さもあって、評価が
かなり高まることでしょう。

♥ 幸運日：2　17　24
× 危険日：10　15　20

【全体運】あらゆることに注意を払っておく
と良いかもしれません。人とのこと、仕事
のこと、自分の言動のこと、予期せぬ出来
事のこと等々。身の回りには、あなたの運
気を下降させる要因がいくつも転がってお
り、あなたの失敗を願うような悪意を持っ
た人物も存在していることでしょう。

【恋愛運】浮気中の人、不倫関係にある人、
二股恋愛をしている人などは、立場が危う
くなる危険性があります。かと言ってバタ
バタとしてはいけません。静かに息を殺し
て、今は我慢する時期だと知っておいてく
ださい。

【金　運】金運は上昇しないものの、下降す
ることもなく安定のようです。欲しいもの
を買う物欲が抑えられない場面も出てきそ
うですが、あまり無理をしないことも大切。

♥ 幸運日： 8　16　27
× 危険日：2　14　30

【全体運】ひらめきと直感が冴える日のよう
です。思ったことは即行動に移してみると、
開運を手にすることができそうです。思い
付いたアイデアは、誰かと共有する前に自
分の発案であることを表明しておきましょ
う。悪意を持った第三者に取られる危険性
があります。

【恋愛運】恋愛運は引き続き好調で、良い出
会いが期待できます。今身近にいる人との
仲の進展も期待できそうです。年齢差があ
る異性との仲が、特に期待できるでしょう。

【金　運】金運は、やや下降していく様子。
散財の傾向がある人は、物欲や交際費を抑
える努力をしましょう。意識的に出費を控
える行動を取らないと、後々になって悩ま
されることになりそうです。仕事関係では、
動く時期ではありません。

♥ 幸運日：10　19　28
× 危険日：1　15　26

【全体運】総合運が下降し始める時期に入り
そうです。そのため、これまでならなんて
ことなくこなしていたことが上手くいかな
かったり、他人との関係がつまずいたり、
100％自信を持って臨んだことで失敗した
りと、思わぬつまずきや停滞に直面してし
まいそうな感じです。

【恋愛運】恋愛運は、好調とも不調とも言え
ない状態ですが、月の始めと終わりに出会
いのチャンスが訪れそうな気配です。紹介
と偶然、別々のようです。どちらも相性が
良さそうで、気持ちが揺れるようです。

【金　運】仕事での評価があり、それがお金
にも反映されそうです。ですが物欲も大き
く、抑え切れないかもしれません。月の予
算を大きくオーバーしないように、意識的
に支出を抑えて、常に確認していくように。

♥ 幸運日：11　20　28
× 危険日：  6　15　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】総合運が下降し始める時期に入る
ため、これまでならなんてことなくこなし
ていたことが上手くいかなかったり、他人
との関係がつまずいたり、100％自信を持っ
て臨んだことで失敗したりと、思わぬつま
ずきや停滞に直面してしまいそうな感じ。

【恋愛運】好調とも不調とも言えない状態で
すが、月の始めと終わりに出会いのチャン
スが訪れそうな気配。紹介と偶然、別々の
ようですが、どちらも相性が良さそうで、
気持ちが揺れるようです。ただし言えるの
は、選ばなければならないと言うこと。

【金　運】仕事での評価があり、それがお金
にも反映されそうですが物欲も大きく、抑
え切れないかもしれません。月の予算を大
きくオーバーしないように、意識的に支出
を抑えていくようにしましょう。

♥ 幸運日：11　20　28
× 危険日：6　15　26

【全体運】嫌だ、不安だ、自信がない。そう
いったことは、最初から手を付けないで良
いでしょう。あれこれと苦労をして成果を
求めるよりも、得意なことや簡単なことで、
まずは結果を手にすることを考えておくと
良いかもしれません。

【恋愛運】 月の半ばにやや上昇するものの、
仮に縁が結ばれてもパッと燃え上がって短
い期間の関係で終わりそうな気配を持って
います。刹那的な恋愛でも楽しみたいと考
える人は、その関係に乗ってみても良いで
しょう。ただし、つらい思いをすぐにする
ことになるかもしれません。

