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ち料理で疲れた胃を休め、野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄
養素を補うという効能がある。

1 月 11 日　鏡開き
　正月に年神様に供えた鏡餅を雑煮や
汁粉にして食べ、一家の円満を願う行
事。
　武家社会の風習だったものが一般化
した。刃物で切るのは切腹を連想させ
るため、手や木鎚で割ったり、砕いた
りする。また、「切る」という言葉を
さけて、「開く」という縁起の良い言
葉を使っている。
　地方によって日が違い、京都では 4 日に、ほかに 20 日に行
う地方もある。

1 月 15 日　マーティン・ルーサー・キングデー
　Martin Luther King Jr. は、アフリカ系アメリカ人公民権運動
の指導者で、「キング牧師」として知られており、”Civil Rights 
Act”（市民権法）が制定される流れを作った人物です。
　キング牧師のことは、人類の平等を訴えた "I have a dream."

（私には夢がある）で始まる演説があまりにも有名です。その
功績が認められ、ノーベル平和賞を受賞しました。

1 月のカレンダー
1 月 01 日 元日 (New Year's Day)
1 月 07 日 七種，七種粥
1 月 11 日 鏡開き
1 月 15 日 キング牧師誕生日

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

1 月 02 日　初夢
　昔から初夢で 1 年の吉凶を占う
風習がある。
　初夢の夜は大晦日、元日、正月
2 日、節分等があるが、一般には
正月 2 日の夜の夢が初夢とされて
いる。
　室町時代から、良い夢を見るに
は、七福神の乗った宝船の絵に「永
き世の遠の眠りの皆目覚め波乗り
船の音の良きかな」という回文 ( 逆さに呼んでも同じ文 ) の歌
を書いたもの枕の下に入れて眠ると良いとされている。これで
も悪い夢を見た時は、翌朝、宝船の絵を川に流して縁起直しを
する。

1 月 07 日　七種，七種粥
　春の七種を刻んで入れた七種粥を作って、万病を除くおまじ
ないとして食べる。
　七種は、前日の夜、俎に乗せ、囃し歌を歌いながら包丁で叩
き、当日の朝に粥に入れる。呪術的な意味ばかりでなく、おせ

1
JANUARY

1 月のカレンダー
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Efforts and courage are not enough without purpose and 
direction. 目的と方針がなければ、努力と勇気は十分ではない。

We need men who can dream of things that never were.
私たちは、今までになかったものを夢見ることができる人々を
必要としている。

Ask not what your country can do for you; ask what you can do 
for your country.
国があなたのために何をしてくれるのかを問うのではなく、あ
なたが国のために何を成すことができるのかを問うて欲しい。

Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.
楽な人生を願い求めるな。より強い人間になれるように願いな
さい。

The time to repair the roof is when the sun is shining.
屋根を修理するなら、日が照っているうちに限る

Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
大きな失敗を恐れない者だけが、偉大なことを成し遂げる。

When written in Chinese, the word ‘crisis’ is composed of two 
characters. One represents danger and the other represents 
opportunity.
中国語で書くと、危機という言葉は二つの漢字でできている。
ひとつは危険、もうひとつは好機である。

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：　ジョン・F・ケネディ
国　：　マサチューセッツ州ブルックライン
生　：　1917 年 5 月 29 日 -  1963 年 11 月 22 日
職業：　政治家。第 35 代米国大統領

　1917 年 5 月 29 日、マサチューセッツ州ブルックラインの
ケネディ一家に次男として生まれる。
　父はアイルランド系移民の実業家。母方の祖父はアイルラン
ド系米国人の有力者としてボストン市長、下院議員を務めてい
る。ケネディは生まれつき背骨に障害があり、生涯、背骨の痛
みに悩まされた。
　1940 年にハーバード大学を卒業。第二次世界大戦では南太
平洋で魚雷艇を指揮。困難な状況下、部下と生還したことで英
雄となる。戦後、政界入りし、1947 年～ 1953 年に下院議員、
1953 年～ 1960 年に上院議員を務める。そして 1960 年の大
統領選挙に民主党から出馬し、共和党のリチャード・ニクソ
ンを僅差で破り当選。選挙で選ばれた最も若い大統領（43 歳）
となった。カトリック教徒、アイルランド系としても初の大統
領であった。
　年若い大統領としてケネディは、自らを「米国民の新しい世
代」の一員とみなし、同世代の人々に対し て、より良い世の
中に向かって働くよう呼びかけることを恐れなかった。就任演
説の中の最も有名な部分 でケネディは、米国民に自己利益を
超えて、自分の国のために働くよう促し、「あなたの国があな
たのため に何ができるかを問うのではなく、あなたがあなた
の国のために何ができるのかを問うてほしい」と述べた。
　大統領在任中にはピッグス湾事件、キューバ危機、ベルリン
の壁の建設、米ソの宇宙開発競争など、多くの歴史的事件に取
り組む。
　1963 年 11 月 22 日、遊説先のテキサス州ダラスにてオープ
ンカーでパレード中に狙撃され、暗殺される（享年 46）。
　調査当局は逮捕されたオズワルドの単独犯行という結論を出
しているが、多くの陰謀論も唱えられている。

偉人の名言

偉人の名言
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ニュースダイジェスト
米でインフルエンザ発生、拡大の兆し
　米疾病対策センター（CDC）は 12 月 19 日までに、昨年は
ほぼ影を潜めていたインフルエンザの発生が米国内の多くの場
所で現れ始めていると警告した。

　CDC のインフルエンザ対策チームを率いるマニシュ・パテル
博士が米国の臨床医との間で最近開いた連絡会議で述べた。イ
ンフルエンザが流行すれば、新型コロナウイルスのオミクロン、
デルタ両変異株の猛威に加えた公衆衛生対策の「三重苦」にな
りかねず、医療態勢への負担がさらに増すとの警戒感が強まっ
ている。
　同博士によると、過去 18 カ月間に米国内ではインフルエン
ザの活動がなく、世界的に見ても南半球や北半球で最小限の水
準にとどまった。同チームによるインフルエンザ監視が始まっ
て以降、見られなかった現象だったとしその理由はまだ判断が
つかないとも説明した。
　CDC によると、12 月の第 1 週に入り、インフルエンザに感
染して 841 人の入院が記録された。前週の 496 人から増えて
いた。
　CDC はインフルエンザに関する週ごとの報告書で、発生の水
準は総じて低い段階だが、クリニックや公衆衛生研究所は最近、
検査での陽性診断の増加を伝えていると指摘。ウイルスの検出
は 5 ～ 24 歳の若年層が大半だが、25 歳以上の成人の間での
比率も最近の数週間、拡大しているとした。
　CDC は先月下旬、若年の成人や大学生の間でインフルエンザ
発生の件数が増えており、流行の新たなシーズンの始まりを意
味する可能性があるとも分析していた。

年越しイベントが中止に
　世界各地で新型コロナウイルスの感染拡大が続き、オミクロ
ン株への懸念が指摘されるなか、中国政府は来年２月初めの春
節（旧正月）に向けて厳しい移動制限を発表した。また欧州で
は年越しイベントの中止などが相次いでいる。
　中国では例年、春節の大型連休に帰省や旅行で大勢の人が移
動する。だが年明けにかけて感染力の強いオミクロン株が世界
で広がることが予想されるうえ、２月には北京冬季五輪も予定
されていることから、国家衛生健康委員会（NHC）は 12 月 18 日、
国民の移動を厳しく制限する方針を明らかにした。

　直近２週間に 10 人以上の感染者が確認された地域を「高リ
スク」、10 人未満の地域を「中リスク」に指定し、どちらも春
節期間中の住民の移動を原則として禁止。公務の出張や交通機
関での勤務には特別な許可を取り、48 時間以内に受けた検査
の陰性証明を提示するよう求めた。「低リスク」地域の住民に
対しても期間中は移動を控えるよう勧告し、市外へ出る場合は
陰性証明を義務付けた。
　欧州ではオランダが 12 月 19 日から新たなロックダウン（都
市封鎖）措置を導入。フランス当局は 12 月 17 日、大みそか
に屋外で開催される大規模イベントの禁止を発表し、来年初め
にはオミクロン株が主流になると警告した。デンマークも映画
館や劇場の閉鎖、店舗内の人数制限に踏み切る方針を示した。
　イタリアではローマなど複数の都市で、新年の祝賀行事が中
止された。ナポリを中心とする南部カンパニア州は 12 月 23
日から元日まで、公の場での宴会や飲酒を禁止。ベネチアも野
外コンサートと大みそかの花火大会を中止した。
　アイルランドは 12 月 19 日日以降、レストランとバーの営
業を夜８時までとし、屋内外のイベントの人数を制限する。
 

