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
Monthly Japanese Community Magazine

www.anisatlanta.com

12

2021

No. 24
月 1 回発行

Merry
Christmas

ANIS ATLANTA, ANIS USA, LLC.
MIYUKI（全般 / お問い合わせ）

4514 Chamblee Dunwoody Rd., #249, Atlanta, GA 30338

Tel: 404-510-8534

E-mail: infojp@anisatlanta.com

02

ANIS ATLANTA - December 2021

ANIS

ATLANTA

Monthly Japanese community Magazine

05

12月のカレンダー

09

ニュースダイジェスト

07
13
14
16
18
21

C

O

N

T

E

N

T

S

December 2021 NO. 24

23
25
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34

webサイトも随時更新中

www.anisatlanta.com

36
37
38

偉人の名言

FOOD & HEALTH

「クリスマス」の過ごし方や習慣をご紹介
アロマテラピー◎タウンゼント瞳
Hello! Atlanta◎鎌田桃佳

パパッとつくっておいしくたべよ

バイリンガル求職者の就職・転職事情◎PASONA
雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士
我楽多横丁こぼれ話◎野呂利
聖書の言葉◎ますみ

歩

子育て知恵袋 in Atlanta◎長谷川ゆかり
髪&ヘアケア◎サロンリーガ

健康とカイロプラクティック◎矢島敬朗

教えて歯医者さん◎カンバーランドファミリーデンタル
メディカルコラム◎倉岡クリニック
「歯」の話◎植月歯科医院
今月の12星座占い

ATLANTAお出かけガイド
格闘家の戯言◎高橋督
クラシファイド広告
編集後記
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12 月のカレンダー

12

DECEMBER

12 月のカレンダー
12 月 23 日
12 月 24 日
12 月 25 日
12 月 31 日
12 月 22 日

天皇誕生日 (Emperor's Birthday)
クリスマス・イヴ
クリスマス
大晦日，大晦
冬至（とうじ）

冬至は二十四節気のひとつ。北半球では太陽の南中高度が最
も低く、昼間が最も短い。
この日にかぼちゃや小豆粥を食べると寒い冬を健康に過ごせ
ると言われています。地域によってはお風呂に柚子を入れて温
まります。

は 24 日の日没から 25 日の日没までとなるので、その間の夜
である 24 日の夜のことをクリスマス・イヴと呼ぶ。
12 月 25 日

クリスマス

イエス・キリストの降誕を記念する日。
イエスがこの日に生まれたという確証はなく、各宗派がそれ
ぞれに日付を定めてイエスの生誕を祝っていたが、4 世紀前半
教皇ユリウス 1 世が「イエスの生誕の日は 12 月 25 日」と定
めた。
冬至の時期であるこの日前後には異教の祭が重なっており、
キリスト教側が布教拡大を狙ってこの日をイエス生誕の日とし
たものと見られている。
日本では 1874 年に最初のクリスマスパーティーが開かれ、
現在では宗教を越えた年末の国民行事となっている。
12 月 31 日

大晦日，大晦

1 年の終りの日。月末のことを晦日・晦と言い、年末の最後
の晦日なので大晦日・大晦という。「みそか」は三十日の意、
「つ
ごもり」は月篭りが転じたもので、旧暦では毎月 1 日が新月で
あり、その前日を「つごもり」と呼んだ。
12 月 31 日

除夜

除夜（じょや）とは、一年の最後の日「大晦日（おおみそか）
」
の夜のこと。かつては一年の神「年神（歳神）」を迎えるため
に朝まで眠らずに過ごす習慣があった。
除夜には各家庭で「年越しそば」が食べられ、深夜 0 時を挟
む時間帯に寺院では「除夜の鐘」が撞かれる。除夜の鐘は多く
の寺で 108 回撞かれる。

12 月 24 日

クリスマス・イヴ

クリスマス ( キリスト降誕祭 ) の前夜。
eve は夜を意味する古語 even から来たもので「クリスマス
の夜」の意味になる。
キリスト教会暦では日没が 1 日の始まりであり、クリスマス

除夜の鐘が 108 回の由来
眼（げん）・耳（に）・鼻（び）・舌（ぜつ）・身（しん）
・意
（い）の六根のそれぞれに好（こう：気持ちが好い）
・悪（あ
く：気持ちが悪い）
・平（へい：どうでもよい）があって 18 類、
この 18 類それぞれに浄（じょう）・染（せん：きたない）が
あって 36 類、この 36 類を前世・今世・来世の三世に配当し
て 108 となり、これは人間の煩悩の数を表すとされている。
また、月の数 12、二十四節気の数 24、七十二候の数 72 を
足した数が 108 となり、一年間を表しているとの説もある。
除夜の鐘は、これら 108 の煩悩を一つ一つ消し去るといわれ
ている。
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偉人の名言

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

ウォーレン・エドワード・バフェット
ネブラスカ州オマハ
1930 年 8 月 30 日 アメリカ合衆国の著名な投資家、経営者。

ウォーレン・バフェットは 1930 年にアメリカのネブラスカ
州オマハで生まれます。父親が証券会社を経営していことも
あってかバフェットはビジネスや投資に早熟でした。
6 歳の時に祖父から 6 本 25 セントで買ったコーラを 5 セン
トで売ったり、新聞配達やゴルフ場のボール拾いなどでお金を
得ることを幼少期から経験します。また 11 歳の時に初めて株
を購入しました。初めての投資は元値より少し高くなったとこ
ろで売ってしまいます。しかしその後その株価は 5 倍以上に
なったことから、バフェットは長期的な視点の大切さを学びま
す。
高校生の時にも独自のビジネスや新聞配達も継続的に取り組
んでいました。大学卒業後はバフェットが尊敬し「賢明なる投
資家」という本の著者で有名なベンジャミン・グレアムが教え
ていたコロンビア大学のビジネススクールに入学します。
ビジネススクールを卒業後、バフェットはグレアムのもとで
働くことを望みますが決局それは叶わず、故郷のオマハに戻り
父の証券会社で働き始めます。しかし 1954 年に一度断られた
グレアムから誘いを受け、資産運用会社グレアム・ニューマン
に入社します。しかし 2 年後にグレアムが引退を機に会社は解
散。バフェットは再び故郷に戻ることとなります。
故郷に戻った後、1956 年に家族や友人から資金をつのりバ
フェット・アソシエイツ株式会社を設立します。その後は投資
のパートナーシップを増やし自身の資産を含めて運用していき
ます。そして 1962 年にはパートナーシップの資産が 720 万
ドルを突破しました。この頃に繊維業のバークシャー・ハサウェ
イの半分近くの株を買い、その後、筆頭株主となります。そし
て 1965 年には同会社の取締役会長に就任します。その 4 年後
にはパートナーシップを解散しバークシャーの経営に専念。現
在も代表を務めています。

未来は予想できない。
多くの人はお金がどこに居たのかを議論するが、
私はお金がどこに行くかの方に興味がある。
誰がカモか分からなければ、そのゲームでは、自分がカモ。
会社のために働いて損害を出すのは理解できます。
しかし、会社の評判をすこしでも損ねたら容赦しません。
二番手になって真似をするという人生を送るのは簡単だが、
一番手が間違ったら台無しになる。
たくさんの間違いをしない限り、
人生ではほんの少しのことを正しくやればよい。
私の人生にはたくさんのアイデアが生まれる時期とアイデアに
尽きる時期がある。もし良いアイデアがあれば何かをするし、
もしなければ一切何もしない。
農地やマンションを家族で共同で所有するように無期限で付き
合って行こうと考える企業を部分的に所有する。
偽ダイヤを持つよりも世界最大のブルーダイヤであるホープダ
イヤモンドの一部を所有する方がはるかに理想的である。
どうせ苦労するなら楽しむ方が得
熱意こそ抜きん出る代価
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ニュースダイジェスト

ニュースダイジェスト

大谷翔平が満票でア・リーグ MVP に選出
野球のセンセーショナルな二刀流スター、
大谷翔平選手（27）
が 11 月 18 日、アメリカン・リーグの最優秀選手（MVP）に
満場一致で選出された。

大谷はロサンゼルス・エンジェルスで投打に活躍する歴史的
なシーズンを送り、その偉業は殿堂入りしたベーブ・ルースと
比較された。日本生まれの選手で MVP を獲得したのは、鈴木
一朗以来２人目。鈴木はシアトル・マリナーズ時代の 2001 年
にア・リーグ MVP に選ばれた。
大谷は先発投手として 23 試合に登板し 9 勝 2 敗、156 奪三
振の成績だった。打者としては 155 試合に出場し、46 本塁打、
100 打点を挙げた。本塁打数はカンザスシティ・ロイヤルズの
サルバドール・ペレス、トロント・ブルージェイズのブラディ
ミール・ゲレロの 48 本に次ぐ本数。盗塁も 26 個決めた。
1 シーズンで 45 本塁打、25 盗塁、５三塁打を達成したのは
ア・リーグ、ナ・リーグを通じて初。
大谷はア・リーグＭＶＰの獲得で同僚のマイク・トラウトの
仲間となった。トラウトは今シーズン、けがが原因で大半の試
合を欠場したが、2014、2016、2019 年にＭＶＰを獲得して
いる。トラウトは「チームメートとして君が達成したことを目
撃できたのは特別なことだった。君は自分のシーズンを組み立
てた」と大谷の偉業をたたえた。
日本の岸田文雄首相は 11 月 19 日、
「大変な偉業であり、国
民として大変誇らしく思う」
と語った。大谷は大リーグ専門チャ
ンネルの MLB ネットワークのインタビューで、チームメート
やエンジェルスのファン、監督に感謝を伝えた。また 2018 年
にひじのトミー・ジョン手術を行った医師にも謝意を示した。

女性に初めて米大統領権限
バイデン米大統領は 11 月 19 日、定期的な結腸内視鏡検査
を受け、麻酔の影響下にあった 1 時間 25 分間、一時的に大統
領権限をハリス副大統領に委譲した。
米国初の女性で黒人、南アジア系の副大統領であるハリス氏
は、一時的に大統領代行を務めることで、またしても壁を破っ
た形となった。サキ大統領報道官によると、バイデン氏の麻酔
が効いている間、ハリス氏はホワイトハウス西棟にある自身の
執務室から職務をこなしたという。

バイデン氏は 20 日で 79 歳になる。大統領就任後初の年次
健康診断を受けるため、19 日午前にウォルター・リード医療
センターに到着した。大統領が麻酔の必要な医療処置を受ける
間、副大統領が大統領権限を担うのは通常の対応となる。ジョー
ジ・W・ブッシュ大統領（当時）が定期的な結腸内視鏡検査を
受けた時にも、当時のチェイニー副大統領に何度か権限が委譲
された。
バイデン氏は大統領権限を正式に委譲するため、麻酔を受け
る前の午前１０時１０分、ペロシ下院議長とリーヒ上院仮議長
に書簡を送付した。書簡では「きょう、私は鎮静作用を必要と
する通常の医療処置を受ける。現在の状況に鑑み、処置と回復
に要する短時間の間、米大統領職の権限と義務を一時的に副大
統領に委譲することに決めた」としている。
合衆国憲法修正 25 条第 3 節によると、大統領は下院議長と
上院仮議長に書簡を送り、「職務上の権利と義務を遂行できな
い」旨を宣言することができる。「大統領が両者にそれと反対
の内容の文書を送付するまで、副大統領が大統領代行として大
統領職の権限と義務を遂行する」とされる。
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保安検査場で「偶発的」発砲、空港が一時騒然
米ジョージア州のアトランタ国際空港で 11 月 20 日午後、
機内に銃を持ち込もうとした乗客が保安検査場で「偶発的」に
発砲する騒ぎがあった。
運輸保安庁（TSA）の発表によると、現場で３人が負傷した
が命に別条はない。けがの原因は不明。アトランタ警察はこれ
に先立ち、負傷者の報告はないと述べていた。
TSA によると、保安ゲートのＸ線検査で持ち込み禁止品が見
つかり、係員がかばんの中を調べた。持ち主の乗客は触れない
よう指示されたにもかかわらず、かばんに手を突っ込んで銃を
つかみ、この時点で弾丸が発射された。この乗客は現場から逃
げ去り、空港の出口から外へ飛び出したという。
空港の報道担当者は偶発的な発砲だったとしたうえで、大き
な銃声で空港内が混乱状態に陥ったと話した。同担当者によれ
ば、空港当局と警察は乗客の身元を把握している。
空港では一時、全ての出発便を停止するよう指示が出たが、
まもなく安全が確認され、通常の業務が再開した。アトランタ
警察が連邦捜査局（FBI）
、アルコール・たばこ・火器爆発物取
締局（ATF）の協力を得て捜査を進めている。
11 月 25 日の米感謝祭を控えて、米各地の空港は今週末、多
くの旅行客でにぎわっている。TSA によると、11 月 19 日に保
安検査を受けた乗客は全米で計 220 万人を超え、1 日の人数と
してはパンデミックが始まってから最多を記録した。TSA は最
近、空港に銃が持ち込まれるケースが増えていると指摘してい
た。