【金　運】ガクンと一時的に下がりますが、
それは継続ではないのでその点は良いかも
しれません。大きな勝負には出ない方が良
く、下準備ともいえる状況が良いでしょう。

♥ 幸運日：3　16　28
× 危険日：9　19　24

【全体運】全葉に強い力が宿る気配。あなた
は自身の発する言葉によって誰かを説得し
たり、自分の味方に加えたり、凶を吉に転
じさせたりすることができそうな運気をし
ています。こうなりたい、こうしたいといっ
た意思をはっきりと表に出して、周りに示
してみると良いでしょう。

【恋愛運】出会いの縁があります。ただし、
強い相性ではないので、出会えない可能性
も、また出会っても引き合わない可能性や
結ばれても短命で終わることもありそうで
す。

【金　運】金運は下がったり上がったりのせ
わしなさ。一喜一憂せずに、ドンと構えて
いるのが良いかもしれません。大きな損の
後には大きなプラスが舞い込んでくるので、
あまり悲観的になってしまわないことです。

♥ 幸運日：6　18　27
× 危険日：2　10　20

【全体運】親しい仲の相手や見知った人と一
緒だと、ついつい気持ちに隙間が発生する
かもしれません。そこを突かれて、あなた
の目標や目的、成果がさらわれて行くこと
になるかもしれませんので注意しましょう。

【恋愛運】下降気味だった恋愛運はやや下げ
止まり、この先上昇したりまた下がったり、
なかなか安定はしないようです。出会いが
あったかと思いきや、すぐに浮気をされた
りと、あまり良い男女関係を築くことがで
きなさそうです。

【金　運】金運は良いのですが、チャンスに
鈍感になっているようで、せっかくの好機
を逃す結果が何度かありそうです。ここぞ
というときに尻込みしたり、優柔不断さが
出てしまったり、決断を下せない可能性が
見えます。

♥ 幸運日：5　15　27
× 危険日：1　13　24

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】注意力は、常に高く保っておくよ
うにしましょう。また、他人の話には、耳
を傾けるようにしましょう。上の空や中途
半端な気持ちでは、せっかくのチャンスを
逃してしまう結果になるかもしれません。

【恋愛運】あまり進展がないでしょう。安易
に近付いてくる異性に対しては、警戒心を
持っておいた方がショックも小さいようで
す。恋愛よりも友情を優先させる方が、復
縁は、お金が絡む気配ありです。用心して
おくに越したことはなさそうです。

【金　運】金運は良い状態に徐々になってい
きそうで、月の後半には期待が持てるよう
です。誰もが予想しないような思い切った
決断を下すと、物事は良い方向へと進み始
めそうです。なにかしら、新しいことをス
タートさせるのも良いでしょう。

♥ 幸運日：8　20　26
× 危険日：2　15　21

【【全体運】運気は良い状態ですが、邪魔者
が出現して苦労をすることもありそうです。
恋愛のライバル、仕事のライバルなど、あ
なたと衝突する人物の登場に気を付けてお
きましょう。周りの信頼を壊すようなこと
はしない方が賢明です。

【恋愛運】恋愛運は良いとも悪いとも言えな
いレベルのようです。良い出会いもありま
すが、あなたが傷付くような相手との出会
いもありそう。生涯を共にするような相手
との出会いは見込み薄ですが、期待は持っ
ても良いかもしれません。

【金　運】金運はちょっとした計算ミスや読
み間違いがありそう。それをすぐに修正す
ればさらに悪くなることを防げますが、放
置してしまうとさらに良くないことの連鎖
に巻き込まれてしまうので注意です。

♥ 幸運日：2　14　28
× 危険日：8　19　27

【全体運】慣れに注意です。すでに毎日のルー
ティーンになっている事柄に対して、油断
や慢心が生じやすい気持ちになってしまっ
ているようです。過度な自信やおごりが、
足元をすくってしまう結果を招くかもしれ
ません。またそれは、対人関係においても
あり得ることです。

【恋愛運】恋愛運は良い状態を継続している
ようで、パートナーとの仲の発展も片思い
の成就も大きな可能性があります。好きな
気持ちを抑えることなく、相手に伝えてみ
ることが大切になりそうです。ただし、勘
違いにも注意しておきましょう。