ニュースダイジェスト
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トヨタ、EVに４兆円投資
　トヨタ自動車は 12 月 14 日、電気自動車（EV）に４兆円を
投資すると明らかにした。ライバル各社が進める EV 開発競争
に追いつくための取り組みを進める。
　トヨタによれば、2022 ～ 30 年にバッテリーで稼働する EV
の開発に４兆円を投資する。テスラやゼネラル・モーターズ

（GM）、フォルクスワーゲン（VW）といったライバルに対する、
より真剣な挑戦の始まりとなりそうだ。

　トヨタの EV 販売は現在、毎年数千台の水準にとどまってい
る。しかし 30 年までには最大 30 車種を展開する計画で、年
間 350 万台の販売を目指すとしている。
　トヨタは昨年度、世界全体で約 900 万台を販売しており、今
回の EV の販売目標は昨年度の販売台数の 3 分の 1 以上となる。
　トヨタは高級ブランド「レクサス」の EV の販売台数につい
て 30 年までに全世界で 100 万台とするとの見通しを掲げる。
30 年までに欧州や北米、中国で販売するレクサスはすべて EV
とする。
　トヨタはハイブリッド車（HV）や水素を使う燃料電池車（FCV）
では先駆者だが、EV では一部の主要自動車メーカーよりも市
場拡大の取り組みは遅れていた。

「スパイダーマン」興行収入、史上 3位の 287 億円
　スーパーヒーロー映画「スパイダーマン」シリーズの最新作

「スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム」が北米で公開され、
興行収入は推計 2 億 5300 万ドル（約 287 億円）となったこ
とがわかった。ソニーが明らかにした。
　この金額は、公開初週の成績としては史上３位で、12 月公
開の作品としては史上１位となった。また当初の興収予想を

１億 2300 万ドルも上回った。公開初週の興収で今回の金額を
上回っているのは 2019 年公開の「アベンジャーズ／エンド
ゲーム」と 2018 年公開の「アベンジャーズ／インフィニティ・
ウォー」のみ。

　「ノー・ウェイ・ホーム」は今年公開された映画の中で最も
多くの収入をあげた作品となったほか、「スパイダーマン」シ
リーズとしても、ソニー・ピクチャーズの作品としても最高の
成績となった。ソニーによれば、世界全体の興行収入は 5 億
8720 万ドル。
　今作にはトム・ホランドが演じるピーター・パーカーと、ゼ
ンデイヤが演じるＭＪが登場し、「マルチバース」からやって
きた悪役たちと対決する。

タイガー・ウッズ、自動車事故後初の大会出場
 　米プロゴルファーのタイガー・ウッズ（45）がこのほど、
２月に起きた自動車事故後初となる大会出場を果たした。ウッ
ズは事故により足に重傷を負っていた。
　ウッズは 12 月 17 日、フロリダ州オーランドで、息子のチャー
リー君（12）とともにコースを回った。ウッズはチャーリー君
とともに、エキシビション大会「PNC 選手権」に参加。同大会
ではゴルファーと家族がペアを組んで 36 ホールを回る。
　ウッズとチャーリー君は、スイングや喜び方、バーディーパッ
トなどがよく似ていることで知られている。
　ウッズはツイッターへの投稿で、長く困難な年だったが、息
子のチャーリー君と一緒に PNC 選手権に出場して１年を締め
くくることにとても興奮していると述べた。ウッズは「父親と
してプレーする。これほど興奮して誇らしいことはあるだろう
か」と述べた。ウッズがティーショットを打つ際には多くの観
衆が集まり、歓声を送って復帰を歓迎した。
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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。

や、刃物や鋭いヤシの葉によるケガを負っている。働き手を確
保する目的で、誘拐される子どもたちさえいるという。

米アイス企業、動物を使用しない乳製
　女性の LGBTQIA+（性的少数者）が起業したアイスクリーム
企業クールハウス（Coolhaus）は先日、非公開の金額でザ・アー
ジェント・カンパニー（The Urgent Company）に買収された。
同社は今後数カ月で、動物を使用せず作られた乳製品を使った

「アニマルフリー」のブランドに完全移行する。

　クールハウスの現在の最高経営責任者（CEO）で共同創業者
のナターシャ・ケースと、最高財務責任者（CFO）のライアン・
ベネットは、それぞれザ・アージェント・カンパニーのブラン
ド体験担当社長とオペレーション・統合担当上級副社長に就任
する。2020 年に 3 億ドル（約 340 億円）以上を調達後、ザ・アー
ジェント・カンパニーを独立系の消費者向け包装商品（CPG）
企業として立ち上げたのは、食品技術系スタートアップのパー
フェクト・デー（Perfect Day）だ。
　ザ・アージェント・カンパニーは現在、ポール・コルソフが
経営し、同社ではアニマルフリーの乳たんぱく質を使ったブラ
ンドとしてブレーブ・ロボット（Brave Robot）、モダン・キッ
チン（Modern Kitchen）、カリフォルニア・パフォーマンス・コー

（California Performance Co.）の 3 つを提供している。
　クールハウスはサステナビリティの取り組みを強化すべく、
パーフェクト・デーのアニマルフリーの乳製品材料を使い、今
後数カ月で完全なアニマルフリーのアイスクリームブランドへ
と移行する。現在乳製品を使わず提供されている商品は、その
まま乳製品不使用で提供される予定だ。
　コルソフは「アニマルフリーの乳製品への移行が完了後、クー
ルハウスのファンが期待できる唯一の変化は、既に知っている
大好きな商品によりもたらされる環境への影響が減ることだ」
と述べた。

FOOD & HEALTH
スーパーフードのアサイー「人的損失」の要因に
 　多くの人が毎日のように、あるいは時々のぜいたくとして
楽しみ、スパでの施術にもよく使われている魅惑的なパープル
ピンクのフルーツ、アサイーベリー。だが、その魅力もいくら
か失われてしまうかもしれない。汚染や食中毒が報告されたと
いうことではない。アサイーが健康に良いことは、間違いない。

　アサイベリーは、南米原産のヤシ科の植物、アサイーの果実。
ブルーベリーやブラックベリーなどその他の多くのベリー類と
同様に、抗酸化物質や何種類かのビタミン、少量の食物繊維を
含んでいる。
　この“スーパーフード”と呼ばれるアサイーのサプリメント
についてはもう一つ、少し落ち着いて考えてみるべき、あるい
はいっそのこと、摂取をやめてしまった方がいいかもしれない
理由があることが分かった。
　アサイーそのものが問題なわけではない。問題は、「スーパー
フードである」と過剰に宣伝されていること、そして、そのア
サイーの果実がどのように収穫されているかということだ。
　米紙ワシントン・ポストが報じたところによると、高さ
20m 近くにまで成長するアサイーの木は幹が細く、大人には
登って果実を収穫することができない。そこで駆り出されるの
が、5 歳くらいの子どもたちだ。
　子どもたちはナイフを手に持ち、アサイーの木に登り、たく
さん実を付けた枝を切り取って集める。バケツに収められたア
サイーの実の多くは、米国に送られ、加工され、10 ～ 15 ドル（約
1140 ～ 1700 円）のアサイーボウルや、スムージーとして販
売される。
　“ブラックゴールド”として知られるアサイーの実を収穫す
るために駆り出される子どもたちは、ブラジルでは法律によっ
て守られていない。この仕事をする子どもたちの多くが、転落

FOOD & HEALTH
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Happy New Year ！アメリカのお正月習慣をご紹介