アップルの iPhone 自分で修理が可能に
米アップルは 11 月 17 日、スマートフォン「iPhone」など
同社製品の交換用部品をユーザーが購入して自分で修理できる
新プログラム「セルフサービスリペア」を、来年初めからまず
米国で開始すると発表した。アップルなどのメーカーに対して
は、世界中の規制当局や消費者から、修理に関する制限緩和を
求める圧力が強まっていた。
アップルの新プログラムでは、ユーザーが同社の公式サイト
に掲載された修理マニュアルに従って、壊れた端末を自分で修
理できるようにする。
販売はまず、ディスプレー、バッテリー、カメラモジュール
など、交換が必要になりがちな部品からスタートする。当初は
200 種類以上の部品とツールを販売し、同年中に数を増やして
いく計画。まずは「iPhone12」
「iPhone13」のみを対象とし、

続いてアップル独自の半導体「M1」を搭載した Mac にも対象
を広げる。

部品の値段は同プログラムが正式にスタートした時点で公表
する。アップルは、非直営の修理業者向けに現在販売している
のと同じ値段で個人にも販売すると説明している。セルフサー
ビスリペアはまず米国のみで展開する予定だが、2022 年まで
に米国以外の国にも拡大する方針。
アップルなどのメーカーに対しては、ユーザーや非直営業者
による「修理の権利」を求める声が強まっていた。米連邦取引
委員会（FTC）は今年７月、メーカー各社の修理制限を非難す
る決議を全会一致で採択。リナ・カーンＦＴＣ委員長は、不当
な修理制限を「根絶する」と宣言した。
英国や欧州でも、メーカーに対して修理用部品の提供を義務
付ける法案の可決や審議が行われている。

ランサムウェア集団摘発へ 11 億円の賞金
今年５月に起きた米大手コロニアル・パイプラインに対する
サイバー攻撃に関連して、米国務省は４日、ロシア語圏のラン
サムウェア（身代金ウイルス）集団の主犯格の特定や所在確認
につながる情報に、最大で 1000 万ドル（約１１億円）の賞金
をかけると発表した。
バイデン政権は米国企業から多額の身代金を脅し取り、重要
インフラを脅かしたサイバー犯罪集団に対する圧力を強めてい
る。国務省は 2020 年の大統領選挙前にも、外国政府の指示に
よる選挙干渉を狙った「サイバー不法行為」に関与した人物の
特定や所在確認につながる情報に、最大で 1000 万ドルを支払
うと発表していた。国務省の元高官クリストファー・ペインター
氏は、「我々は持てる限りの手段を使う必要がある。このやり
方は効果的で期待が持てる」と指摘する。

住宅 “売買∙ 賃貸∙ 投資” は信頼と実績 の

HT International Realty LLC
Hisako Paris Tsumagari
津曲久子までお問い合わせ下さい。
お客様の大切な不動産、親切丁寧に
お仕事いたします。

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

FOOD & HEALTH
「よく噛んで食べなさい」の意味
「よく噛んで食べなさい」家庭の食卓で必ず一度は聞いたこ
とあるフレーズではないでしょうか？
親に言われて、ムッとしながらくちゃくちゃ噛んだ思い出が
ある人も多いかと思います。または、忙しい中で食事を済ませ
るのに慣れ、同僚や友達に「食べるの早いんじゃない？」と言
われる人は、耳が痛くなる言葉かもしれません。
では、どうしてよく噛む必要があるのか？ その理由うまく
答えられる人はどれだけいるでしょうか。
「消化を助けるため」
「よく味わうため」などという答えが聞こえてきそうですが、
実はよく噛んで得られる効果は複数あり、咀嚼は生活習慣病予
防に欠かせない行為だと言われています。
日本咀嚼学会が、よく噛むことの効用を咀嚼回数の多かった
弥生時代の卑弥呼にかけて表したキャッチフレーズに、「ひみ
この歯がいーぜ」というものがあります。それぞれのワードの
意味は次の通りです。
ひ：肥満予防
よく噛んでゆっくり食べると、緩やかに血糖値が上がり、脳の
満腹中枢が刺激されます。よく噛まないですぐ飲み込んで食べ
ると、食事が早くなり、満腹感を得る前に食べ過ぎてしまい、
結果太ります。よく噛むことは、ダイエットの基本とも言えま
す。
み：味覚の発達
食べ物の味は唾液の中に溶け、それを味蕾 ( みらい ) という舌
の細胞が感知すること（味覚神経）で脳へ伝わります。よく噛
むことで唾液が多く分泌され、食材の本来の味に出会えます。
こ：言葉の発音はっきり
よく噛むことで、顎が発達し、歯が正しくはえそろって、噛み
合わせがよくなります。また口の周りの筋肉を使うため、表情
もとても豊かになります。噛み合わせが良くなると正しい口の
開き方ができるようになるので、発音もきれいになると言われ
ています。
の：脳の発達
よく噛むことで脳への血流が増し、脳の動きが活性化され、記
憶力や集中力アップに繋がります。子供の知育を助け、高齢者
の認知症の予防にも役立ちます。

は：歯の病気予防
唾液には免疫力、殺菌力があります。歯周病菌やむし歯菌の繁
殖を抑える作用や、酸の中和・再石灰化など歯の病気予防に重
要な作用があります。
が：ガンの予防
唾液に含まれる酵素には、発がん物質の発がん作用を消す働き
があるといわれています。
い：胃腸快調
よく噛むことで、食べ物が唾液と混ざり合い飲み込みやすくな
り、胃や腸で消化されやすくなります。唾液に含まれる消化酵
素アミラーゼの働きにより、体内での消化や吸収をよくし、胃
腸の働きを活発にします。
ぜ：全身の体力向上
噛むという行為は、運動能力や身体の様々な機能の発達にも影
響するといわれています。また歯並びが良いと噛み合わせがよ
くなり、しっかり食いしばれるので「ここ一番」で力を発揮し
やすくなります。
人間の「味わうという行為」を奪う？
「ひみこの歯がいーぜ」を知ると、咀嚼の重要性を再認識で
きますが、現代の食事は随分柔らかく、噛み応えが少なく、味
の濃いものが多くなっているのが現実です。実際、レストラン
など飲食の現場でも、やはり柔らかいお肉が好まれますし、一
口で食べられるものや、泡やムースなどが流行っています。
よく噛むようにするというのは、単に噛みごたえのある食べ
物を取り入れようとか、硬いものを食べようということではな
く、「食材に味をつける」のではなく「素材の味を引き出す」
調理をし、それを時間をかけて嗜む習慣を身につけようという
提案でもあると思います。
味付けの濃い加工食品やファストフードなどへの食習慣の変
化は、添加物や栄養素など偏りなどの問題だけではなく、ゆっ
くり味わうという行為さえも奪いかねません。
これからさらに少子高齢化が進んでいく日本において、高齢
者の食事が、味わいも噛みごたえのない介護食になっていくと
いうことがどれだけ危険か。そして、子供たちの食事がインス
タントやレトルトなど、調理済み食品ばかりになっていくこと
にどんなリスクがあるのか。
社会で暮らすうえで「身嗜み」はもちろん大切ですが、心身
の健康のためには「味嗜み」も非常に大切です。
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「クリスマス」の過ごし方や習慣をご紹介

「クリスマス」の過ごし方や
習慣をご紹介
そもそもクリスマスって何？

クリスマス期間中をアメリカで過

アメリカのクリスマス

アメリカはご存知の通り移民の国であ
り、様々な宗教や文化が存在するため失
礼な言動を取らない為にも、アメリカ移
住後は「どんな意味合いの込められた催
し物なのか」ということを事前に調べる
ことが増えました。
アメリカに住むのであれば、やはりア
メリカの文化や習慣について知ることっ
て大切だなと個人的には思います。
クリスマスはイエス・キリストの誕生
を祝う祭りです。クリスマス・イブが 12
月 24 日、クリスマスは 12 月 25 日です。
クリスマスはイエス・キリストの誕生を
祝う祭りですが、キリスト教で最も大切
な祭りは「復活祭」です。
クリスマス・イブの夜に豪華なクリス
マスディナーを食べて、クリスマスの朝
プレゼントを開けるというのが一般的な
クリスマスの過ごし方です。

ごすなら注意したいこと

日本では、クリスマスといえば「恋人
と一緒に過ごす日」という印象が強いで
すよね。街には、マライヤキャリーの「恋
人たちのクリスマス」、ユーミンの「恋人
はサンタクロース」の曲がながれ、今年
のクリスマスは誰と過ごそうかと計画し
ます。
しかし、アメリカは 100% クリスマ
スは家族・親戚と一緒に過ごします。ク
リスマスの日に友達のクリスマスパー
ティーに参加する、彼・彼女と二人で過
ごすなんて言ったら家族全員から非難
轟々になることは間違いありません。
それだけアメリカではクリスマス =
ファミリーイベントという意識が強く、
思入れの強い祝日の一つです。家族のイ
ベントに彼・彼女を連れて行くのはもち
ろん OK ！です。( 家庭によってルールが
若干異なる可能性もあります )
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日本では宗教に関係なくクリスマスと
いうイベントを楽しむ人が多いですが、
宗教上アメリカではクリスマスを祝わな
い人たちもいます。その事をぜひ頭の片
隅に置いておいてくださいね。
クリスマス近くなると挨拶代わりに道
ですれ違う人に「Merry Christmas ！ ( メ
リークリスマス )」と声を掛け合うことが
あるのですが、相手がクリスマスを祝わ
ない宗教を信仰している人かどうか分か
らないため「Merry Christmas ！」の代
わりに「Happy Holidays ！ ( ハッピーホ
リデーズ )」を挨拶に使うことが無難です。

アメリカ人のクリスマスの過ごし方
クリスマスまで

プレゼントが気に入らなかったら

11 月の感謝祭が終わると、街のあちこ
ちがライトアップされてツリーが飾られ、
クリスマスの音楽祭やサンタクロースと
の写真撮影などのイベントが開催されま
す。バレエの『くるみ割り人形』の上演も
恒例となっています。
日本では、数メートルの高さの、本物
の「もみの木」を購入するのは難しいで
すが、アメリカではこの時期になると、
ハロウィンのかぼちゃ販売の特設エリア
のように、
「もみの木」販売所が登場しま
す。１回で捨ててしまうのがもったいな
いという人は、Artificial Christmas Tree
もあります。
この時期は、お店にクリスマスオーナ
メントがたくさん並びます。$3 ほどで、
精巧なキャラクターものがあったり、日
本では見かけない飾りがあって、ついつ
い買いたくなります。
クリスマスカード（ホリデー・カード）
を送るのもこの時期です。もらったカー
ドは家の中に飾ります。

超合理的で返品大国のアメリカでは、
実はもらったギフトでも「気に入らなけ
れば返品交換 OK」なんです。たとえば、
クリスマスプレゼントで洋服のサイズが、
合わないなんてことありますよね。そん
なときのために、購入時には「ギフトレ
シート」をつけてもらようにしましょう！
値段は印刷されませんが、返品やサイズ
交換ができるギフト専用レシートをお店
が発行してくれます。
クリスマスプレゼントで誰かに贈り物
するさいは、このギフトレシートも一緒
に渡すと親切ですよ。

山積みのクリスマスプレゼント
日本の子供がいる家庭では、
「サンタさ
んが 24 日の夜にやってきて、寝ている
間に枕元にプレゼントを置いてくれた。
そして 25 日の朝に目覚めてプレゼント
を開ける」という家庭がおおいですよね。
このサンタさんのプレゼントをあける
時間帯は、国によって若干ちがっていて、
ラテンアメリカでは 24 日の深夜の日付
をまたぐ時だったり、フランスやドイツ
は 24 日の夕方にプレゼントをあけたり
…さまざまな人種がいるアメリカでは、
家庭によってバラバラですが、25 日の朝
にみんなでクリスマスプレゼントを開け
るというお家が多いようです。
プレゼントは、準備ができたら、クリ
スマスツリーの足元につみあげていきま
す。お子さんのいる家庭では、サンタさ
んからとしてプレゼントを置くことにな
りますが、大人になった場合は、家族間
でクリスマスプレゼントを贈り合います。
そのため、プレゼントは”ひとりひとつ”
ではなく、たくさんもらえます。
プレゼントは、中身が見えないよう、
厳重にラッピングし、中身は当日までの
お楽しみ！ツリーの足元に、山盛りになっ
ていくギフトたちにワクワクでした！