【金　運】金運は良い状態を保てそうで、特
にお金で苦労するようなこともなさそうで
す。それどころか、他人をサポートしてあ
げるレベルを保てることでしょう。

♥ 幸運日：9　18　26
× 危険日：4　15　29

【全体運】引き続き良い運気をしており、嬉
しい出来事に見舞われそうな気配です。こ
れまで続けてきたことに良い結果がもたら
されたり、不可能に思えた事柄に光明が見
出せたり、状況が好転することもさらに良
くなることも期待できます。

【恋愛運】復縁を願う人と略奪愛を考えてい
る人には吉、それ以外の場合はあまり良い
恋愛運とは言えなさそうです。片思いが叶
う可能性も低く、そもそも出会いに期待が
持てない状況かもしれません。

【金　運】金運はしばし停滞。期待通りの結
果は上げられず、やや焦りを感じる出来事
もありそうです。自分の決断、経験を信じて、
あいまいにではなくハッキリと意思を示す
ことにしましょう。第三者に成果をさらわ
れることもあるので、最後まで油断は禁物。

♥ 幸運日：3　17　27
× 危険日：7　19　24

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

JapanFest 2021

Gas South Convention Center 
6400 Sugarloaf Parkway Duluth, GA 30097
www.japanfest.org

 ■ 9 月 18 日（土） 10am - 6pm
 ■ 9 月 19 日（日）  10am - 5pm

　アトランタの秋の訪れとともにすっかり恒例となりまし
た JapanFest。35 年目を迎えたこのイベントは、今では
20,000 名を超える入場者を迎える行事となり、日米の文化
交流においてアメリカ南東部では重要な役割を果たすイベ
ントとなりました。
　今年の JapanFest は「35th Anniversary - 七転び八起き」
をテーマに、伝統、音楽、ファッション、テクノロジー、
アニメの 5 つのカテゴリーから、様々な文化をご紹介。皆
様のご来場お待ちしております。

AYC CLUB
Brook Run Park (Dunwoody)
770 N Peachtree Rd, Dunwoody, GA 30338
☎ 434-228-6815　アトランタ矢島カイロプラクティック

 ■ 9 月 25 日（土）
 ■ 10 月 16 日（土）

午前 10 時～ 11 時半 ※雨天の場合は中止
 ◆ 無料 ※お申し込み不要

持ち物：飲み物、運動のできる格好
集合場所：Park 内駐車場 

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 ～

DRAGON CON
Downtown Atlanta
265 Peachtree Center Ave NE, Atlanta, GA 30303
https://www.dragoncon.org/

 ■ 9 月 2 日  - 6 日
 ◆ $20~

MUSIC MIDTOWN
Greystone at Piedmont Park
400 Park Drive, Atlanta, GA 30306
https://www.musicmidtown.com/

 ■ 9 月 18 日  - 19 日
 ◆ $135~

Spor ts

PGA TOUR
PGA プロゴルフのツアー
2021-2022 シーズンです。

 ■ 9 月 16 日 -19 日 
 Fortinet Championship 
 Silverado Resort and Spa North,  Napa,  CA 

 ■ 9 月 24 日 -26 日 
 Ryder Cup 
 Whistling Straits,  Sheboygan,  WI 

 ■ 9 月 2 日 -5 日 
 TOUR Championship 
 East Lake Golf Club,  Atlanta,  GA

 ■ 9 月 30 日 -10 月 3 日 
 Sanderson Farms Championship 
 Country Club of Jackson,  Jackson,  MS

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。

 ■ 9 月 07 日から　ナショナルズ 3 連戦
 ■ 9 月 10 日から　マリーンズ 3 連戦
 ■ 9 月 14 日から　ロッキーズ 3 連戦
 ■ 9 月 24 日から　パドレス 1 連戦
 ■ 9 月 28 日から　フィリーズ 3 連戦
 ■ 10 月 1 日から　メッツ 3 連戦