Happy New Year!
　新年を祝 うのは世界的な風習です 。ア
メリカも例外ではあ りません。大声で

「HAPPY NEW YEAR!」と叫んだり、歌を
歌ったり、縁起のよい物を食べたり飲ん
だりして過ごすことが一般的です。
　ただ、アメリカは国土が広く西と東で
時差が 3 時間もあるため、地域で新年を
迎えるタイミングが違います。
　また、キリスト教の国であるアメリカ
は 1 月 6 日までクリスマスツリーを飾る
習慣があり、お正月になっても飾られて
います。
　こう見ると、日本とアメリカの新年の
祝い方は随分違うことがわかります。

アメリカでは大晦日に
　　　掃除する習慣はない
　アメリカのほとんどの家庭では大晦日
に掃除するという習慣はありません。
理由としては、アメリカの半数くらいの
地域はめちゃくちゃ寒くて、暖炉とかも
片付けられないので掃除ができないこと
が起因しているようです。
　逆にアメリカでは暖かくなってくる春
先にスプリング・クリーニングという形
で大掃除する家庭が多いです。
　「New Year's Eve」ではほとんどの人が
少なくとも半日働いている人が多いです。
　大晦日の関係でアメリカではほとんど
のお店が通常よりも早く閉まってしまう
ことが多いので買い物をする際は気をつ
ける必要があります。

アメリカで大晦日に
　　かかせないものってなに？
　アメリカで大晦日に行われるイベント
は一応そこそこありますが、日本のよう
に「初詣」や「年越しそば」みたいにコ
レ！って定番は決まっていません。
　アメリカでは皆で集まってわいわい
パーティをしながら、とにかく楽しくあ
かるく新年をむかえることが多いです。
　１番有名なのは、ニューヨークのタイ
ムズ・スクエアのカウントダウンではな
いでしょうか？
　大晦日の夜には沢山の人がタイムズス
クエアに集まって、皆で明るく新年をむ
かえるのです。

Happy New Year! アメリカの
お正月習慣をご紹介
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タイムズ・スクエア・ボール （球）
Dropping of the Times Square Ball 
　ニューヨーク市のタイムズ・スクエア
にある一軒の大きなビルの上にある旗竿
の上に不思議なボールがあります。この
ボールが年越しのカウントダウンに使わ
れます！ LED システムがついており、か
なり派手なものです。

　1907 年ごろからの歴史があるもので、
毎年 12 月 31 日の午後 6 時からニュー
ヨーク市のタイムズ・スクエアにはタイ
ムズ・スクエア・ボールが落ちる様子を
見るために、大勢の人が集まります。集
まった人には、大きな風船や帽子などが
配られます。このイベントは、始まった
当初と比べるとかなり大きなイベントに
なっており、タイムズ・スクエアの様子
を中継したり、有名人が演奏をしたりし
ます。
　ボールが落ちるのは午後 11 時 59 分
からです。スペシャルゲストがボタンを
押してボールを落下させます（本当のボ
タンは管理棟にある）。でも、皆が一番
盛り上がる時が０時になるまでの 10 秒
間。最後の 10 秒になったらカウントダ
ウンが始まります！皆が一斉に 10 か ら 
0 ま で を 数 え て 0 に な っ た ら 皆 が

「HAPPY NEW YEAR!」と大声を上げて 
1,500 万キロの紙吹雪が舞い、花火が打
ち上げられます。イベントが終わったら
その後の掃除が想像を超えるほど大変で
ゴミの量は 5 万 2 千キロのごみにも達す
ると言われています！

ピーチドロップ
Peach Drop
　アトランタの大晦日の伝統である、ピー
チドロップが戻ってきました。
　ピーチドロップは 2021 年 12 月 31 日
にアンダーグラウンドアトランタで開催
され、アトランタのヒップホップグルー
プであるグッディーモブとグラミー賞を
受賞したアシャンティによるパフォーマ
ンスが行われます。コロナにより 2 年間
キャンセルされていただけに、とても嬉
しくなります。

　こちらもカウントダウンともにピーチ
が落ちる様子を見るために 6 万人が集ま
り、紙吹雪が舞い、花火が打ち上げられ
ます。

新年の抱負 
New Year’s Resolutions 
　アメリカ人は新年に向けて来年こそ自
分の成し遂げたい事を考えます。これを
英語で New Year's  Resolution ( 新 年 の 
抱 負 ) と言います。一般な新年の抱負と
しては、痩せること、運動すること、節
約することなどです。
　新年こそ痩せようと思う人が数多くい
るのではないでし ょうか。特別な日に自
分の抱負を決めれば成功率が上がるとい
う説があります。
と　は言っても調査によればこの新年の
抱負を途中であきらめる人は８割を占め
ます。最後までやり遂げるには、「新年に
痩せよう」と思うよりむしろ具体的に考
えて「新年から２週間ごとに１キロずつ
痩せていこう」と思った方が、新年の抱
負が実現すると言われています。

迷信・Superstitions
　新年をさわやかにスタートするために
12 月 31 日にすべての洗濯をする家庭は
少なくないと思います。新年をさわやか
なにスタートするためだけではなく、悪
い事を避けるためでもあります。
　でも新年の最初にやることは一年中や
らなければいけないことになるという迷
信があります。例えば、新年最初のやる
ことが洗濯だったら、一年中目いっぱい
の洗濯におわれて大変な年になるという
ことになります。
　また、新年になってから去年の汚い服
を洗濯してしまったら愛しい人が人生か
ら洗い流されるのと同然だ！という考え
方があります。大変な家事を避ける、愛
しい人がずっといてくれるようにと願っ
て多くのアメリカ人はこういうことをし
ます。

年越しカウントダウンの過ごし方は様々



ANIS ATLANTA - January 202216 

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。
ぜひ感想などお聞かせください。
hitomitownsend@gmail.com 
Instagram : mynaturallife.hitomi　

アロマテラピー

香りがもたらす癒しのパワー

　アロマテラピーは「リラックスするためのもの」と限定して考えている人も少なくないかと思います。植物
の持つパワーはリラクゼーションだけのためではありません。フランスなどでは古くから医療の場でも使用さ
れてきていますし、最近はアメリカや日本を含むいろいろな国の医療現場で、メディカルアロマとして見直さ
れてきています。今回はリラクゼーションにとどまらない使い方をいくつかご紹介しましょう。

エッセンシャルオイル一滴のパワーとオイルの質
　エッセンシャルオイル一滴は、レモンのエッセンシャルオイル 15ml を作るために約 75 個のレモンが必要と
言われています。ローズですとレモンの 1/3 の量である５ml を作るためには、薔薇の花びらを 252,000 枚（も
しくは８千個のつぼみ）が必要といわれています。このように植物の重要な成分がぎゅっと濃縮されてできて
いるのがエッセンシャルオイルなのです。ですからエッセンシャルオイルの一滴のもつ力はとてもパワフルで、
植物の濃縮されたパワーとも言えます。植物の栽培法、土壌、植物の採取後の処理や抽出工程によっても、た
とえ同じ植物の同じ部位から取れたエッセンシャルオイルだとしても香りの質が全く変わってきます。野菜も
同じですよね。同じトマトでも土地、栽培法などによって味や成分が全く異なってきます。
　例えば、農薬を使って栽培された植物と、しっかりとした土壌管理の元、農薬などを一切使わずに育てられ
た植物が同じ工程で抽出されてエッセンシャルオイルになったとします。農薬をつかって育てられた植物から
は、エッセンシャルオイルに抽出されるときに一緒に農薬の化学物質が混入してしうわけです。この様な理由
から、質の良いエッセンシャルオイルを選ぶということはとても重要です。

アロマテラピー◎タウンゼント瞳
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ダイエットにエッセンシャルオイルを！
　アメリカのホリデーシーズンに日本のお正月。美味しいご
馳走のあるホリデーが続くとお腹もそろそろ休憩が必要にな
るし、そろそろダイエットもしなくては、と新たに目標を立
てた人も少なくないはずです。今回は消化器系とダイエット
に役立つエッセンシャルオイルをいくつかご紹介します。

（注意：なお使用に関してはオイルを販売している会社の使用上の注意書きや
指示に従い、個人の研究と自己責任において使用してください。）

消化器系をサポートするオイル

ダイエットをサポートするオイル

レシピ１
ペパーミント...................................２滴
ジンジャー........................................１滴
フェンネル........................................２滴

清潔な容器にキャリアオイル（スイートアーモンドや分留
ココナツオイルなど）10ml とエッセンシャルオイルを混
ぜて、腹部などの不快な部分に塗りながらマッサージする。