プレゼントは豪快に開ける
アメリカでは、クリスマスのラッピン
ググッズがたくさん売られています。カ
ラフルなラッピングペーパーだけではな
く、ギフトタグや、ビッグリボン・ペーパー
類などもたくさんあるので、ラッピング
にもこだわります。
そしてクリスマス当日は、お金をかけ
て綺麗にラッピングした包装紙を、豪快
にビリビリっと破ってあけるのがアメリ
カ式！！！

クリスマスに靴下を飾ろう
「クリスマスに靴下を飾る由来」は、諸
説あるそうですが、司教ニコラウスがも
とになっているようです。
ある夜に聖ニコラオスは、一家の屋根
へ金貨を投げ入、その金貨が暖炉のそば
にかけていた靴下の中に入り、おかげで
家族は、娘を身売りに出さずに済んだと
いわれています。このエピソードから、
サンタクロースのプレゼントを受け取る
ために、
「クリスマスイブの夜に靴下を置
く」という背景になったといわれていま
す。

アグリー・セーターを着よう
アメリカでは、クリスマスをお祝いす
る時にアグリーセーターを着る習慣があ
ります。
英語で Ugly（アグリー）とは、醜い・
見苦しいという意味があり、サンタクロー
スやツリー、トナカイなどが描かれた、
俗にいうイケてない・ダサいセーターの
事を指します。

クリスマスキャロル
クリスマスキャロルとは、イエス・キ
リストに関する逸話が歌詞になっている
讃美歌や宗教的な民謡のことを指します。
アメリカでは、クリスマス・イヴの夜
に教会や各家庭で歌われることが多いで
す。
アメリカ人の友達の家では、クリスマ
スディナーの後に暖炉の前で家族が輪に
なって座り、クリスマスキャロルやクリ
スマスソングを歌いました。

クッキーとミルク
子供たちは、クリスマス・イヴの夜寝
る前にクッキーとミルクをサンタクロー
スの為に準備してベッドに入ります。
クリスマスの朝、子供たちはサンタが
自分の用意したクッキーとミルクを食べ
たのかを確認します。
この習慣は、サンタクロースが自分の
プレゼントを届けに来てくれたのかを確
認出来るようにという理由と、プレゼン
トを届けてくれたサンタに「ありがとう」
という感謝の気持ちと少しでも「お返し」
をしようという理由から始まったそうで
す。

クリスマスディナーに呼ばれたら
もしクリスマスディナーに呼ばれたら、
クリスマスカードとクリスマスプレゼン
トを持って行きましょう。特別な日にせっ
かくお呼ばれしたのに手ぶらで行くのは
マナー違反です。
家族のクリスマスディナーであれば、
事前にギフト交換なしとか何もいらない
と言われる可能性もありますが、特に決
めごとがない限りはカードとプレゼント
のセットはマストで持って行くアイテム
です。
ANIS ATLANTA - December 2021

15

アロマテラピー◎タウンゼント瞳

アロマテラピー
香りがもたらす癒しのパワー

エッセンシャルオイルとアロマテラピー
エッセンシャルオイルは日本語で「精油」と言います。植物の花、樹皮、果皮、茎、葉、根、種子など
から抽出された天然の素材です。例えば、オレンジの皮を剥いた時にオレンジの香りが辺り一面に充満し
ますよね？そして手にオレンジ色の液体が付きます。それがエッセンシャルオイル（精油）です。また植
物によっては同じ一本の木から何種類ものエッセンシャルオイルがとれるものもあります。例えばビター
オレンジの木からは３種類のエッセンシャルオイルが抽出されます。枝葉からはプチグレン、果皮からは
ビターオレンジ、花からはネロリと言った感じです。それぞれ違う香りで成分も効能も変わってきます。
それらを用いた自然療法のことを、アロマテラピー（芳香療法）といいます。香りは鼻から脳へ、呼吸
器から全身へ、そして皮膚から血液、リンパへと働きかけます。アロマセラピーは、植物の癒しの力とそ
のその香りの作用を使って、人間が生まれつき持っている「自然治癒力」を引き出す「療法」なのです。

タウンゼンド 瞳（アッセンズ郊外在住）
日本で看護師として勤務していた頃から、薬漬けの医療に疑
問を持ち始め、自然療法に興味を持つ。そしてエッセンシャ
ルオイルとの出逢いを通して自然の力に魅了され、渡米後よ
り本格的にエッセンシャルオイルについて学び始める。
現在 12 歳から 3 歳までの 5 人の子供たちをエッセンシャル
オイルを使いながら子育て中。
エッセンシャルオイルを使ったアロマクラスを随時開催。
hitomitownsend@gmail.com
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エッセンシャルオイルと私の出逢い
エッセンシャルオイルと聞くと、ラベンダーを思い浮かべる方も多いのではと思います。わたしのラベンダー
の香りとの初めての出逢いは、子供の頃にお土産でいただいた匂い袋（乾燥したラベンダーが入ったもの）で
した。皆は「とってもいい香り」と言っていましたが、わたしにとってそれは決していい香りとは思えません
でしたが、
「枕に入れると安眠できるよ」と言われ我慢して枕元に置いておいてはみたものの、鼻にツンとつく
匂いが頭痛を引き起こし、むしろその香りのせいで気分が悪くなり、眠れるどころではありませんでした。そ
れ以来可愛らしい香り袋は見るのも嫌になり、いつの間にかどこかに行ってしまいました。そして私の中で、
長い間「ラベンダーは臭い」という記憶が残りました。今考えると、そのラベンダーの匂い袋にはラベンダー
本来の香りでなく、人工的な香りもつけられていたのではないかと思います。
大人になり、日本でエッセンシャルオイルのちょっとしたブームがあった頃に自然療法に興味を持ち始めて
いたわたしは、ブームにのってエッセンシャルオイルを試してみることにしました。ラベンダーにはいい思い
出がなかったのですが、そこで嗅いだラベンダーの香りがまるで同じ植物とは思えないほどとってもいい香り
だったので、そのときラベンダー、レモン、ローズマリーを購入し、チャック付きのハンドバックに入れて持
ち帰りました。その日はすっかり購入したエッセンシャルオイルをハンドバックから出すのを忘れてしまって
いましたが、翌日出先でハンドバックを開けたらとってもいい香りが舞い上がり、なんとも言えない幸福感を
感じました。香りでここまで気分が変わるものなのだと実感し、これをきっかけにどんどんエッセンシャルオ
イルに魅了されていきました。

エッセンシャルオイルでできること
我が家では、エッセンシャルオイルはお薬に頼る前の救急箱として使っています。例えば、火傷をしたとき
はラベンダーを塗ったり、蜂に刺されたときにはローマンカモミールを塗ったりします。頭痛が止まない時に
はペパーミントやラベンダーを痛みのある部分（箇所）に塗ったり、咳が止まらない時はユーカリ、ティーツリー、
フランキンセンスなどを喉や胸などに塗ったり、芳香したりします。色々ありすぎて覚えられないという方には、
エッセンシャルオイルのメーカーによって、「呼吸系」や「消化器系」など用途別にブレンドされたものもある
ので、それを使用するとお手軽かもしれません。
辛い思いをしている子供がいたら、ただお薬を与えるだけでなく、お腹が痛ければさすってあげたり、咳が
止まらないようであれば、背中をさすったりしたりしますよね？日本には、お手当という言葉がありますが、
それは人間の本能でもあり、手から出るパワーは目には見えませんがとても素晴らしいものです。タッチの力
とエッセンシャルオイルの癒しの力が合わさることで、さらにパワフルになると感じています。
アロマテラビーをきっかけに親子、夫婦、パートナーとの距離が縮まり、関係が良好になったという話をよ
く聞きます。足が痛いからこのオイルを塗ってあげよう、なかなか眠れないからオイルで足を軽くマッサージ
してから寝ようなど、エッセンシャルオイルを通して大切な人に触れてあげる機会はいくらでも作ることがで
きます。毎日の生活の中で、エッセンシャルオイルやアロマテラピーを、家族や大切な人との距離を近づけるきっ
かけにしてみてはいかがでしょうか？
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Hello! Atlanta ◎鎌田桃佳
鎌田桃佳
イラストレーター名は紀平桃佳。雑誌や書籍の表紙やカットを
手掛ける。ペーパー雑貨や、天然石やタッセルを使ったアクセ
サリー小物も制作。2016 年からアトランタ在住。
Instagram : momoka_and_kelirbulan

〜クリスマスオーナメント編〜

一年に一度の再会に心踊るオーナメント
毎年リクエストのプレゼントのグレードが図々しくなっていく息子に「サンタは私達だよ」とカミングアウトしたくてたまらない
今日この頃。既に真実に気付いてるくせに気付かないふりを決め込んでる子に、どのように言ったら良いでしょうか？友人から聞
いた話では、
「これからは君にプレゼントを届ける役目を、君のご両親に頼む事にした。From サンタ」という内容の手紙を全文
英語で、しかも筆跡でバレないよう他人が代筆で書いたとか。徹底したリアリティーを追求し、消印が付くようにちゃんと郵送し
たお手紙との事。私もその家の子に生まれたかったです。万が一・・万が一気付いていない可能性がある事も考えて、そこまで
やってあげるべきだろうか？とも思うのですが、いまいち息子の中の無垢さを信用出来ないでいます。何故なら、カラになったお
菓子の袋をフワッと空気を含ませ、中身があるように偽装して冷蔵庫にしまうような息子です ( 全部食べ切ったのがバレたら怒ら
れる )。映画の泣けるシーンを観ても、自分は泣かずに隣の私の顔 ( 嗚咽混じりの号泣 ) をニヤついて見てくるような息子です。
・
・
信じてあげられたら、完璧なシナリオを書き実行するのですが。未だ決めかねています。ところで、皆さんはツリーのオーナメン
トを毎年変えていますか？我が家は毎年テーマを変えています。そのため、それぞれのテーマでオーナメントを集めていたら数百
個になってしまいました。雑貨が大好きですが、収納に収まらないあぶれる分は常に断捨離するよう心掛けています。オーナメン
トも遂に収納しきれなくなり、泣く泣く 5 テーマ分ほど断捨離しました。ですがこの時期になると、他のお宅にお嫁入りしたオー
ナメント達に想いを馳せる事があります。それぐらいオーナメントが好きです。一年に一度しか出番が無いのに、いや、もしかし
たら一年に一度しかお目見えしないレアな子達だからこそ、取り出す時に今年も出会える喜びで心がウキウキして来るのかもしれ
ません。Merry Christmas ！
【ゴールド結晶】
透明のガラスにゴールドの結晶が彫ら
れています。手作業ならではの
結晶のいびつさがが可愛い。

【ロシア】
昔ロシア大使館のバザーで購入
した物。ロシア感満載な模様がマト
リョーシカのよう。

【アートフレーム】
文字だけのアートフレーム。
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【白い小鳥】
上品なパール
ホワイトの小
鳥。オーナメ
ントの中で
も、小 鳥 は
特に好きなモ
チーフ。

【雫】
オーソドックス
なガラスの雫
は、ツリーに
かけると本物
の朝露みたい。
電球の光を受け
て、キラキラ輝きます。

【ベルリース】
小さなベルで作ら
れた星のリース。

【葉模様】
外国の童話の表紙にありそうな
葉のらせん模様。

【天使】
羽は無いけど空を飛んでるから天使？
ドレスの模様など細部まで細かくデ
コレーションされています。

【ハートに金箔】
淡いピンクベージュにゴールドで模様
が描かれたオーナメント。ラメも施さ
れて上品で華やか。

【赤ラメ】
上下の先端に極小のガラス
粒が付いている、マーキス
型のオーナメント。

【スター】
アンティーク風に加
工されたマットゴー
ルドの星。丸いオー
ナメントばかりだと
バランスが悪いの
で、こういう異なっ
た形のオーナメント
を混ぜるとツリーに
奥行きが出る気がします。

【金の小鳥】
ラスティックなガラスの小鳥。
シンプルなので他のオーナメント
と合わせ易いです。

【サンタクロース】
天使と同じシリーズ。金
銀オフホワイトで彩色さ
れてるので、そこまで子
供っぽくないのが良い。

【赤茶系小鳥】
枯葉のようなオレ
ンジやゴールドで
彩色された小ぶり
な小鳥。

【毱】
手毬のような
デザインのオー
ナメント。

【赤い実リース】
この赤い実の雑貨
をお店で見掛けると、
冬の到来を感じます。

ANIS ATLANTA - December 2021
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パパッ