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

 ■ 9 月 12 日　対　フィラデルフィア 1pm 　MBZ
 ■ 9 月 19 日　対　タンパベイ 4:05pm
 ■ 9 月 26 日　対　ニューヨーク 1pm 　
 ■ 10 月 03 日　対　グリーンベイ 1pm　MBZ
 ■ 10 月 10 日　対　ニューヨーク 9:30am 　

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 DAN +SHAY

2021 年
 ■ 2 月 5 日  Billir Eilish
 ■ 3 月 21-22 日 Justin Biber
 ■ 3 月 27 日 Bad Bunny
 ■ 4 月 1 日  The Weekend

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

 ■ 9 月 18 日 Blake Shelton
 ■ 9 月 23 日 Eric Clapton

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

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

十五夜

十五夜 　旧暦の 8 月 15 日を「十五夜」「中秋の名月」といいます。「中秋の名月」とは「秋

の真ん中に出る満月」の意味で、旧暦では 1 月〜 3 月を春、4 月〜 6 月を夏、7 月

〜 9 月を秋、10 月〜 12 月を冬としていたことから、8 月は秋のちょうど真中であり、

8 月 15 日の夜に出る満月ということで、そう呼ばれるようになりました。現在用

いられている新暦では 1 ヵ月程度のズレが生じるため、9 月 7 日から 10 月 8 日の

間に訪れる満月の日を十五夜・中秋の名月と呼んでいます。

　十五夜という風習は中国では唐の時代から行われており、そこから日本につた

わってきたもので、平安時代には美しい月を愛でるという文化として広まってきま

した。今年、2021 年の十五夜は 9 月 21 日火曜日です。
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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

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/

　十五夜の夜にはススキがかざられますが、このススキは神様

をお招きする「依り代（依り代）」として供えられています。

　依り代とは神様が寄り付く対象のことで、本来は稲穂が主流

なのですがこの時期に稲穂がそろわなかった為、形の似ている

ススキが使われるようになったと言われています。

　またススキの鋭い切り口からススキには魔除けの効果がある

と信じられていいた為、お月見の後、お供えしていたススキを

軒先につるすことによって一年間無病息災で過ごせるようにと

いう言い伝えもあります。

　お供え物といえば真っ先に浮かぶのが「お月見団子」だと思

います。元々は収穫された里芋などの忌類や豆類がお供えされ

ていたようですが、江戸時代の後期になると五穀豊穣の感謝を

込める意味で、収穫したお米で作ったお団子もお供えされるよ

うになったのだそうです。そして保存面や形が月を表している

などの理由からお団子が定着していったようです。

　丸い形は縁起が良く、お団子を食べることによって健康や幸

せになれるとも考えられていました。また、食べることによっ

て神様との結びつきが強くなるとも考えられていました。
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　いや〜びっくりしました。オリンピックの空手競技。私も空
手の稽古を 40 年以上やっているので普通の人よりは空手の知
識は長けていると自負しているのだが、今回のオリンピックの
空手競技に関しては全く理解不能だった。
　男子の「形競技」では日本人が金メダルを取ってめでたい事
なのだが、彼のどこが他の選手より良くて、何故世界一なのか
さっぱりわからない。

　彼の所属する日本空手協会と私たちのフルコンタクト空手の
共通点は「空手」というジャンルに属しているというだけで全
くの別物である。だからオリンピックが終わってから何人かに

「オリンピックでやってた空手、あんまりわからなかったけど
どうなの？」などときかれても「あれも空手の一部ですから…」
と答えるしかなかった。
　オリンピックのジャッジがどうやって型を採点するのかわか
らないが、もしもウチの大会に彼のような選手が型でエント
リーしてきた場合に、私がどう評価するか？を考えてみた。

　試合場に入るときの態度は素晴らしい。背筋をピシッと伸ば
してしっかり前を向いて足を進めていた。でも、あの手の振り
方は緊張しすぎた選手は手足がそろってしまうのではないかと
余計な心配をしてしまった。ははは。
　どこの流派でも型の試合では型を始める前に自分が行う型の
名前をジャッジに告げるが、オリンピックではほとんどの選手
が型の名前を必要以上に大きな声で叫んでいるので全く聞き取
れなかった。最初から何を行うかは決まっているのだろうから
でジャッジには関係ないかもしれないが、私がジャッジなら「も
う一度言ってください」とリクエストするところである。