レシピ２
ジンジャー........................................１滴
フィンネル........................................２滴
ラベンダー........................................５滴

エッセンシャルオイルとエプソンソルト 1/4 ～ 1/2 カップ
を蓋付きの容器に入れ振り混ぜてバスソルトを作る。半日
以上置いてから使うのがベスト。湯量に合わせて使用量を
調節する。疲れた消化器系を休ませてくれるブレンド。

レシピ３
グレープフルーツ..........................３滴
サイプレス........................................２滴
ジュニパーベリー..........................１滴

キャリアオイル（スイートアーモンドや分留ココナッツオ
イルなど）10ml とエッセンシャルオイルを混ぜ、お風呂上
がりなどに気になる部分にマッサージしながら塗り込む。

レシピ４
グレープフルーツ..........................５滴
サイプレス........................................２滴
ジュニパーベリー..........................２滴
ジンジャー........................................１滴

エプソンソルト 1/2 ～ 1/4 カップ（作り方はレシピ２を参
考のこと）発汗を促し、やる気を出してくれるオイルです。

ペパーミント

清涼感のあるオイルで、胃
の不快感から腸の不調など
消化器系のあらゆる症状に
対応してくれる万能オイル。

グレープフルーツ

ダイエットといえば欠かせな
いオイル。むくみ、食欲抑制、

セルライト減少に効果的。

フェンネル

便秘、消化、とくに腎臓や
肝臓に働きかけます。古代
エジプトから数千年にわた

り使用されています。

サイプレス

スーッとした清涼感のある香
り。セルライトの減少、むくみ、

利尿作用があります。

ジンジャー
吐き気、消化不良などに効
果的。つわりなどの不快感
にも使われています。生姜
が風邪予防や消化不良に効
果的なのと同じようにエッ
センシャルオイルもとても

パワフルです。

ジュニパーベリー

ヒノキ科の植物。身体や精神
の浄化に良いとされ、デトッ
クス、利尿作用があります。
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ウインターコンサート◎ ICAGeorgia

　2021 年 12 月 8 日、ジョージア・チャーター学院（ICA ジョージア）
ではウインターコンサートが行われました。
　ウインターコンサートには、保護者、学校関係者、在日本国アトラン
タ総領事館の福永領事、またジョージア衆議院議員のムーアさんもご出
席され、笑顔のあふれる素晴らしいコンサートとなりました。
　タッカー校長先生より歓迎のご挨拶のあと、理事長のジョンソン・ロ
バート氏がチェロを演奏を披露されました。そして幼稚部の「山の音楽家」
の合唱がはじまると、そのかわいらしい声とダンスに思わず笑みがこぼ
れます。沢山練習されたのだと思うと、本当に感動してしまいます。
　5 年生は、「枕草子」の朗読を披露されました。古文の難しいいいまわ
しを、とても上手に朗読されているのを聞き、日本古典の代表的な文学
を熱心に勉強されているととても感心いたしました。
　ICA ジョージアは、州立のチャーター公立学校で幼稚園から 5 年生ま
での日本語 / 英語の二言語イマージョン教育を専門としています。季節
ごとに様々なイベントを行い、児童達が活気のある学校生活を送れるよ
うに努めていらっしゃいます。
　グローバルな環境で学べることができる、ジョージア・チャーター学
院へのお問合せは、https://www.internationalcharteracademy.org/ から
お願いいたします。

ウインターコンサート
Kindergarten.&5th.Grade.Winter.Concert
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The Japan-American society of Georgia
ジョージア日米協会・年次晩餐会

　去る 12 月 14 日 ( 木 ) ピドモント・ドライビング・クラブにて、ジョージア日米協会（JASG）主催の第 42 回年次晩餐
会が催されました。在アトランタ日本国総領事館の竹内総領事をはじめとし、会場には約 250 名の参加者が集まり、恒例
のサイレントオークションや JUNKO FUJIYAMA さんのピアノ演奏とともにディナーを楽しみました。
　今回はジミーカーター大統領の Lifetime Achievement Award 受賞式として、お孫さんでカーターセンター会長のジェイ
ソン・カーター氏をお招きしました。ジミーカーター大統領がつないで下さった日本とジョージアの深いつながりなどを知
る良い機会となりました。
　恒例の晩餐会は、アトランタの異文化理解交流の場となっており、ジョージア州でビジネスを行う日本人リーダーの方々
をはじめ、州内の米系企業はもとより日本でビジネスを展開する米系企業の方々等が参加されております。
今後の協会の活動等に関しては、ジョージア日米協会のホームページ：http://www.jasgeorgia.org/ 又は、404-842-1400
までお問合わせください。

年次晩餐会◎ジョージア日米協会
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サチ・コトさん 旭日小綬章受章

ロバート・ブラック氏 外務大臣表彰

　2021年（令和 3 年）の春の叙勲で旭日小綬章を受章した元 CNN アンカーのサチ・コ
トさんの叙勲伝達式が 12 月 2 日在アトランタ日本国総領事公邸で行われました。日
本およびアメリカ合衆国の地域間交流及び相互理解の促進に寄与したことが評価され
ました。
　竹内一之在アトランタ日本国総領事より、旭日小綬章を受章されたサチさんは、「こ
の名誉ある賞を受賞できたことを光栄に思います。許しと自尊心について多くのこと
を教えてくれた亡き父に敬意を表して、この賞を受賞したいと思います。」と、喜びを
語りました。
　サチさんは 16 年間 CNN ヘッドラインニュースのアンカーとして活躍。CNN に入
社する以前は、東京の CNN の系列局である JCTV（（Japan Cable Television Network）
と、同じく東京にある日本放送協会（NHK）ラジオのアンカーを務めていました。ま
たジョージア日米協会の会長およびジャパンフェストアトランタのゼネラルマネー
ジャーとして、両組織を今日のように成長するのを助けました。 前日本国総領事ジョー
ジ・ヒサエダ氏から日米協会の名誉会員を授与、またソニー・パーデュー前ジョージ
ア州知事からは the Asian-American Commission for a New Georgia の委員に任命、ア
ジア系アメリカ人コミュニティ「Who's Who」の創設者でもあります。
　サチさんはアトランタで生まれ育った日系アメリカ人の第三世代。南東部で最初の
日本のオンエアタレント、またアトランタで最初のアジアのオンエアタレントでした。

　2021年（令和 3 年）の外務大臣表彰を受賞したロバート・ブラック氏（NPO「我々
の町チャリティファンデーション」 プロジェクトリーダー）の授与式が 12 月 16 日
在アトランタ日本国総領事公邸で行われました。日本とアメリカ合衆国との 相互理
解の促進に寄与したことが評価されました。
　竹内一之在アトランタ日本国総領事より、外務大臣表彰を授与されたブラック氏
は、「この名誉ある賞を受賞できたことを光栄に思います。私は日本文化や建築の象
徴について学ぶという珍しい機会を得ることができ、本当に楽しみながら、この日
本庭園を作りました。私のプロジェクトを助けてくれた日本のコミュニティの皆さ
んに感謝します。」と、喜びを語りました。
　ブラック氏は、数十年にわたりハンツビル市の日本庭園を造園・維持してきており、
同日本庭園は同地の日本関連行事の中心地へ発展しています。

在アトランタ日本国総領事館

在アトランタ日本国総領事館

在アトランタ日本国総領事館
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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

卵とトマトの
中華風炒め 
材料（2人分）
トマト.......................................................2 個