パパッとつくっておいしくたべよ

身近にあるもので家族が喜ぶ簡単おうちごはん

と作って

きちんとおいしく作れるレシピ

おいしくたべよ

豚肉と
だいこんの煮物
材料（2 人分）
肉 ( バラ・かたまり )................................. 150g
大根............................................................ 1/6 本
七味唐辛子.................................................... 少々
A
水............................................................300ml
醤油............................................ 大さじ 1 1/2
料理酒........................................ 大さじ 1 1/2
みりん.................................................大さじ 1
砂糖.....................................................大さじ 1
B
しょうが....................................................... 5g
C
しょうが....................................................... 5g

1. だいこんを 2cm 幅の輪切りにして、皮を剥き面取りして、切り込みを入れる。
2. 豚バラのかたまり肉を 2cm 幅に切り、B と C のしょうがは薄切りにする。
3. 鍋に豚とだいこんを入れ、かぶる位の水 ( 分量外 ) と B のしょうがを加え、蓋をする。
4. 3 を強火にかけ、だいこんが軟らかくなったらザルにあげて、また鍋に戻す。
5. A と C のしょうがを加えて蓋をし、中火にかける。
6. 煮汁が半分になるまで煮て、味が浸み込んだら皿に盛り、七味唐辛子をかける。

ほっくほくの柔らか～い煮物。
大根はお好みの切り方で大丈夫です。

ANIS ATLANTA - December 2021
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バイリンガル求職者の就職・転職事情◎ PASONA

バイリンガル求職者の
就職 ・ 転 職 事 情
昨今の米国雇用市場は、変化が非常に激しいため、雇用主も
求職者も次に何をすべきかを注意深くみて行動する必要があり
ます。今回は雇用市場を把握しながら、就職活動に於いて気を
付けるべき点を見ていきましょう。

【仕事探しのヒント】
• リモートワークのスキルを磨く
リモートワークは今後も続くと予想されていますが、その中
で、適応力、自己啓発、文書によるコミュニケーション、コ
ラボレーションが仕事における成功のカギと認識されていま
す。これらのスキルを身につける事がかつてないほど重要に
【仕事を辞めている人達】
なっていますので、頭に入れておきましょう。
米国労働統計局が発表した 2021 年 8 月の辞職率は 2.9％と過
• 新しいスキルの習得に投資する
去最高となり、辞職者数は 24 万 2,000 人増の 430 万人となり
物事はすぐに変化するので、すぐに変化に対応できるように
ました。ロイターの報道によると、宿泊・飲食サービス業では
しておく必要があります。新しい技術を学ぶのに、年を取り
15 万 7 千人が辞め、卸売業では 2 万 6 千人が、州・地方政府
すぎることも、若すぎることもありません。上司や組織のサ
教育では 2 万 5 千人が離職しました。仕事を辞めた理由は様々
ポートがあってもなくても、定期的に自分の専門性を高める
で、早期退職、休養、独立などの他、家庭に入る人、配偶者や
ための時間を確保しましょう。
パートナーの給料で生活できると判断した人なども含まれます。
生活の質を高めるために、意識的に働かないと決断した人もい
米国雇用市場は、短期間で目まぐるしく進化しています。法
ますので、必ずしも働きたくないから辞めたという理由がすべ
律や市場の傾向もどんどん変化しているので、都度情報を得な
てではありません。
がら就職活動を進めていくことが、最大の就職活動成功の秘訣
かもしれません。米国パソナでは、採用市場の情報も面談と
【採用が活発化している産業】
併せて随時提供しておりますので、ご興味のある方は pasona.
キャリアワンストップが労働省のデータをまとめたところ、最
info@pasona.com までお気軽にご連絡下さい。
も採用が増加したのはレジャー・ホスピタリティ、専門職・ビ
2021 年もあっという間に過ぎようとしています。皆様、素敵
ジネスサービス、製造業、運輸・倉庫業の 4 分野でした。特に
なホーリデーシーズンをお過ごし下さい。来年もどうぞよろし
運輸・倉庫業は、サプライチェーンの滞留に対処するため、次
くお願いします。
の雇用成長分野になる可能性もあります。パンデミックの影響
参考資料 U.S. News: U.S. Job Market:“Who’s Quitting, Who’s Hiring“
で、新しい技術やビジネスの仕方への適応が必須となりました
が、この様な変化は当面続くとみられています。
【賃金の引き上げ】
一部の雇用主は、人材確保が困難な職種に労働者を確保するた
め、給与を引き上げています。雇用主が十分な労働者を雇用す
ることが困難であればあるほど、その傾向は更に高くなります。
ブルームバーグの報道によると、労働者の平均時給は前年比
4.9％上昇し、29.52 ドルから 30.96 ドルになったと言われてい
ます。
【仕事を辞める際の注意点】
統計的に沢山の人が仕事を辞めてはいますが、仕事を辞めたい
と思う方は、決断する前に一度立ち止まって考えてみて下さい。
求職者重視の市場で多くの求人が出ているのだから、仕事を見
つけるのは簡単だろうと思うかもしれませんが、現実的にどう
収入を得るかや健康保険加入などの計画を立てずに仕事を辞め
るのはリスクが高いです。仕事がないことによるストレスや不
安は、多くの人の自信を失わせ、その結果、仕事探しに時間が
かかってしまうこともあります。仕事を辞める前に、少なくと
も向こう 6 カ月間の生活費をどう確保するかの計画を立ててか
ら行動しましょう。
Pasona NA, INC.
Atlanta 支店
3525 Piedmont Rd. NE
Bldg 7, Suite 420
Atlanta, GA 30305
TEL:(404) 848-9221
E-mail:atlanta@pasona.com

Akiko Komura
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タウン
情報

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。
お問合せは Text: 404-510-8534 E-mail: infojp@anisatlanta.com
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雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士

雇用・労働・移民法ニュース
皆様に随時移民法、ビザ情報をアップデートしております。

渡米前の新型コロナ・ワクチン接種義務
2021 年 10 月 25 日、バイデン大統領は中国、イラン、シェ
ンゲン圏、英国とアイルランド、ブラジル、南アフリカ、お
よびインドなど新型コロナの感染率の高い特定国からの入国
禁止令を撤回し、11 月 8 日からは、空路で渡米する旅行者に
対し、コロナ・ワクチン接種完了を義務づける旨を発表しま
した。これは米国市民、米国永住権保持者、また移民ビザで
渡米する人には適用されませんが、国外やアメリカ国内で永
住権を申請する者は、2021 年 10 月１日より既にコロナ・ワ
クチン接種が義務づけられています。

• 過去 90 日間にコロナから回復したという証拠書類がない限
り、米国に到着してから 3 〜 5 日後にコロナ・ウイルス検
査を受けること。
• 到着後のコロナ・ウイルス検査結果が陰性であっても、過
去 90 日間にコロナから回復したという証拠書類がない限
り、7 日間自己隔離を行うこと。
• 到着後の検査結果が陽性、或はコロナ症状を発症した場合
は、自己隔離をすること。
【入国後のワクチン接種】 また、ワクチン接種の例外に該当
する旅行者は、米国に入国後 60 日以内にワクチンを接種しな
ければなりません。これには例外があり、滞在予定が非常に
短い旅行者、予防接種が不適切な年齢の子供、CDC 認定のコ
ロナ・ワクチン接種の臨床試験参加者、医学的に接種できな
い人、自国承認のコロナ・ワクチン接種済の外交ビザ保持者、
コロナ・ワクチン接種の保証がないと判断された旅行者など
は、コロナ・ワクチンの接種を免除されます。

【コロナ・ワクチン接種】 旅行者は、米国行きの飛行機に搭
乗する前に完全に予防接種を受け、予防接種が完了した証拠
を提出する必要があります。最後のワクチン接種日から 2 週
間後にワクチン接種完了と見なされます。一回のみのワクチ
ン接種の場合は、接種日から 2 週間後にワクチン接種完了と
見なされます。
【渡米前の検査】 この大統領令が発表された後に、さらにコ
航空会社は、旅行者の個人情報を確認し、予防接種記録が
ロナ検査に関する追加情報が発表されています。米国市民、
接種国の公的機関やワクチン提供認可機関によって発行され
たものであり、接種したワクチンが米国食品医薬品局（FDA） 米国永住権保持者および移民ビザや非移民ビザで米国に旅行
するコロナ・ワクチン接種済の外国人はすべて、搭乗直前の 3
承認、或は世界保健機構（WHO）の緊急使用ワクチン・リス
日以内に行われたウイルス検査の陰性結果の証拠を提出する
トにあるなど、米国疾病対策センター（CDC）が定義するワ
必要があります。ワクチン未接種の旅行者は、米国市民、米
クチン接種を満たしているかを確認します。
国永住権保持者、またはワクチン接種の例外に該当するか否
CDC が認めるワクチンには、ジョンソン・ジョンソン、ファ
かにかかわらず、搭乗前日に行われたウイルス検査の陰性結
イザー 、モデルナ、アストラゼネカ、コビシールド、BIBP シ
果の証拠を提示する必要があります。
ノファーム、シノバックが含まれます。
2 歳から 17 歳までの子供も出発前に検査を受ける必要があ
ります。子供が完全なワクチン接種を完了していないが、完
【接種証拠書類】 CDC は、ワクチン接種の証拠として下記の
全なワクチン接種を完了した大人と一緒に旅行する場合は、
3 つの書類を特定しています。
(1) 検証可能な予防接種証明書や QR コード付デジタルパス等。 ワクチン接種済の大人と同様、搭乗前 3 日以内に行われたウ
(2) 国・地方団体、ワクチン提供認可機関が発行したワクチン
イルス検査の陰性結果の証拠を提示しなければなりません。
接種記録（CDC ワクチンカード）またはコロナ・ワクチン
子供が一人で旅行する場合は、搭乗前日のウイルス検査の陰
接種証明書等、検証不可能な紙面の証拠。
性結果の証拠を提示しなければなりません。
(3) 予防接種カードや予防接種記録のデジタル写真、公衆衛生
機関・政府機関・その他のワクチン提供認可機関からダウ
尚、ワクチン接種とワクチン検査に関する情報は随時変更
ンロードした記録や予防接種証明書、または、QR コード
する可能性があるので、必ず渡米前の最新の情報を入手し、
のない携帯アプリの記録など、検証不可能なデジタル記録。 CDC のガイダンスに従うように心がけることが大切です。
ワクチン接種には例外があり、18 歳未満の子供、CDC が認
めたコロナ・ワクチン接種の臨床試験参加者、コロナ・ワク
詳細情報は下記の CDC のリンクを参照ください。
チン接種が医学的に禁忌である人、人道的理由、緊急理由（健
https://www.cdc.gov/quarantine/order-safe-travel/technical康と安全）
、ワクチン接種率が人口の 10％未満の国の旅行者
instructions.html
で B1/B2 以外の非移民ビザで渡米する者、米軍メンバーと配
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after偶者と子供、外交官や政府公式旅行、国連関連任務、海上乗
travel-precautions.html
組員、航空会社乗務員、米国への入国が国益に繋がると判断
された人などは、CDC が発表している健康と安全のガイダン
執筆：大蔵昌枝弁護士
Taylor English Duma LLP 法律事務所
スに従い、接種免除理由の証拠書類を提出する必要がありま
＊ Copyright reserved. 著作権所有
す。宗教や道徳的信念はワクチン免除の理由とは認められま
1600 Parkwood Circle, Suite 200,
せん。
Atlanta, GA 30339
DIRECT: 678.426.4641
また、外交官以外は、FDA や WHO に認可されていないワ
OFFICE: 770.434.6868
クチンを接種した者は免除の対象とはなりません。なお、虚
E-Mail: mokura@taylorenglish.com
偽の検査結果や予防接種カードを提供すると、罰金や懲役刑
www.taylorenglish.com
を科せられる可能性があるので注意が必要です。
本ニュース記事に関する注意事項（DISCLAIMER）
【入国後の検査・隔離】 ワクチン接種の例外に該当する旅行
者は、米国に入国後にコロナの検査を受け、下記の CDC ガイ
ダンスに従う必要があります。

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

歩

我楽多横丁こぼれ話
2019 年 12 月 31 日

野呂利

歩

－何故中国は信頼されないのか

２年前のこの日、12 月 31 日は今も世界が苦しむコロナ禍の
始まりの日とも言える。まさか世界は新しいウィルスが出現し
たとはつゆ知らず、３か月後のアウトブレイクに直面し、世界
中が大混乱に陥った。
この日を境に１月第１週にかけて米国 CDC と中国疫病機関と
の間でやり取りされた内容を見ただけで、疫病のような、政治
や主義を越えて、科学的事実をもとに対処すべき問題に、いか
に統制国家中国が隠蔽に動き、その後の世界を危うくしたかが
よくわかる。もちろん、自由国家の米国でも、政治に都合が悪
ければ、公表しないよう科学に圧力をかけることがある（トラ
ンプのコロナ対応など）が、最終的には表に出てくる。鍵とな
る内容は以下の通り。
2019.12.31 - アトランタの CDC 本部に一通の E メール入電。北
京 CDC 出先事務所発「武漢で正体不明の肺炎に似た症状疾患発
生、調査中」
。
「正体不明」
に反応した当時の CDC 所長 Redfield は、
中国疾病予防管理センターの所長と翌日電話会議が出来るよう
スタッフに指示。だが電話が繋がったのは１月３日だった。
2020.01.03 - 電話による中国側説明「発生は武漢水産市場。外
来種の動物から人にうつった。すべて動物 - 人感染。発生件数