　型の内容では技のキレ、パワー、立ち方のバランスはさすが
世界レベル。あのスピードで技を決めた後も少しもぐらつく事
がないのはさすがです。ただ手足の動きは速いのだが動きが小
さいというのが気になった。
　大山空手では突きは必ず引き手を使い肩を回転させるように
大きく動くのだが、オリンピックでそのような突きをしている
人は皆無だった。我々の採点だと突きがどんなに速くても「手
だけの突き」という評価になってしまい減点対象である。

　気合いもすごかった。もちろん気合が全くないよりはある方
がよいのだが、オリンピックでは気合というより雄叫びだった。
私たちの言う気合は「技を出すと同時に腹から出す声」なので
短く力強くが基本である。
　選手たちがしていたような「余韻を残すような長い雄叫び」
は私たちの気合いとコンセプトが違うので、声を出さない選手
よりはマシという程度の評価にしかならない。

　そして表情。一部のネットニュースでは「顔芸」と揶揄され
ているが、言われても仕方ないかなと…。武道や格闘技と一切
縁がない人たちからするとあの表情で「気迫が伝わってくる」

「あれこそ武道」という事になるそうなのだが、昔のカンフー
映画のようなあの顔を見せられてもちょっと…いう気になっ
た。ごめんなさい。
　実際の試合では自分の感情を外に出すと相手に気持ちを読ま
れしてまうので、表情に出すことはない。殺気を漂わせること
はある。それこそ殺気が目に宿るというやつである。
　ただオリンピックでは目チカラだけではなく、眉毛、眉間に
までしわを寄せておまけに口もへの字に曲げて見せる大サービ
ス。ま、あそこまでやらないとジャッジへのアピールにならな
いのなら仕方ないが戦いからはかけ離れている気がする。

　もう一つ気になったのは型が終わった後、汗だくになって呼
吸が荒くなり肩で息をするようにしていたこと。それだけ全力
で型を演じきったということなの
だろうが、ちょっと待て。私が数
年前に中村獅童の連獅子の毛振り
見たとき、赤い毛をグルングルン
回しながら数分間舞台を走り回っ
た後でも汗もかかず呼吸の乱れも
一切無いどころか、踊りの後も微
動だにしない立ち姿を見たとき、
こいつは化け物だと感動した。

　本日の結論。もしかすると型競
技なら歌舞伎役者でもそこそこ世
界を狙えると思う。

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

オリンピックの空手競技

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

Joinet International
営業 / 引越業務の正社員及びパート社員募
集。ビササポート有り。678-697-9907
joinet-intl@mindspring.com 荒木まで

YOKO’s ヒーリングツリー
マッサージ師、アイラッシュエクステン
ション・テクニシャン募集。交通費補助 (40
マイル以上、又は通勤時間 1 時間の場合 )
詳細は陽子まで。717-300-0541

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

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

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

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

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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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 2021 年 10 月号は
10 月 5 日ごろ配布予定

編集後記

　気が付くと日の暮れが早まり、朝晩の空気が涼しく感じ
る今日この頃です。夏らしいことは何もできませんでした
ので、せめて秋は楽しもうと思い、いろいろ計画を立てて
います。

　今年はジャパンフェストも会場で開催される運びとな
り、とても嬉しく思います。浴衣を着てお友達とはしゃい
でいる子供たちの笑顔をみると、日本での様々な思い出が
よみがえってきます。こんな盛大なお祭りは他ではないと
思いますので、ジャパンフェストを通して、日本の文化を
沢山の方に知っていただけると幸いです。

　コロナのデルタ株など色々な感染リスクがありますが、
もうコロナが全くなくなる日が来るとは、思えなくなって
きています。感染したくなければ、マスクは勿論のことで
すが、手洗いにうがい、消毒はやり続けるしかない。イン
フルエンザもいろんな形があるので、コロナもそれと同じ
で今年は〇〇株とかになりそうだなと考える今日この頃で
す。

　家にこもっているばかりというわけにもいかないので、
コロナに気をつけながら、また 1 ヶ月お健やかにお過ごし
下さい。次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思いま
す。

アニスアトランタ　M.M.
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