卵.(M サイズ )..........................................2 個

(A) 鶏ガラスープの素.....................小さじ 1

(A) マヨネーズ.................................小さじ 1

塩...................................................ふたつまみ

粗挽きこしょう...........................ふたつまみ

サラダ油...........................................大さじ 1

小ねぎ.( 小口切り )................................. 適量

1.. トマトは半分に切り、ヘタを取り除いて 8等分のくし切りにします。

2.. ボウルに卵を溶きほぐし、(A) を加えて混ぜ合わせます。

3.. 中火で熱したフライパンにサラダ油をひき、2を流し入れ、菜箸で大きく混ぜ、半熟状になったら一度取り出

します。

4.. フライパンの余分な油を拭き取り、中火で熱し、1を入れて炒めます。トマトがし

んなりしたら 3を戻し入れます。

5.. 塩、粗挽き黒こしょうを入れて炒め合わせ、全体に味がなじみ、卵に火が通ったら

火から下ろします。

6.. 器に盛り付け、小ねぎを散らして完成です。

熱を通したトマトって思ったよりも美味しいですよ。

調味料の加減は、お好みで調整してください。

身近にあるもので家族が喜ぶ簡単おうちごはん

おいしくたべよ
と作ってパッパ



23ANIS ATLANTA - January 2022

　新年明けましておめでとうございます。本年もパソナはお仕
事探しのパートナーとして、求職者の皆様をサポートさせてい
ただきますので、昨年同様のご愛顧を賜ります様お願い申し上
げます。
　さて、新しい年に、新しいお仕事を考えていらっしゃる方も
いると思います。今回は、新しいお仕事を探す際に気を付ける
点のダイジェストです。自分にとってプラスになる就職になる
様、しっかり準備し、就職活動に臨みましょう。

【レジュメの作成】
就職活動の第一歩がレジュメ作成です。英文のレジュメが準備
できていない方は作成し、お持ちの方は情報の更新を必ずしま
しょう。応募するポジションごとにレジュメをカスタマイズす
るのは必須です。誤字脱字には十分気を付けましょう。

【自己分析、業界・企業分析】
レジュメが出来たら、下記の項目を考え、行動してみましょう。

分析 :
✓ 興味がある職業は、どんな業界・企業？
✓ 以前の同僚や友人は、転職先でどんな仕事に就いている？

それらの仕事は自分も興味があるか？
✓ どんな働き方が理想？

調査 :
✓ 興味のある業界・企業が分かったら、インターネットや本

で企業動向、業界動向、採用状況などを調べてみましょう。
✓ LinkedIn のグループに参加し、実際働いている方に接し、

生の声を聴いてみましょう。
✓ プロのリクルーターからアドバイスをもらうと、思いのほ

か早く物事が動く可能性があります。

【お仕事探し】
色々なソースを利用して、お仕事探しをすることで、スピード
やオプションが広がります。ジョブボード (Indeed など ) に登録
したり、LinkedIn から仕事に応募したりすることは手軽にでき
る世の中です。今後のキャリアの相談や市場情報を併せて知り
たい場合は、人材紹介会社を通じて転職活動をすると効果的で
す。

【面接】
オンライン面接が面接手段として主流になって来ています。事
前にディバイスのチェックも併せて行いましょう。下記がチェッ
クリストです。
✓ 静かな環境は確保できていますか？

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

【オファーの判断】
仕事のオファーを受け取った際に、判断する上で考えるべき重
要項目です。
✓ 給与 : 給与以外の要素を確認し、再度給与額を確認してみま

しょう。
✓ 福利厚生 : Total Compensation の 30% を占める重要な要素

なのでしっかり確認しましょう。
✓ 勤務場所 : 最近は在宅勤務も主流になっているので、働き方

を確認する事も大切です。
✓ 勤務時間 : 在宅勤務も多い中、どのような時間帯で働くか確

認しましょう。
以上の事柄に気を付けると、スムーズに就職活動を進める事が
できると思います。弊社パソナでは、お仕事探しのパートナー
として、求職者の皆様へのサポートをしています。こんな小さ
なことを聞いてもいいのかな、と思っていらっしゃる方も、遠
慮なく、いつでもお気軽にご連絡ください。皆さまがスムーズ
な就職活動ができますようにサポートをさせていただきます。

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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配偶者の就労許可証自動延長
　2021 年 11 月に米国移民局は H-1B ビザ、L ビザ、E ビザ配

偶者の就労許可証（EAD）の延長申請に関する新しい方針を

発表しました。これにより、これらの配偶者は延長申請中は

就労許可が自動的に延長されるようになりました。

【就労許可証】　L ビザと E ビザ配偶者は、駐在員と自分の

I-94 が有効期間中は就労許可証を申請することができます。

H-1B の配偶者である H-4 ビザ保持者の場合、H-1B 保持者が

永住権申請を開始しており、さらに次のいずれかの条件を満

たしていれば、就労許可証を申請することができます。

1) 雇用主スポンサー申請 I-140 が既に承認されている、

2) Labor certification を申請してから既に１年が経過してお

り、これに基づいて H-1B を 6 年目以降も延長している。

これらの配偶者の就労許可証には就労制限がないため、自分

の学歴や職歴と関係のない職に就くこともできます。

【延長申請】　これらの EAD カードは、有効期限が切れる前に

延長申請を提出しなければなりません。永住権申請者や F1 学

生の OPT 就労許可証の申請など、特定のカテゴリーの EAD の

延長申請には、同じカテゴリー内で現在の EAD が失効す

る前に延長申請を提出していれば、延長申請中は EAD が 180

日間自動延長されます。

　しかし、H4、L、E ビザ配偶者には延長申請中の自動延長措

置は適用されませんでした。特に、近年新型コロナの影響で、

就労許可証申請の審査時間が大幅に長引いており、EAD の延

長申請中に既存の EAD が失効してしまい、新しいカードが届

くまでの間、何カ月間も就労ができない状態が続いていまし

た。また、雇用主も何カ月間もポジションを開けておくわけ

にはいかないので、交代の社員を採用してしまうなど、様々

な問題が発生していました。

　このために、全米移民弁護士連盟は地元の弁護士集団と共

に移民局を相手に訴訟を起こしました。その結果、H-4 や L-2

配偶者は EAD の延長申請中も EAD の自動延長措置を受けられ

るようになりました。移民局の最終発表では、E-2 ビザの配偶

者も同様に EAD の延長申請中の自動延長措置を受けられるよ

うになりました。

　自動延長の期限は

① I-94 の期限

②延長申請の却下日

③延長申請の承認日

④延長申請後 180 日目

のいずれかの一番早い日までとされます。

　延長申請中の I-9 の List C の就労資格としては、EAD の自

動延長に該当する証拠として、新しい EAD の受領通知書（I-

797）とともに既存の EAD カードと有効な I-94 のコピーを提

出します。

【L と E ビザ配偶者】　その他の変更点としては、移民局は今回

の方針で、E と L ビザ配偶者のビザカテゴリーは就労できる

としています。2002 年度の移民局のメモランダムでは、E と

L ビザ配偶者は就労許可証を申請しなければ就労はできないと

していましたが、今回の方針により、E と L ビザ配偶者は就

労カードがなくても就労できるようになります。

　しかしながら、現実問題として、E や L ビザ配偶者の I-94

は子供の I-94 と同じ内容で、就労が許可されているという記

載がどこにもありません。EAD カードは雇用主の I-9 の List 

C の就労資格の証拠書類として提出することができますが、

EAD カードがなければ、I-9 の就労資格の証拠書類がありませ

ん。今後移民局が E と L ビザ配偶者の I-94 に就労許可の旨を

追記すれば、I-94 を I-9 の List C の就労できる証拠書類とし

て提出することができるようになります。それまでは EAD カー

ドを申請したほうが無難だと思われます。

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

　たとい山々が移り、丘が動いても、わたしの変わらぬ愛はあ
なたから移らず、わたしの平和の契約は動かない。」とあなたを
あわれむ主は仰せられる。  　　　　　　イザヤ書 54 章 10 節

　神は、真実なお方です。旧約聖書の列王記の書でも、神がモー
セに語られた約束は何一つも違わなかったと記されています。

『その良き約束は一つも違わなかった。』
　もし、神の約束が一言でも違ったと仮定するならどうなるで
しょう。また、どのような金言も、その実、ニセモノであると
された場合はどうでしょう。 そして、そのような事が、何処で
も許されるなら、それは大変な事です。私達の行き付く道は、
ことごとく恐怖に満ちた疑惑の黒雲に覆われてしまいます。現
に、人は、平気で嘘の約束を誓い合い、ニセモノの金言に惑わ
され、猜疑、疑惑と不安の中で希望を失いかけています。今、
私たちは、そのような時代を迎えているのではないでしょうか。
 