は 20 数名で 3 人家族罹病も含む」
CDC は、１月６日迄の中国側の対応から、重大事態進行中と判断。
根拠は３つ。
① SARS のような「人 - 人」への接触感染症を疑う必要を否定し、
単なる肺炎の一種として片づけようとしている。もしウイル
スなら、動物 - 人への同時多発的感染はありえないが、そこ
への言及を避けている（CDC が Red Flag を挙げた３人家族
同時罹病は、後に両親罹病後に同居していなかった息子が看
病にきて罹病した、即ち人 - 人感染だったことが後に判明）
。
② SARS の教訓から設立された世界医療情報ネットワーク
ProMED（疑わしい事案は発生次第世界中に知らせる）に何
も載せようとしなかったこと。
③ １月６日までの電話会議で、現場に最も近い中国側の情報が
米国側が把握している情報の範囲を出ず、加えて CDC 提案
の調査チーム派遣を拒否したこと。
隠蔽が初期対応の不手際を生み、政治が科学をねじ伏せた結
果、世界に火の手を拡大してしまったのである。共産主義に代
表される統制国家は、こういうことを平気でやる。中国が何故
信頼されないか、の答えがここにある。

聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉
『

いと高きところでは、神に栄光があるように、
地の上では、み心にかなう人々に平和があるように。』
ルカ 2 章 14 節

By ますみ

キリストはどこに生れるのかと、彼らに問いただした。彼らは
王に言った、「それはユダヤのベツレヘムです。預言者がこうし
るしています、
『ユダの地、ベツレヘムよ、おまえはユダの君た
ちの中で、決して最も小さいものではない。おまえの中からひ
12 月は、世界中の多くの人々がイエス・キリストの降誕を喜
とりの君が出て、わが民イスラエルの牧者となるであろう』
」
。
び祝う月です。新約聖書には、4 福音書と呼ばれるイエス・キ
そこで、ヘロデはひそかに博士たちを呼んで、星の現れた時
リストの生涯を記した書物があります。
『福音』とは、『良い知
について詳しく聞き、彼らをベツレヘムにつかわして言った、
らせ』という意味です。それらは、
新約聖書の最初の 4 冊の本で、 「行って、その幼な子のことを詳しく調べ、見つかったらわたし
マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという著者の名前が付いています。 に知らせてくれ。わたしも拝みに行くから」。彼らは王の言うこ
その中から、下記の聖書箇所（マタイの福音書 2 章）には、初
とを聞いて出かけると、見よ、彼らが東方で見た星が、彼らよ
めてのクリスマスを祝う、東方からの博士たちの状況が記され
り先に進んで、幼な子のいる所まで行き、その上にとどまった。
ています。約 2000 年前の、イエス・キリストが誕生された時
彼らはその星を見て、非常な喜びにあふれた。 そして、家には
の出来事です。
いって、母マリヤのそばにいる幼な子に会い、ひれ伏して拝み、
また、宝の箱をあけて、黄金・乳香・没薬などの贈り物をささ
【 イエスがヘロデ王の代に、ユダヤのベツレヘムでお生れになっ
げた。 マタイの福音書 2 章 1 節 -11 節 】
たとき、見よ、東からきた博士たちがエルサレムに着いて言った、
「ユダヤ人の王としてお生れになったかたは、どこにおられます
イエス・キリストの誕生で世の中が変わり、世紀が変わり、
か。わたしたちは東の方でその星を見たので、そのかたを拝み
世界が変わりました。今年のクリスマスには、ぜひ、お近くの
にきました」
。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エル
教会へお出かけください。良い出会いと素晴らしい経験、神様
サレムの人々もみな、同様であった。
の祝福がありますように。神様は愛です。私たちは愛されてい
そこで王は祭司長たちと民の律法学者たちとを全部集めて、
ます。 Marry Christmas & Happy New Year!
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子育て知恵袋 in Atlanta ◎長谷川ゆかり

☺ 子育て知恵袋 in Atlanta

長谷川ゆかり

「生きる力」をつける学習法

個別学習法だからこそ
「生きる力」を身につけていくためには、どのような学習法
がよいのでしょうか？私の 30 数年以上の実体験から、個人別
学習法こそが最も効果的であることを、たくさんの子供たちの
実際の姿から学んできました。
一斉授業による受身の学習ではなく、年齢や学年にも関係な
く、一人ひとりが自分の学力にちょうど合ったところを個人的
に学習する個人別学習だからこそ、子供は自分で目標を立て、
自分の力で学習し、それをやり遂げたときに達成感を味わうこ
とができます。そして、目標をクリアしたら、また次のステッ
プの目標を立て、挑戦していくことができるのです。
ここで誤解のないように言っておきますが、個人別学習とは、
教える人とマンツーマンで学習することではありません。いく
ら一対一であろうが、一方的に教えられている限りは、自分の
力で学習できているとはいえないからです。一方的に教えられ
る状態ではなく、自分の力で学習できている状態こそがここで
いう個人別学習です。
子供が自分の力で進んでいける個人別学習を可能にするため
には、次の二つのことが不可欠です。一つが、子供が自分の力
で学習することを可能とする教材と学び方があること、もう一
つが、子供が自分の力で学習することをサポートする先生が存
在することです。子供の現在の学力と、学習する教材にあまり
にもギャップがあっては、子供はやる気を失うだけです。「靴に
足を合わせるのではなく、足に靴を合わせる」というたとえが
ありますが、子供にとって本当に大事なことは、自分の学力に
ちょうど合ったところを学習することです。
一人ひとりにきめ細かく合わせることができるように、小刻
みなステップで連続し、新しい内容に進むときには、ヒントと
なる例題や類題が盛り込まれているような教材を用いて、自分
で目標を立て、自分で学習していく。間違ったら自分で直し、
先に進んでも困らないだけの練習をしながら、学年の枠にとら
われることなく未知の課題にも挑戦していく。そして、それを
あたたかく見守り、サポートする先生がいる。これらがそろっ

てこそ、自分の力で進んでいける個人別学習が可能となるので
す。
公文式教室では、何事にも自分から取り組む姿勢を身につけ
た子供が、まわりの大人たちが驚くほどの可能性を発揮してい
く様子を、数え切れないほど目のあたりにしています。
夢や目標を持って生き生きと
「生きる力」とは、夢や目標を持って、自分から何かに挑戦し
続け、いきいきと目を輝かせて生きていける力のことであり、
そのためには、
「高い基礎学力」と「自己肯定感」と「自ら学ぶ力」
が欠かせないといる私たちの考えをご紹介してきました。社会
変化が少ない時代であれば、それまでの知識や経験からある程
度先の予測ができるものです。
しかし、変化の激しい情報化社会においては、過去の知識や
経験のみに頼っていては先を読み誤ってしまいます。そういっ
た意味で、これからの時代は「先の読めない時代」であるとも
いえます。だからこそ、どんな時代が来ても、どんな社会になっ
ても、一人ひとりが夢や目標を持っていきいきと生きていける
ためには、「高い基礎学力」と「自己肯定感」と「自ら学ぶ力」
を身につけ、自分の価値観や人生観をしっかりと確立していく
必要があるのです。
社会がどんなに変化し、どんな時代を迎えたとしても、
「生き
る力」が備わっていれば、人生の選択
の幅が広がり、自分の希望する道を自
分で選び取ることが可能です。そのこ
とを、われわれ大人は子供たちにしっ
かりと伝える義務があります。子供た
ちには、消去法でなく、たくさんの選
択肢の中から自分自身で希望する道を
選び取ってほしい。そして、自分の夢
を実現してほしい。そう願ってやみま
せん。次回は「生きる力」をつける家
庭教育です。
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髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

ANIS
ATLANTA
生 活から食・教育・娯楽まで
アメリカ暮らしに必要な情報をカバー
アメリカで暮らしてい行くうえで欠かせない、
教育、医療、ビザ、住まいなどの生活所法から、
食、映画、スポーツ、旅行などのエンターテイ
ンメント、地元の最新情報まで、オリジナルコ
ンテンツが満載。

あなたのビジネスを
強力にバックアップ
します !

髪＆ヘアケア
もう今年も本当に残りわずかとなりましたね。みなさんは
今年のクリスマス休暇はどうお過ごしでしょうか？去年の今
頃はまだワクチンも出ていなかったのでパーティーや旅行を
控える方が多かったですが、今年はお客様の話を聞いていて
も、お出かけされる方が多いように感じます。どこにいても
大事なことは手洗いうがいをしっかりしてしっかり睡眠をと
り、栄養のあるものを食べ免疫をつけることだと思います！
このホリデーシーズンを元気で楽しく過ごしましょう！
話は変わりますが、私がアメリカに来てから非常に印象的
だったことの一つが、髪を切る前のコンサルテーションをし
ているときに、多くの中国人の女性のお客様から、
「とにかく
小顔にして！」と言われることが多かったことです。
「ここの
頬骨が張ってるから、、」「顔が丸いので、、、」「おでこが狭いの
で、、、」などなどいろいろな理由で顔を小さく見せるカットを
してほしいというオーダーが多く、日本ではこういうオーダー
を直接おっしゃるお客様は多くなかったので、初めは驚きま
した。顔が小さく見えるならこの持ってきた写真は無視して
くれていい、とまで言ってくれます。中国では顔が小さいこ
とが美の必須条件なんだなぁと感じました。
また、白人のお客様は写真などを持って来られる方はほと
んどいなく、長さのざっくりとしたイメージだけを伝えたら
あとはスタイリストのセンスにおまかせ、と言う方がほとん
どです。日本人の方は、小顔にしてほしいと思ってたとして
も直接は言わずにまずは自分で検索して（小顔 ショート）
その写真を見せてくれることが多いです。もしくは Instagram
で好きなモデルさんやインフルエンサーの方のイメージなど
を持って来られる方がほとんどです。細かいところよりは全
体の雰囲気で髪型を選ぶ方も多いです。美容室のコンサルテー
ションひとつでも、その国の文化や美意識があらわれるもの
ですね。こういうのを感じれるところも美容師をやってて楽
しいところでもあります！
最後になりましたが、皆さま良いお年をお迎えください！
また来年もどうぞよろしくお願いいたします。
☆年末年始は 25 日のクリスマス当日と、12/31 〜 1/1、1/2
はお休みをいただきますがそれ以外は通常どおり営業してお
ります。

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

お問合せは ☎ 404-510-8534
infojp@anisatlanta.com
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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
ゴルフ天国・ジョージア！！
アスレチックトレーナーの假屋です。だんだん寒くなってき
ましたが、皆さんお元気ですか？身体うごかしてますか？寒く
なると、どうしても億劫になってしまって運動量が減ってしま
いますよね。しかし、それでは健康のために良くありません。
屋内でもできる軽めの筋トレやストレッチ、ウォーキングなど、
冬だからこそ意識して身体を動かしてください。来年３月６日
にはオンラインでの健康体操教室も予定しています。ぜひ参加
して、参考にしてください。外に出なくても手軽にできる運動
はたくさんありますよ。
ところで、ここジョージア州はゴルフ
天国です。毎年 4 月にはオーガスタでマ
スターズ・トーナメントが開催され（昨
年は松山英樹が優勝！！）
、ゴルフ人口
もグリーン数もとても多いと感じます。
日本や他州からジョージアに赴任されて
ゴルフを始めた、頻度が多くなった、本
格的に取り組むようになったという方も
多いと思います。私自身もゴルフ大好き
人間です。広大な緑の中で心地よい風を
感じながら仲間や家族とプレーするのはとても楽しいです。し
かし、ゴルフはとても奥深い競技です。と同時に、練習や努力
の成果がちゃんとあらわれるスポーツだとも思っています。但
し、正しい方法で努力することが大切です。

と下半身から上半身へ体重移動がスムーズになり、スイングに
力を乗せやすくなるため、球筋が安定し飛距離も伸び自然とス
コアもアップします。
私の患者さんですでにこのプログラムを受けられた 70 代の
ご夫婦は、ご主人は筋力アップしたことで腰への負担が軽減し
プレー後の腰痛がなくなったそうです。痛みがおさまれば腰の
回転もスムーズになります。奥様はゴルフ中よく脚が痙攣して
いたのですが、今はそれもなく体も疲れにくくなったそうです。
ゴルフがもっと上手になりたい、スコアが伸び悩んでいる、
怪我や慢性的な体の痛みに悩まされずに思いっきりプレーがし
たい、本格的にプロを目指したい etc…その想いお手伝いしま
す！何歳からでも身体は作り変えるこ
とができます。
また、これからゴルフを初めてみた
い方にもこのプログラムはおすすめで
す。初心者の方はまだスイングやフォー
ムに変な癖がついていないので効果が
得やすいと思います。プログラムの詳
しい内容は HP またはオフィスにお問
い合わせください。ゴルフ天国ジョー
ジアで、一緒にスコアアップを目指し
ましょう。

この夏、ゴルフ好きと職業的興味もあって、National
Academy of Sports Medicine のゴルフフィットネス・スペシャ
リストの資格を取得しました。そして、ゴルフフィットネスの
プログラムを皆さんに提供できるようになりました。
一般的にゴルフのスコアをあげるためには、練習 ( 打ちっぱ
なし )、クラブを買う ( 新品買いがち )、レッスンプロのクラス
を取る、などが考えられます。たしかに、これで少しスコアが
良くなることもありますが、根本はやはり正しいフォームから
のスイング。これに尽きると思います。
しかし、この正しいフォームとスイング、実はとても足腰の
筋肉と腰回りの柔軟性が必要なんです。そう、ゴルフ上達の秘
訣は、やみくもな打ちっぱなし練習でも、最新の道具や高いレッ
スンでもなく、まずはゴルフに必要な体づくりです。足腰の筋
肉強化や腰まわりの可動域を広げるトレーニングをしていくこ
とでスコア改善、飛距離アップ、慢性的な体の痛みの軽減、怪
我の予防が期待できます。
このプログラムは 1 回１時間、全 4 回を４〜 8 週間で修了し
ます。トレーニングを始める前に現在の体の状態を診断し、筋
肉のアンバランスや可動域の制限がかかるところなど身体の
ウィークポイントを探しだした上で、カリキュラムに基づいた
個別メニューを作成していきます。
また、もっとゴルフに適した身体を手に入れたい方や、徹底
したウィークポイントの克服、体幹強化など次の段階を目指さ
れる方向けのプログクラムもありますので、継続的なトレーニ
ングをご希望の方にもおすすめです。
正しい指導のもと、適切なトレーニングを受ければ短期間で
もゴルフ向きな体を作れます。トレーニングで体幹が安定する
ANIS ATLANTA - December 2021
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教えて歯医者さん◎カンバーランドファミリーデンタル

教えて歯医者さん！
歯とお口に関するデンタルコラム

プラーク（歯垢）と歯石
これらはたびたび歯科で耳にする言葉だと思います。しかし、
なんとなくお口の健康を阻害する存在であることはわかるもの
の、それぞれがどう違うのかはよくわからない――という方も
多いのではないでしょうか。
プラーク（歯垢）
プラークとは、歯の表面に付着している細菌のかたまりです。
白色または黄白色をしているので目では確認しにくいのですが、
舌でさわるとザラザラとした感触があります。プラークはネバ
ネバと粘着性が強いため、歯の表面にしっかりと付着し、強く
うがいしても取れません。プラーク中には細菌が約 600 種類も
存在しており、プラーク 1mg 当たりに細菌が約 1 ～ 2 億個存
在していると言われています。

プラークの電子顕微鏡写真
プラーク ( 歯垢 ) に含まれるいろいろな細菌

レンサ球菌

ラセン菌

ベン毛をもつ桿菌
写真提供

桿菌

歯科伊藤医院

伊藤康雅

プラーク（歯垢）の形成
歯の表面に唾液の中の糖タンパク成分が膜のように付着しま
す ( ペリクル )。ペリクルに細菌が付着し、定着・増殖すること
でプラークが形成され、どんどん成長していきます。食後 8 時
間程度で生成されると言われているこのプラークですが、時間
が経過するほど口の中でトラブルを起こす細菌が増えていきま
す。プラークは付着する場所によって「歯肉縁上プラーク」と「歯
肉縁下プラーク」に分けられます。

■歯肉縁上プラーク
歯肉縁上（しにくえんじょう）プラークとは、歯肉より「上」
に付着したプラークのことです。歯と歯肉の境目あたりに付着
することが多いので、前歯周辺の歯肉縁上プラークは鏡を見た
ときに気付くこともあるでしょう。プラークに潜む細菌が生み
出す酸はむし歯の原因になります。また、歯と歯肉の境目など
に溜まったプラークは歯周病の原因になります。
■歯肉縁下プラーク
歯肉縁下（しにくえんか）プラークとは、歯肉より「下」に付
着したプラークのことです。歯周ポケットの内部に付着してい
るため、通常は目視することができません。歯周病が進行する
ほど歯周ポケットは深くなっていきますが、歯周病菌は酸素を
嫌う「嫌気性細菌」なので酸素が少ない歯周ポケットの奥深く
を好みます。そのため、歯肉縁下プラークには大量の歯周病菌
が棲んでおり、歯周病を悪化させる原因になります。
歯石
歯石は、歯に付着したプラークが唾液に含まれるカルシウム
やリン酸などと反応して石灰化し、石のように硬くなって歯の
表面にくっついたものです。
歯石は「死んだ細菌の固まり」であり、歯石自体が歯周病を
引き起こす原因にはなりませんが、歯石の表面はデコボコして
いるのでプラークが付着しやすい状態です。そのため、歯石の
上にプラークが付着して石灰化するとさらに大きな歯石となり、
歯肉の炎症をさらに招く結果となってしまいます。このように、
プラークが歯石になってしまうと歯磨きで取り除くのは不可能
です。
歯肉の縁よりも上にある歯石は黄色みを帯びた乳白色をして
いますが、歯肉の縁より下にある歯石は褐色です。重度の歯周
病で抜け落ちた歯を見てみると、そのほとんどに褐色の歯石が
付着しています。
虫歯や歯周病から歯や歯周組織を守るには、歯垢や歯石を常
に取り除いていかなければなりません。そのためには、日々の
ホームケアで歯肉縁上についた汚れをしっ
かり落とすことと、定期的に歯科医院で歯
石除去と歯肉縁下についた汚れを綺麗にし
てもらう必要があります。
資料：ライオン歯科衛生研究所ウェブサイト

カンバーランドファミリーデンタル
歯科医師 清水 義仁
画像 Sunstar Inc より
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メディカルコラム◎倉岡クリニック

Kuraoka
Clinic

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

風邪の予防と直し方
風邪はとても身近な疾患で、
誰もが一度はかかったことがあ
る病気だと思います。たかが風
邪と思うかもしれませんが、で
きれば健康でいたいですし、風
邪をひいても早めに治したいで
すよね。
風邪とは？
風邪の定義は、主にウイルスの感染によって引き起こされる
上気道（鼻から喉にかけての気道）を中心とした急性炎症です。
普通は、
短期間で自然に治ってしまうものすべてを指します。
「か
ぜ症候群」
「普通感冒」
「急性上気道炎」
「急性気道感染症」とも
呼ばれ、
厳密にいうと「普通感冒」のことを指す場合が多いです。
その原因の 80 ～ 90％はウイルスによるものと考えられていま
す。
風邪の症状とインフルエンザの見分け方
シーズンによっては、ただの風邪かインフルエンザか気にな
るところですよね。発熱したらすぐ病院で検査を受けることが
望ましいですが、以下のような項目が二つの病気の違いとして
挙げられます。
＜風邪の症状＞
• 頭痛
• 喉の痛み
• くしゃみ
•咳
• 鼻づまり
• 倦怠感
• 悪寒
これらの症状は比較的ゆっくり進行していきます。

周囲にうつさない・うつされないための予防法
＜うつさないために＞
注意点として、風邪は初期が一番感染力の高い時期であり「風
邪気味かな？」と思った時が一番、周囲の方にうつしてしまう
可能性が高いということです。
鼻水に関しては、初期症状では水っぽく、そのあとで黄色や
緑色の粘性のあるものに変わっていきます。また、風邪のひき
はじめには喉のかゆみ、ものをのみこみづらい、イガイガする
といった症状がよく見られます。
こういった症状が見られたら、できるだけ石鹸や熱いお湯で
手を洗ったり、ドアノブなど多くの人が触るような部分は消毒
剤でふいたりするとよいでしょう。マスクをすることも忘れて
はいけません。
＜うつされないために＞
風邪の流行る時期、周囲に風邪をひいた方がいる場合の対処
の基本は、手洗い・うがいです。とても簡単で意外性のない方
法ですが、うがいをするだけで、40％風邪を予防できたという
報告もあります。
予防法としては、その他に以下の項目をおさえられると良い
でしょう。
• うがい
• 消毒

• 手洗い
• 睡眠

• マスク
• 健康管理

大人は風邪をひいても悪寒のみで、発熱しないことがほとん
どです。感染から 2 日から 3 日が最も症状が重くなりますが、
著しく不調でなければ医師に診てもらう必要はありません。し
かし、中耳炎を併発したり、扁桃腺が腫れたり、7 日以上たっ
ても風邪が治らない、高熱が出た時には医療機関の受診をオス
スメします。
＜インフルエンザの症状＞
インフルエンザと風邪は症状のかぶる部分が多いですが、イン
フルエンザの場合には風邪よりも重症化してしまいます。また、
風邪と同じ症状に加えて以下のような体の不調が現れます。
• 急な発熱
• 食欲減退

• 倦怠感
衰弱

• 筋肉や関節の痛み・うずき

インフルエンザを疑った場合には人込みに出ることを避け、
必ずお近くの内科で検査してもらいましょう。

風邪をひいてしまったら…早く治すには？
風邪は長くても 7 日という短期間で自然に治ってしまうもの
がほとんどなので、治療は安静で十分です。栄養、水分、睡眠
をしっかりとり、免疫力を高めましょう。
薬も基本的には必要ありません。症状がひどい際には適宜、
鼻水止めや咳止め、熱さましを使いますが、実はどれも「風邪
を根本的に治す薬」ではないのです。
また、咳、鼻水、発熱は体がウイルスと戦うための反応なので、
薬を使い過ぎると逆効果になりかねません。体を休めることを
第一に、無理はしないようにしましょう。
ANIS ATLANTA - December 2021
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「歯」の話◎植月歯科医院

植 月歯 科医院 から「歯」の 話
～矯正について～

その 3

アメリカでの矯正治療についての情報を、
「アメリカで歯を

チがゲームの前に、チームと戦略法を検討するのと同じです。

治療するとき」
（福永玲子著）の中から抜粋してご紹介させて

問題が単に歯並びだけのことなのか、骨格にも問題があるの

いただきます。

か、骨格に問題がある場合、手術が必要になるのかなど、原
因や症状に応じて治療方法が異なります。どんなタイプの治

治療の進め方

療が必要か、どんな結果が期待できるのか、どのくらいの治

矯正治療は一人一人違います。治療期間も約 6 ヶ月から 30 ヶ

療期間がかかるのか、費用はどのくらいかかるのかなどにつ

月までと個人差があります。症状の程度、患者の年齢、歯の

いて矯正歯科医または治療コーディネーターと話し合います。

移動の速度などによって、これより早くかかる場合もありま

患者がこの話し合いに積極的に参加することが矯正の成功に

す。

つながります。

矯正歯科医による診断の後、
治療方法の選択（治療計画）、矯正、

治療費についても事前に詳細に説明を受け、医療保険がきく

保定という手順で治療を勧めます。

かどうかを保険会社に問い合わせます。ほとんどの矯正歯科
医は分割払いを受け入れてくれるので、自分にあった支払方

１．初診と診断

法が選べます。
つづく（「アメリカで歯を治療するとき」より）

診察を受けたい矯正歯科医が決まると、予約を取ります。
最初の予約（初診）ではまず矯正歯科医の用意した問診票に
記入し、それから診察が始まります。疑問に思っていること
を尋ねる良い機会ですから、何でも遠慮なく尋ねます。
歯科医は矯正治療が必要かどうかを診断して患者に説明しま
す。
～診断上の検査～
詳細に症状を分析して治療法を検討する資料として、顔の写

		

↑矯正前

↓矯正後

真、歯のＸ線写真、歯型を取ります。これは歯科助手によっ
て行われます。特にあご、顔、頭の全体が写るセファログラ
ム（頭部Ｘ線規格写真）は矯正治療の診断に不可欠です。
２．治療方針の検討と治療計画
治療が始まる前にどのような治療が必要かを詳細にわたって
説明し検討する話し合いが行われます。これはちょうどコー
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歯科矯正や歯周病など歯に関するご質問がございましたら
お気軽にご連絡ください。404-409-6237