　どんなに美しい音楽も、音階が壊れてしまうと、その音楽は
破壊されてしまいます。しかし、幸いなことに、神は、永遠に
変わることのない真実なお方なので、神の言葉は崩れることな
く、一つも違わず、天の美しい栄えの音楽は『神は真実である
から、それを成し遂げられる』と、奏で続けられています。
　また、『神は愛である。愛 はいつま でも耐えることがない。』

愛の光は、真夜中のどんな暗闇にも絶やされる事がなく、愛の
泉は荒野においても枯れる事はありません。神の慰めは、私達
が苦悩する時にも、余すところなく注がれて、私達を力づけて
下さいます。
　愛は、全てのものを供給します。神は、私達を愛する愛ゆえに、
神ご自身が私達の側に近づいて来られました。そして、人と永
遠の約束を交わされた真実な神が、その約束を守って下さいま
す。神は偽りのない、真実なお方ですから、信頼することが出
来ます。　

　聖書のことばは、約束です。新約聖書とは新しい約束 ( 契約）
と言う意味です。聖書のことばは、神が定められた時に、その
約束 ( 契約）の宝箱が開かれ、神に信頼する人は、神 の恵みと、
力によって、永遠に豊かな者とされるのです。
　聖書のことばは、真実で、信頼できます。それは、歴史が証
明しています。これまでに、聖書のことばを覆した者はいません。
世々代々、多くの人々が、あら捜しをしますが、見つかりません。
永遠に変わらない聖書の神を信頼する者は幸いです。
神は愛です。私達は愛されています。
　移り変わる世の中で、永遠に変わらない確かな神に、信頼と
希望を託しましょう。2022 年が、希望に満ちた良き年となり
ますように。 Happy New Year !

　昨年 11 月注目のギレイン・マクスウェル裁判が始まった。
背景は、ジェフリー・エプスティン事件。「男と女が共謀して未
成年を含む若い女性を食い物にし、自分の知人ないしは知己を
得たい有名人に彼女達をあてがい、富と名声を高めていく人身
売買事件」を内容とする。

　男の主役はジェフリー・エプスティン。金融業界に身を投じ、
下着ブランド、ビクトリア・シークレット（VS) の会長の知己
を得て上昇気流に乗り、騙した十代女性を上流階級や有名人の
男たちに斡旋していた。有名ブランド VS の名前をチラつかせ
モデルに興味ないか、とアプローチされれば若い女性はイチコ
ロである。2000 年代に入ると女性からの訴えが増加、ついに
2006 年フロリダで逮捕、起訴され 13 か月の実刑を受け、さら
に 2011 年には Sex Offender として正式に登録された。彼が再
び世間を賑わすのが 2019 年、ギレイン・マクスウェルと共謀
したた若い女性の人身売買容疑である。だが刑務所収監後自殺

（とされている）で人生の幕を閉じてしまった。

　女の主役、ギレイン・マクスウェルは英国の資産家の家に生

まれた。父親の事業の米国進出にあわせ、1990 年代に渡米、
その頃上流社会で暗躍していたエプスティンと出会い、親密な
関係になり、”人身売買”ビジネスのパートナーとなっていく。
エプスティン逮捕後世間から姿をくらますが、2020 年 7 月隠
れていたニューハンプシャー州で身柄が確保された。

　この人身売買事件が大きな注目を浴びているには理由がある。
共謀事件ではあるが、むしろ主導的役割を演じていたのが女性
であるマクスウェルではないか、もしそうなら、社会学的に「女
性は本来備わっている「育み慈しむ」母性の故に、特に同性に
対する性的虐待は考えられない」とする従来の定説を書き換え
る必要があると見ているからである。因みに男の本来的性の定
説は、暴力、独占欲、性的制御不能である。

　今後の裁判の行方が注目されるところだが、この事件をきっ
かけに、1994 年設立の全米性的暴行虐待ホットラインでは、
今までの同性間性的暴行虐待件数が殆ど皆無なのは、”母性の社
会的通念”から対象事案として取り上げず、見過ごしてきた可
能性があるとして、過去の未検討分の洗い直しを始めたという。

野呂利　歩

Epstein 事件と Ghislain Maxwell 裁判のインパクト

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



27ANIS ATLANTA - January 2022

人間らしさとは、「言葉」を豊かに獲得していること
　今回は幼児期と言語学習それによっての人間形成について書
きます。幼児期は言語の学習という一点に的を絞ってみてもとっ
ても重要な時期です。以前書いた敏感期についての記事のよう
に幼児期は言語形成期とちょうど重なり合うのです。まさに言
葉の習得の敏感期でもあるのです。
　もし、この時期に適切な言語学習を得られなかった児童は、
永遠に言語は不可能とまで言われるぐらいです。言語が得られ
ないということは、思考したり記憶にとどめておく能力に欠け
るということを意味します。また、何かを感じ取ったり識別し
たりする能力も、大まかなものになってしまう・・・極端に言
うとそういう結果を導くことになるといわれます。
　よく人間らしくという人間らしさとは、国語学習の立場から
言わせて頂くと、それは「言葉を豊かに獲得している」という
ことになると思います。そしてその言葉とは、多くこの幼児期
において得られるものが後年において花が咲き、実を結ぶこと
がほぼ確認されています。やはり三つ子の魂百までなのです。

幼児期の読書は、「ことば」そのものを獲得する能力を育てる
　幼児期における読書の大切さはそれによる文字言語や音声言
語、つまり書き言葉や話し言葉の習得だけにあるのではありま
せん。それよりも言葉そのものを獲得する能力を育てる点にあ
ります。子供たちは母親の言葉や態度を真似し、物語の主人公
の真似をしながら、自分の経験を言葉として心の中へ少しずつ
貯めていきます。ときには、貯め損なえば言葉をねだり、貯め
過ぎれば何とかして貯めようとします。それは子供にとって全
人格を投じた生きる行為そのものでもあります。そして私たち
大人が与える言葉の質や量によって、子供たちがどんな生き方
をしていけるのかを決定する大きな要因にもなりうるのです。
　幼児期にたくさんの読み聞かせをしてもらった子供たちはみ
な語彙が豊かで理解力があり想像力もたくましく育っていきま
す。この時期の読書は、その多くが十分に未知であり過ぎる言
葉の世界へのお願いでもあるのです。同じ話を何度聞いても胸
躍らせるのは子供たちには毎回同じ話でも違った世界や深さと
して味わえるのです。

　公文式では公文公会長が作った標語があります。「歌二百、読
み聞かせ一万、賢い子」というものです。我々の何十年もの幼
児優秀児の統計からできた標語ですが、歌を 200 暗記できる力
と読み聞かせを一万回ほどしてもらったら、どんなお子様でも
優秀になるという意味です。私自身もわが子に生後３日目から
毎日５冊読み聞かせをし、記録をとりました。一万回まで行く
以前にたくさんの成果が現れるので、お母さんの励みになると
思います。小さい頃は５冊などすぐに読めてしまいます。子供
がせがめば同じ本を５回よんでもいいのです。
　歌の歌詞にもたくさんの言葉が含まれています。メロディー
がつくので覚えやすく、語彙を増やすのにすごく役立ちます。
私の体験談からですが、いつも幼稚園の帰りはハイウェイの渋
滞にはまり西の方角へ運転していたときのことです。「マミー、
夕焼けが真っ赤でとてもきれい！」と３歳の娘が行ったのです。
一瞬、耳を疑いました。というのも、この時はじめて夕焼けと
いう言葉を娘がはじめて使ったので、とても驚いたのです。後
で「夕焼け小焼け」という歌を覚えていたので、そこからこの
言葉を導き出し正しく使ったのではないかなと思い、あらため
てこの標語のすごさを知ったのでした。

　読み聞かせと歌をたくさん一緒に歌ってあげて、その子その
子の人間らしさを大きく深くしていきましょう。はじめはあま
り成果がなくても毎日続けることに価値があります。続けてい
けば必ず本好きな子供にそだちます。本好きな子供の語彙力は
とても豊かです。この豊かな語彙力が
深い思考力、想像力につながり、すべ
ての学問の基礎になるのです。このこ
とは人生を豊かに生き抜く力ともなり
ます。まさに生きていく力なのです。
英語も日本語もその他の言語でも読書
は言語習得においても万能です。

　公文式では読書力を上手につけるお
手伝いをしています。いつでもご相談
ください。

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☺
人間らしさとは
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髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

髪＆ヘアケア

        ANIS
ATLANTA

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

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

あなたのビジネスを
強力にバックアップ

します !

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

生 活から食・教育・娯楽まで
アメリカ暮らしに必要な情報をカバー

　リーガのスタッフになり、ありがたい事に 6 年になりまし
た。リーガで働く様になり、沢山のお客様と出会う事ができ、
感謝でいっぱいです。
　日本の美容院は年末が繁忙期になります。リーガでも毎年
12 月は忙しい月です。これは年が明ける前に身の回りの事
は綺麗にし、清潔な状態で新しい年を迎えたい、身なりを整
える準備の一環として髪をあらかじめ切っておくなど習慣と
なっている方も多い身体と思います。連休で他州からいらっ
しゃる方もたくさんご来店されます。

　リーガでは日本人以外のお客様もご来店されます。2 月に
ある旧正月「チャイニーズニューイヤー」をお祝いするお客
様が、旧正月前の 1 月に沢山ご来店され、旧正月についての
お話しをして下さります。
　旧正月前に髪を切る理由は、年初めから髪を切ると福が逃
げていくという意味合いがあるようです。髪を切る事は、幸
運を切り落とすとされています。ハサミや尖ったものを使う
事も良くないとか…。新年に身の回りにあるものを捨てたり、
物をなくしたりすると、その年 1 年は何かを失う年になって
しまうと言い伝えられている様です。
　髪も洗わない方がいいと言う説もありました。洗髪や入浴
など水に関することは福が流れていってしまい縁起が悪い事
と言われていたり。
　とは言っても色々な考えを持つ人々が多い今の時代。年末
でなくても新年の覚悟を決めるという意味で新年に髪を切る
方もいらっしゃいます。新年潔く髪を切ってさっぱりしたい！
という意見。新年にさっぱりと切るほうが、むしろ決意を新
たにするという感じで好き、という意見。実際のところ、髪
を切るのは年末でも年明けでもいい様ですよね。

　余談ですが、私は旧正月シーズンに COSTCO で沢山のアジ
アのお菓子が並ぶので、毎年楽しみです！！お客様と色んな
文化、情報、おいしい食べ物、楽しかった旅行、笑い話、わ
んちゃん話…などなどお話が沢山出来、沢山の笑顔と幸せを
頂いております。お客様との出会いに改めて感謝を感じます。
いつもありがとうございます。
皆様にとって 2022 年が素敵な年になります様に！！
今年もどうぞ宜しくお願い致します。
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　新年明けましておめでとうございます。今年も地域の「健康
よろず相談処」として、スタッフ一同、精進してまいりますの
で宜しくお願い致します。

 昨年はコロナ禍２年目ということで相変わらずの不自由な生活
でしたが、皆さんはお変わりありませんか？ワクチン摂取が拡
がり with コロナでの日常生活も戻ってきつつありますが、まだ
まだ気を緩めず日々健康づくりに励んでいきましょう。
　昨年は、当オフィスでもいくつか新たな取り組みを始めた年
でした。エクササイズコーチ・田口によるストレッチリリース
エクササイズ（通称：S R）に、アスレチックトレーナー・假屋
のスポーツトレーニングセラピー（通称：S T）、この２つの新
メニューの提供に、A Y C クラブの発足、そして、オンライン
での健康体操教室の開催。実はどれも長年、私がやりたかった
サービスです。皮肉なことに、コロナ禍で時間ができたことで
実現しました。
　パンデミックが始まった一昨年 (2020) は、世界中が新型コ
ロナ肺炎への感染不安と恐怖に怯えていましたが、昨年はコロ
ナを怖がりつつもワクチン接種が始まり、東京オリンピックも
開催されるなど with コロナという新形態での日常がはじまりま
したね。そんな新日常はリモートワーク、リモートスタディや
不必要な外出を控えるなど「内に篭る」生活スタイルに。不便
なことや刺激がなくつまらないと感じることも多々ありますが、
反面、思いがけず時間ができ家族とのんびり過ごしたり、自分
を見つめ直す時間を持てた方も多かったのではないでしょうか。
　私自身、パンデミックが始まった当初は先が見えない不安や
恐怖にストレスを感じることもありましたが、改めて、自分が
何をしたいのか、どう生きたいのか、患者さんとどう向き合い
たいのかなどじっくり考えることができ、長年の構想（新サー
ビスの提供）を実現することができました。これが、自己満足
で終わらないよう２名のスタッフと共に今年も切磋琢磨し、皆
さまにより良い治療とサービスを提供できるように頑張りま
す！
　私事ですが、昨年はプライベートでも新たな取り組みを始め
ました。マラソントレーニングです。来月開催されるアトラン
タ・マラソンのフル 42.195km に挑戦することになり、昨年の
10 月からトレーニングを始めました。前々から数人の患者さん
からフルマラソンへのお誘いを受けていたのですが、長距離を
走るのがあまり得意ではないのでお断りしていました。しかし、
多少トレーニング時間が確保できるようになったこと、一生に
一度は挑戦してみたい！という気持ちが湧いてきたこと、自分
が限界に挑戦することで一緒に走る患者さんへのより良い体調
管理やサポート方法を見つけられるかもしれないという職業病
も発動して決断しました。

　何しろ初めての挑戦なので目標は『怪我なく完走』。今は 1
回８km ランを週２～３と２週間に一度のロングラン。ロング
ランは 10km から始めて毎回３～５km ずつ増やしています。
12/15 執筆時点で２３km まで走りました。足慣らしに 12/19
の Jeff Galloway13.1Race のハーフマラソンに挑戦してきます。
本番２ヶ月前、食生活などは普段通りですが、疲労を蓄積させ
ないため、とにかく睡眠７時間を心がけています。あとは、こ
うして皆さんに「走る宣言」をして退路を断ちモチベーション
を上げています。時々、古傷の膝などに痛みが出ることもあり
ますが、その時はすかさず田口の S R と假屋の S T メンテナン
スを受けています。お陰で怪我や痛みも最小限に抑えられ筋肉
疲労も早めに解消できています。ちなみに、田口も今回フルマ
ラソンに初挑戦です！
　同じようにマラソントレーニングをしている方、激しい運動
をしている方、当院ではカイロプラクティック施術で背骨矯正
と全身のバランスを整え、S R で筋肉についた悪癖（マッスル
メモリー）をリセットし、S T で筋肉疲労を治療しつつ、姿勢
や身体の使い方に合わせ弱点を克服しながらの適切な個別ト
レーニング指導を受ける、そんなフルコースのメンテナンスが
可能です。怪我や痛みは放置期間が長ければ長いほど回復に時
間がかかってしまいます。違和感や不安がある場合は、ぜひ早
めにご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　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

新たな挑戦！
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質問：1 日２回しっかり歯磨きしているのになぜ虫歯ができる
　　　のでしょうか。
回答：虫歯は、歯質・細菌・糖分・時間の４つの条件が揃うと
　　　発症します。

            画像：原田歯科 haradashika.net/medical/salivatest.html

＜こんな人は虫歯リスクが高い！＞
1. 虫歯になりやすい食生活をしている人
虫歯菌のエサとなる糖が口の中に長時間とどまるような食生活
をしていると虫歯になりやすくなります。
■ 間食が多い
 甘い食べ物や飲み物はもちろんのこと、甘くない食品でも飲

食の間隔が短かったり、ダラダラ食事をしていると口の中が
酸性の状態が続き虫歯のリスクが上がります。

■ 加工食品を食べることが多い
 最近は軟らかい加工食品があふれていますが、そのような食

品は歯にくっつきやすく、停滞しやすいため、虫歯ができや
すくなります。

■ 夜遅い時間に食べる
 食事の時間が夜遅いと、酸性に傾いた口の中が唾液で中和さ

れないまま眠りについてしまうことになります。そうする
と、唾液が極端に減る就寝中に虫歯になるリスクが高くなり
ます。

 ■ 夜にお酒を飲む習慣がある
 夜にお酒を飲む習慣があると、おつまみとして食べ物を口に

することが多い上、アルコールの利尿作用により、口の中が
乾燥します。すると、就寝中に口の中で細菌が大量に増殖し、
虫歯リスクが高まります。

 ■ 酸性食品をよく食べる
 酸っぱいものは健康には良いとされますが、歯にとっては実

はよくありません。これは虫歯菌によって歯が溶かされる虫
歯とは厳密には異なるもので、「酸蝕症」と呼ばれていますが、
頻繁に酸っぱいものを口にすることで引き起こされ、歯が全
体的に溶かされてしまいます。