泉まで

今月の

12 星 座 占 い

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

牡羊座

牡牛座

双子座

蟹

3/21 ～ 4/19

4/20 ～ 5/20

5/21 ～ 6/21

6/22 ～ 7/22

【全体運】抱えていた対人問題や人生の諸問
題が解決へと向かう機運を持っています。
複雑な、あるいは良くない状況や立場に置
かれているのなら、それが良い方向へと転
ずる出来事がありそうです。精神的にも落
ち着きが出てきて、少し色々と考えるだけ
の余裕が生まれてくることでしょう。

【全体運】これまでの経験や固定観念によっ
て、これが正しい！と思っていたことが思
うように進まなくなり、臨機応変の対応が
求められることでしょう。そこで自分の思
い込みを捨てられるかどうか、執着が残っ
てしまうと結果が出せないで終わってしま
うことでしょう。

【恋愛運】突然出会いがあったり、思っても
いなかった人物から告白されたり。自分の
異性に対する好みの変化を感じる出来事も
あるかもしれません。

【恋愛運】身近にあなたに思いを寄せる人物
がいるようです。それにあなたは気付けて
いない模様。もっと周りの人のことをよく
観察しましょう。そして相手の思いに応え
るのも、ひとつの縁だと言えます。

【金 運】衝動買いの欲求を抑える努力をし
ましょう。堅実さを持っていれば、ドンド
ン貯まっていく良い金運をしています。も
う少しくらいなら、あとちょっとなら、と
いった妥協は大いに禁物で止めておきま
しょう。

【金 運】浮き沈みがあるので、そのときそ
のときを大切に決断していきましょう。な
にかしら、自分の中にルールを決めておく
と良いでしょう。それは自制心が働くこと
にもなるのでお勧めです。

16
24

28
31

【金 運】月初めにやや上下する以外は、全
体的に安定している期間と言えそうです。
自己投資の機運が高まり、出費は増えるか
もしれません。ですがその分だけあなたの
魂の成長も促されるので、結果として反映
されると思っておきましょう。

【金 運】相手の弱点が直感的に見えてき
て、そこを上手く突くことができるでしょ
う。そこで変に情をかけたり、手を抜いた
りすると、
近い将来に反撃されることでしょ
う。最後まで手を抜かず、完全な勝利を得
る行動を取るようにしましょう。

天秤座

蠍

8/23 ～ 9/22

9/23 ～ 10/23

10/24 ～ 11/22

7/23 ～ 8/22

♥ 幸運日：4
× 危険日：2

【恋愛運】出会いには期待が持てないもの
の、すでに見知っている異性との関係が好
転する可能性も持っています。友達として
仲の良い異性はいませんか？その人と、少
し関係を進めることをあなたの方から望ん
でみましょう。

乙女座

獅子座

【金 運】支出を抑える努力をして、意識的
に貯まるようにしておきましょう。今すぐ
必要ではないものは、なるだけ手を出さな
い方が良いでしょう。

【恋愛運】これまでならつかみ損ねていたよ
うな状況でも、この 12 月ならチャンスを
ものにすることができるでしょう。ここだ
と思った瞬間、行動に移すことをお勧めし
ます。積極性が大切でしょう。

♥ 幸運日：5
× 危険日：2

♥ 幸運日：6
× 危険日：2

【恋愛運】相手のために善かれと思ってした
ことも、全部裏目に出てしまうこともあり
そうです。待ちの姿勢でいるものひとつの
手でしょう。相手があなたにアプローチし
てきたくなるように、自分を磨いておくの
も良いでしょう。

【全体運】やや低調な運気をまとっている様
子。特に月の中盤は、良くない谷に入って
いると言えそうです。ネガティブな言葉を
よく吐くような人は、身近に置いておくこ
とを避けるようにしましょう。

♥ 幸運日：9 17 31
× 危険日：1 14 26

♥ 幸運日：4 16 27
× 危険日：9 19 25

【全体運】運気は決して良いものとは言えま
せん。同じことを繰り返していたり、物事
を守りに入ってしまっていると、思いがけ
ないトラブルに巻き込まれてしまう気配を
持っています。ですが柔軟な思考、判断の
早い行動などで、ピンチをチャンスに変え
ることができるでしょう。

【全体運】順調に安定した運気を保つことが
できるでしょう。運気の良さを生かして、
新しいことにチャレンジしてみたり、これ
まで苦手として避けていたことを克服する
努力をしてみたり、興味を持ったことを始
めてみたりすると良いでしょう。

座

14
18

22
28

17 23
19 30

座

【全体運】割と努力や下準備もなしに動いて
も、自分の思った通りに物事が運ぶ傾向が
あるので、気分的にも楽なようです。
ただし、
物事が上手く行き過ぎると、心の中に油断
や慢心が生まれやすくなりそう。相手の立
場を尊重する行動を心掛けましょう。

【全体運】仕事のこと、お金や財産のこと、
信頼のこと等々、もう一度少し過去を振り
返ってみましょう。本当にその決断は正し
かったのか、安全なのか、信頼できるのか
など、危うさを確認しておいた方がベター
でしょう。

【全体運】全体的に運気は上向きで良い出来
事に見舞われそうな気配です。特に今交際
中の相手と、関係が進展する可能性が大き
くあります。新しい出会いを求めるのでは
なく、今の関係を大切にする選択を優先さ
せておきましょう。

【恋愛運】恋愛はいったん置いておく状態に
なりそう。趣味や苦手克服などに時間を充
てて、恋愛のスイッチはいったん切ってお
いた方が集中できそうです。

【恋愛運】出会いに恵まれそうです。ただし、
5 人と出会えばそのうちの 1 人は悪縁といっ
た確率もあるので、気を付けておく必要も
ありそうです。自然体を心掛けて、
「出会え
れば良いな」くらいの気持ちでいるのが良
いようです。

【恋愛運】不倫関係や三角関係にある人は、
今年中に結果が出そうな気配です。略奪愛
として成就するか、綺麗に清算するか、こ
の二択になりそうです。この先も関係がた
だ続いていくだけ、といった未来にはなら
ないようです。

【金 運】勝やること成すこと、あまり良い
方向へと進まないようです。絶対的に自信
を持って臨んだことが、あっさりと負ける
結果になることもありそうで、全体的にツ
キに見放されている様子。

【金 運】過度な期待は最初から持たず、質
素倹約を心掛けておくようにしましょう。
他人が思い付かないようなことを思い付く
こともあるので、その勘の良さを活かして
いくことを考えましょう。

【金 運】湯水のごとく支出が増え、金銭的
にピンチを感じることが多そうなこの 12
月。金運もどちらかと言えば悪い方で、あ
まり良い出来事に見舞われることも少なそ
うです。。欲しいものなどは 1 月以降に計
画して、耐えることを学んでおきましょう。
♥ 幸運日：8
× 危険日：2

17
20

24
30

♥ 幸運日：9 15 26
× 危険日：3 18 30

♥ 幸運日：7
× 危険日：1

16
14

射手座

山羊座

水瓶座

魚

11/23 ～ 12/21

12/22 ～ 1/19

1/20 ～ 2/18

2/19 ～ 3/20

【全体運】仕事でも趣味でも、他の人に歩調
を合わせるのではなく、多少自己中心的に
なりつつも自分の意思を優先させた行動を
取ることで、結果の独占といった他者に差
を付ける結果を得られるというものです。

【
【全体運】小さなトラブルをいくつか抱え
そうですが、良くない運気と言えばそれく
らいのものでしょう。全体的に見て、大き
な影響はないようですから、予定は着々と
こなしていくことができるでしょう。

【恋愛運】出会った瞬間に相手との相性を感
じ取ることができたり、好印象を持った者
同士として会ったり、趣味や仕事の面で共
通点が多かったりです。復縁には期待が持
てます。

【恋愛運】復縁、復活愛など、一度切れた異
性との関係修復が向いているようです。完
全に切れた関係であっても、もう一度を模
索してみましょう。時間を置いたことで、
良い関係になれる可能性が大きく存在して
います。

【金 運】仕事がやや不安定になることで、
お金に関しても迷走をしてしまう気配を
持っています。我慢し過ぎることもありま
せんが、多少は息苦しさを感じることにな
るかもしれません。万全の状態で臨み、予
想外の低い結果になって気持ちが沈むこと
もあるでしょう。
♥ 幸運日：4
× 危険日：2

18
14

22
24

【金 運】物欲は抑えつつ、本当に必要なも
の、交際費のみ出していくようにしましょ
う。新しく始める趣味や必要経費では、あ
まりケチることもありません。ただし、吟
味は十分にしておきましょう。
。
♥ 幸運日：3 14 22
× 危険日：9 17 27

【全体運】最後の追い込みに大きな力が発揮
される時期のよう。今年中に終わらせてお
きたいことがあるのなら、一気に集中を高
めて取り組むと良い成果が期待できます。
あきらめたり投げ出したりせず、最後の踏
ん張りを見せてみると良いでしょう。
【恋愛運】相性の良い相手との出会いもあり
そうですが、恋愛感情に変わる前に距離が
できたり、魂の相性は良くてもそもそも相
手との相性の良さを実感することがなかっ
たりで、ちょっとしたズレが発生すること
もありそうです。
【金 運】やや好調のようで勝負強さや運の
良さが発揮されるので、宝くじの購入など
も吉と出ています。ただし、はまり込むの
は危険なので、ほどほどのところで気持ち
を抑える自制心を持つことが肝心でしょう。
♥ 幸運日：3
× 危険日：8

16
15

26
20

22
28

座

【全体運】こんな年の瀬になってガラリと日
常が変わる変化の月になる可能性がありま
す。人との出会いによって、自身の考え方
や価値観によって、生活環境によって等々、
その理由は内外色々と考えられますが、大
きくあなたの日常は変化していく初期段階
に入りそうです。
【恋愛運】良い感じになった異性と、いざと
なったときにすれ違うなどがありそう。一
度タイミングがはずれたときは、その縁に
執着しないことも大切です。
【金 運】時期が時期だけに交際費をはじ
め、なにかと支出が増えることに運気が追
い付いていない状況になっていそうです。
必要かどうかの判断はいつも以上に厳しめ
にするべきで、忍耐を強く求められそうで
す。
♥ 幸運日：7
× 危険日：1

15
13

28
22
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ATLANTA お出かけガイド
Let's plan your outing with Atlanta Hangout Guide!

Event

Spor ts

CHINESE LANTERN FESTIVAL

SUPER BOWL

Zoo Atlanta
800 Cherokee Avenue SE、Atlanta, GA 30315
■■ 11 月 22 日 -1 月 6 日

WORLD OF ILLUMINATION’S ROCKIN’
CHRISTMAS
Six Flags WHITE WATER
250 Cobb Parkway, Parking lotMarietta, GA 30062
https://www.worldofillumination.com/
■■ 12 月 19 日

アメリカ中が沸くスポーツイベ
ントの１つであるスーパーボウル
が、2 月 13 日 ( 日 ) にカリフォル
ニア州ロスアンゼルスのソーファ
イ・スタジアムで開催されます。
ハーフタイムショーは、
Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige and Kendrick
Lamar が決まっています。

PGA TOUR

PGA プロゴルフのツアー
2021-2022 シーズンです。

Mandela Market Days
Holiday Festival
Martin Luther King Jr Corridor
441 Martin Luther King Jr Dr, Atlanta, GA 30314
https://www.eventbrite.com/e/mandela-market-daysholiday-festival-tickets-169737751183
■■ 11 月 12 日 -1 月 2 日

Garden Lights Holiday Nights
Atlanta Botanical Garden
1345 Piedmont Avenue NE, Atlanta, GA 30309
https://atlantabg.org/
■■ 11 月 13 日 -1 月 15 日

■■ 12 月 2 日 -5 日
Hero World Challenge
Albany, New Providence, BAH
■■ 12 月 10 日 -12 日
QBE Shootout
Tiburón Golf Course, Naples, FL
■■ 1 月 6 日 -9 日
Sentry Tournament of Champions
Plantation Course at Kapalua, Kapalua, Maui, HI

NFL Atlanta Falcons
アトランタファルコンズの
ゲーム案内です。
■■ 12 月 05 日
■■ 12 月 12 日
■■ 12 月 19 日
■■ 12 月 26 日
■■ 1 月 02 日

FANTASY IN LIGHTS
CALLAWAY GARDENS
17800 US 27, Pine Mountain, GA 31822
https://www.callawaygardens.com/
■■ 11 月 19 日 -1 月 3 日

対
対
対
対
対

1pm MBZ
1pm
4:05pm
1pm MBZ
1pm

Music
State Farm Arena

1 State Farm Dr,
Atlanta, GA 30303
☎ 404- 878-3000
www.statefarmarena.com
■■ 12 月 12 日
Lil Baby
2021 年
■■ 2 月 5 日		
Billie Eilish
■■ 2 月 12 日
Dua Lipa
■■ 3 月 21-22 日
Justin Biber
■■ 3 月 27 日
Bad Bunny
■■ 4 月 8-9 日
John Mayer
■■ 5 月 15 日
J Balvin

Gas South District

6400 Sugarloaf Pkwy,
Duluth, GA 30097
☎ 770-813-7600
www.gwinnettcenter.com
■■ 11 月 26 日 -28 日
The Nutcracker

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

Fox Theatre

アトランタホークス
ホームゲームのみの案内です。
■■ 12 月 03 日 ( 金 )
■■ 12 月 05 日 ( 日 )
■■ 12 月 10 日 ( 金 )

対
対
対

フィラデルフィア
シャーロット
ブルックリン

クリスマスには

スノーボール

可愛いし、簡単だし、この季節にピッタリ

材料
薄力粉
コーンスターチ
アーモンドルプードル
バター
砂糖
仕上げ用粉砂糖適量
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7:30pm
7:30pm
7:30pm
7:30pm
7:30pm
7:30pm

Theatre

STONE MOUNTAIN
1000 Robert E. Lee Boulevard, Stone Mountain, GA 30083
https://www.stonemountainpark.com/
■■ 11 月 13 日 -1 月 2 日
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対 ヒューストン
対 デンバー		
対 クリーブランド
対 オーランド		
対 シカゴ		
マイアミ		

Coca-Cola Roxy Theatre

タンパベイ
ノースカロライナ
サンフランシスコ
デトロイト
ニューヨーク

NBA ATLANTA HAWKS

STONE MOUNTAIN CHRISTMAS

さくさく

■■ 12 月 13 日 ( 月 )
■■ 12 月 17 日 ( 金 )
■■ 12 月 19 日 ( 日 )
■■ 12 月 22 日 ( 水 )
■■ 12 月 27 日 ( 月 )
■■ 1 月 12 日（水）

70g
30g
50g
70g
50g

7:30pm
6pm
7:30pm

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。

作り方
1. バターは室温に出して 柔らかくしておく。
2. バターをボウルに入れて良く練って砂糖を加えて
泡だて器で白っぽくなるまで混ぜる。
3. 粉類をすべて入れたらゴムぺらでさっくりと混ぜ
合わせる。
4. オープンを余熱で暖めておく。
5. 鉄板にオープンシートをひいて 1.5cm に丸めた
生地を並べていく。
6. 170 度で 20 分位焼く。
7. 完全に冷めたらビニール袋に粉砂糖を入れて , よ
くまぶして完成 !!

●● Broadway Across America
www.broadwayacrossamerica.com
■■ 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

Atlanta History Center
アトランタ歴史博物館

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

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

Stone Mountain Park

Margaret Mitchell House

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)

MLK Museum キング牧師博物館

Atlanta Botanical Garden
アトランタ植物園

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 )

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）

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

Uniquely

AT L

World Of Coca Cola コカコーラ博物館
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

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

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

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

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

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

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

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。
お問合せは Text: 404-510-8534 E-mail: infojp@anisatlanta.com

ANIS

ATLANTA
Monthly Japanese Community Magazine

ANIS ATLANTA - December 2021

35

格闘家の戯言◎高橋督

格闘家の戯言

国際大山空手道連盟
アトランタ支部長 高橋督

全日本大会の黒歴史
今年もあっという間に 12 月である。去年のコロナ問題勃発
から道場の稽古は ZOOM と道場併用だったが、今年の７月から
は鬱陶しい ZOOM は止めて、コロナ前と変わらない稽古ができ
るようになったの事が本当にうれしい。
コロナ前とほぼ一緒といってもさすがにまだ大会は開催でき
ない。通常は３月サンフランシスコ、５月アラバマ、10 月ニュー
ヨーク、11 月日本、12 月アラバマと５回大会があるのに、去
年からそればゼロである。特に 11 月の全日本大会がないのが
きつい。
何がきついかと言えば 11 月の日本トリップの最重要課題は、
正月用の食材を手に入れる事なのだ。もちろんアトランタでも
一通りもものは揃えられないことはないのだが、やはり日本で
正月用の食材を仕入れてきたという満足感と共に食べるおせち
は別格である。
11 月の全日本大会には主審としていくのがメインであるが、
２回だけ自分自身が試合に出場するために帰国したことがある。
その時の楽しい思い出。
40 歳も過ぎて試合も数年前に引退して指導者に専念していた
ころ、私の生徒が大会で上位入賞や優勝しているのを見ている
と「あれ？大会で優勝しているこいつらと道場でガチンコで組
手やって負けないオレって、もしかしてオレ自身が大会にでて
も勝てるんじゃねーの？」と変なムシが体の中で騒ぎ出し、最
高師範の「お前はもう年なんだから試合に出なくていいよ」と
いう言葉に全く聞く耳を持たず強硬出場した。
結果は準決勝で負けて３位決定戦は負傷棄権で４位。「ま、そ
こそこ存在感出せたからいいか」と結果には満足だったが、身
体はボロボロだった。試合に怪我は付き物なので怪我をするの
はいいのだが、若い頃は１週間で治った怪我が１か月以上たっ
ても治らない現実を見て「これで試合は終わり」と踏ん切りが
ついた。
のもつかの間「今年の全日本大会から 40 歳以上のシニア部
門を作るけどお前どうする？空手はいくつになっても楽しめる
ものでなくてはいけない。もちろん試合でも若い選手とは違う

試合ができるんじゃないか？シニアは我慢しちゃだめだよハハ
ハ」と悪魔のささやきが…。
私の現役時代の主戦場はアメリカだったし、日本ではまだ試
合をしたことがないので、全日本チャンピオンの肩書も欲しい
と色気が出て「オス、出ます」と即答していた。
初めての日本での試合、場所も今は亡き横浜文化体育館。
1988 年８月８日アントニオ猪木対藤波辰爾の 60 分時間切れ引
き分けという伝説の試合が行われたプロレスの聖地である。お
まけに当日は新日本プロレスの永田裕志選手も応援に来てくれ
ている。舞台は整っていた。
わすれもしない初戦。今から考えると最高師範がいなかった
のも手伝ったのか、あの時は確実に何かが私に降りてきていた。
それも良いモノではかなり悪いものが。
空手の大会といえば礼に始まり礼に終わる、勝ち負けは別と
しても相手をリスペクトする振る舞いが非常に大切だが、事の
時は私に何か降りてきちゃったせいでリスペクト一切無視で観
客をドン引きさせる試合をやらかした。
試合開始の太鼓がなって相手が構えても私は一切構えないで
腰に手を当てて仁王立ち。相手が困って叩いてきてもそのまま
である。両手をあげて効いてないよのアピール付き。場内がざ
わつきだしたので、こちらも攻撃をしたが態度は悪いままだっ
たが、その感じで午前中の予選２試合を勝ち上がり、午後の準
決勝。
午後からは最高師範も本部席に座っているのでマジメな試合
を展開して目標通り優勝できた。今になって思えば、もし私が
主審をしている試合であんな態度をとる選手がいたら速攻で注
意して、それでも直さなかったら主審権限で失格にするところ
だ。
来年くらいはさすがに全日本大会開催の予定らしい。１年先
の話だが、この１年の時間が経つ速さを考えたらきっとあっと
いう間だろう。とはいえコロナ相手に油断は禁物。皆様良いお
年をお迎えください。オス。

日本にて学生・研究者用のビザ関連書籍を出版
大蔵昌枝弁護士 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/
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クラシファイド広告

クラシフ ァイド広告
Cl a s s i f i ed

一般求人
オフィスアドミン募集

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

中藤レストラン スタッフ募集

植月歯科医院

Daisuki Sushi Izakaya

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

（Henderson Mill Dental Care）
歯科アシスタント募集。フルタイム、福
利厚生有、要労働ビザ・日英バイリンガル・
コミュニケーションができる方、２年以
上の経験者・Dentrix 経験者優遇
E Carrers@hendersonmilldentalcare.com

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

住み込みのメイド募集

軽い食事の用意、洗濯、掃除などをして
いただける人を募集しています。
詳細は永田まで 404-512-1938

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

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

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

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

湖ラーメン

サーバーを募集しています。
詳細は Liu まで 678-682-3400

Gekko Sushi スタッフ募集

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

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

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
食行くかーい！（食育会）

月 1 回 手 作 り の 美 味 し い 物 を 作 り、 一
緒に味わいながら身体に良い事をお
話 し し ま せ ん か？ 詳 細 に つ い て は
shokuikukai55@gmail.com

ジョージア剣道メンバー募集

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

Sakura Sushi Bar

野球・ソフトボールメンバー募集

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

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

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

はじめ スタッフ募集

スタッフ募集

授

寿司シェフを募集しています。
詳細は Jack まで☎ 770-906-6936

MIYABI サバナ GA

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

教

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

Duluth

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

春一番

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

HIRO RAMEN & TEA BAR

従業員募集。詳細は☎ 770-335-3070

従業員募集。詳細は☎ 470-428-2388

花水木レストラン FL

アニスアトランタは

あなたのビジネスを応援します !!

クラシファイド申込方法
送付先：ANIS

◆◆ 料

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

クラシファイド広告募集

ATLANTA

4514 Chamblee Dunwoody Rd,
Suite 249
ATLANTA, GA 30338
Phone: 404-510-8534
E-mail:infojp@anisatlanta.com
金

見出し 13 文字ｘ 2 行以内 + 本文 20 文
字ｘ 4 行以内
左記の基本パターン 1 号に付き 15 ドル、
1 行につき 2 ドル追加
◆◆ 追加料金 写真・ロゴ掲載料：1 件につき 10 ドル
◆◆ 掲載期間 1 回の申し込みにつき 1 カ月
◆◆ 締め切り 毎月 15 日まで到着分となります。
上記は締切りの目安であり、印刷スケ
ジュール及びスペースの都合上、変わる
可能性がありますのでご了承ください。
◆◆ 申込方法 E メールにてご連絡ください。
◆◆ 支払方法 チェック、マネーオーダー。
< 前払い＞ ＊掲載料の返金は一切できませんので
ご了承ください。
＊リターンチェックの場合は手数料 10
ドルをいただきます。
尚、求人広告は無料です。

ANIS ATLANTA Classified Ad Information

Rate $15 for 2 title lines and 4 main contents lines.
1 title line 13 Japanese characters or about 25 English
characters.
Additional lines $2 per line
Logo / Pictures Fee $10 each.
Translation Fee $5

●● Advance Payment is required to place your ad. Pay with Check
or Money Order.
●● All ad must be received by the 15th for the issue.
●● No refunds in any case.
●● 掲載された広告内容に関しましてはアクシスは一切責任を
負いかねます。
●● 広告掲載をされる場合、内容によっては掲載をお断りする
こともありますので、ご了承ください。また、レイアウ
トの都合上、広告掲載時の行数は異なる場合があります。
We do not accept responsibility for ads appearing on this
magazine. we may refuse to place the ad if the contents is not
suitable for the magazine. The number of the line may differ
from the original form for the layout reason.
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編集後記
次回 2022 年 1 月号は
1 月 5 日ごろ配布予定

いよいよ師走。年の瀬が迫ってきました。12 月と聞くだ
けで、なにか心がそわそわします。日頃忙しくて手抜きの
分、年末の大掃除はしっかりやろうと思い、ちょっと早め
ではありますが、少しずつですが片づけはじめています。
今年は忘年会やクリスマスなどのイベントなどもあり、
ちょっとだけ華やいだ楽しい時間を過ごせることになるよ
うです。やはり何処か気持ちに緊張感を持ってしまいます
が、皆で集まって 1 年を振り返ることができるのは、とて
も嬉しいことであります。

ANIS ATLANTA
NO. 24
December 2021

今年 1 年間を振り返ってみると、これで良かったのかど
うかわからないことがいっぱいあります。後悔しないで生
きてていくのは、本当に難しいとつくづく実感しています。
来年に向けての課題ですが、何が自分にとって必要なもの
なのかを見失わないようにすること、そして今までの習慣
を思い切って変えてみることなど、少し意識するだけで変
化があるのではと思っています。
本年も 1 年間ありがとうございました。皆様が、穏やか
に年末年始をお迎えになれます事、新しい年が少しでも良
い年になります事をお祈りしております。
次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。
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Atlanta, GA 30338
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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
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All rights reserved. No part of this publication may be
reproduced in any form without permission from ANIS
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ANIS ATLANTA は以下の場所に配布されています
ジョージア州：
アトランタ主要日本食レストラン

アトランタ総領事館 ジョージア日米協会

ウエストミンスター日本人教会

倉岡クリニック

ジョージア日本語補習校

アトランタ日本語バブテスト教会

ICAGeorgia

アトランタ公文アカデミー

ウィンタースチャペル幼稚園

日系美容室

アジアンスーパー

他

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

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