2. 唾液の量が少ない人
唾液の分泌量は個人差があり、何らかの原因で唾液が少なくな
ることがあります。唾液は口の中の自浄作用、唾液の成分によ
る歯の再石灰化（歯の修復作用）というような大事な働きを持っ

ているため、少なくなると虫歯のリスクが大きく高まります。
■ 口呼吸をしている
 口で呼吸をしている場合、口の中の水分が蒸発して、唾液の

持つ虫歯予防効果がうまく発揮されなくなります。
■ ストレスを多く抱えている
 ストレスにより唾液の分泌が衰え、お口の中の環境が悪くな

ることがあります。
■ 服用薬の副作用
 多くの薬には口が乾燥する副作用があります。口の中が乾い

てしまうと、お口の中の細菌が増え、虫歯リスクが高まりま
す。

3. 歯の汚れが実は取りきれていない人
歯磨きを頑張っているつもりでも、汚れが取りきれていない場
合というのは実はよくあります。次のようなケースでは、歯磨
きをしていても汚れの取り残しが多くなります。
■ 歯並びが悪い
 歯並びが悪いと、歯ブラシが隅々まで届きにくく、磨き残し

が多くなります。
■ 詰め物・被せ物が多い
 詰め物や被せ物が多いと、歯と人工物の間の段差に汚れがた

まりやすくなります。
■ 歯磨きは歯ブラシのみで行なっている
 歯ブラシだけの歯磨きでは、どんなにしっかり行なっても全

体の６割程度しか汚れを取りきることができないと言われて
います。磨きにくい部位や歯と歯の間に残った汚れは虫歯の
原因になります。

＜虫歯にかかりにくくする対策法＞
　虫歯になりにくくするためにまず大切なことは、口の中に虫
歯菌のエサとなる糖を残さないようにすることです。食事や間
食の時間はしっかり決め、ダラダラと食べないようにする、寝
る前には食べない、というような事が出来ていれば、虫歯にな
るリスクを軽減できます。唾液をよく出すようにすることも大
事です。水分をしっかり取る等お口の中が乾かないようにしま
しょう。また、歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフ
ロスを併用すると汚れ除去率が大幅にアッ
プするので必須です。それでも時間が経つ
と汚れが蓄積されてくるので、３ヶ月～半
年に１度は歯科医院で検診を受け、お口の
状態のチェックやクリーニングをしてもら
いましょう。
医療法人おだデンタルクリニック歯科コラムより

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



31ANIS ATLANTA - January 2022

子供の急な耳の痛み

　子どもが耳の中に痛みを訴え
たら、ほとんどの場合が急性中
耳炎。小学生ぐらいまでの子ど
もに多く、特に 0 ～ 3 歳児がか
かりやすいのが特徴です。急性
中耳炎とは、耳の鼓膜の内側に
ある「中耳」に細菌が付いて炎
症が起きる病気のこと。風邪などで鼻やのどに付いた細菌が、
耳管を通って中耳に感染するのが原因です。
　症状は、急に 38.5℃以上の高熱が出て、元気がなくなり、や
がて耳が痛くなるのが特徴。「耳が痛い」と言葉で伝えられない
0 ～ 2 歳ぐらいの子どもの場合は、とても機嫌が悪くなり、ぐ
ずったり、耳の辺りにしきりに手を持っていったりします。

　感染した細菌の種類によって重症度は異なりますが、多くの
場合、小児科で処方してもらった抗菌薬を飲めば、およそ１週
間で治ります。ただし気づかないうちに悪化すると、鼓膜が破
れて耳だれが出てしまうことも（鼓膜は時間がたてばふさがり、
難聴になることもほとんどありません）。また、耐性菌など、感
染した細菌の種類によっては、入院して治療する必要があるこ
ともあります。
　もし、夜間に突然子どもが耳の痛みを訴え始めたら、耳の近
くや耳の下の首の辺りなど、子どもが嫌がらない所を冷やして
あげてください。耳の中が炎症を起こしているので、温めるの
は厳禁です。もちろん、入浴するのもやめましょう。解熱剤が
あれば飲ませてもいいので、とにかく痛みを抑えてあげるよう
にして、翌朝なるべく早めに病院で診てもらいましょう。ただし、
激しい痛み、耳だれが出ている場合は、夜間でも早急に治療し
てもらうことが必要です。

　また、治療期間中は、熱が下がって耳の痛みが引き、機嫌が
よくなるまでは入浴しないようにしましょう。食べてはいけな
い物は特にありませんが、熱が下がるまでは温かい物よりも冷

たい物のほうを喜んで食べるはずです。アイスクリームなど冷
たくて甘い物なら無理なく食べられ、エネルギーの補給にもな
ります。

　ところで、子どもの中には、繰り返し急性中耳炎にかかって
しまう子がいます。なぜでしょうか？
　原因の一つとして、熱が下がって痛みがなくなったからと言っ
て、病院から出た薬を途中でやめてしまうことが挙げられます。
大抵、薬を飲み始めて 3 日ほどで熱も痛みも治まりますが、実
は炎症そのものは完治していないことが多いのです。抗菌薬を
飲み続けることに不安感を持っている方もいますが、必要な日
数だけきちんと飲んで完治させることは、病気の再発を防ぐた
めにも大事なのです。
　また、アレルギー性鼻炎などで、もともと鼻の粘膜が弱い子は、
鼻風邪を引きやすく、結果、急性中耳炎にもなりやすくなりま
す。その場合は、鼻炎の治療をしっかり進めつつ、もし鼻風邪
にかかって緑色の鼻水が出始めたら、熱がなくても抗菌薬を飲
むことをお勧めします。ただし、月に１回くらいの頻度で頻繁
に急性中耳炎にかかり、薬を飲んでもなかなか治らない場合は、
体の免疫力そのものが低いことも考えられます。

　急性中耳炎にかかりにくくするためには、免疫力を高めて、
風邪を引きにくい体を作ることが大切です。免疫力を付けるに
は、まず、早寝早起きで睡眠時間をたっぷりとり、外で遊んで、
3 食きちんと食事をすること。特に朝食をしっかり食べないと
元気が出ず、免疫力が低下しがちなので、気を付けましょう。ヨー
グルトなど乳酸菌の入った物や、昆布など粘りけのある物は、
鼻やのどなど体の粘膜の免疫力を高めるので、積極的に食べた
いですね。

　また最近、細菌性髄膜炎（細菌感染により、脳や脊髄を覆う
保護膜に炎症を起こす病気）の予防のために打つ肺炎球菌ワク
チンが、急性中耳炎の予防にもある程度有効だということが分
かってきました。肺炎球菌は中耳に炎症を起こす細菌の一つな
ので、肺炎球菌ワクチンを打っておくことも、急性中耳炎予防
の一つの方法です。繰り返し中耳炎にかかってしまう場合は、
かかりつけ医に相談してみましょう。

メディカルコラムKuraoka
Clinic

MONTHLY NEWS LETTER for HEALTH

メディカルコラム◎倉岡クリニック
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新年明けましておめでとうございます。
昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
　本年も社員一同、皆様にご満足頂け
るサービスを心がける所存でございま
すので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜
わりますよう、お願い申し上げます。
　皆様のご健勝と貴社の益々のご発展
を心よりお祈り致します。本年もどう
ぞ宜しくお願い申し上げます。

植月 ジョン 貴之
植月歯科医院 

～　矯正について～　その 4
前回に引き続き、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
紹介させていただきます。

治療の進め方
３．矯正の方法
• ブレイスの使用 

ブレイス（歯列矯正装置）には固定式（fixed braces）と着脱
式（removable braces）とがあります。 
着脱式は１本または数本のグループの歯を少しだけ移動する
のに使用されますが、定められた時間着用せずに患者が勝手
にはずすと、効果がないという欠点があります。 
歯全体を動かすような大規模な治療には大抵固定式を使いま
す。着脱式の方が安いのですが、固定式の方が一般的に使わ
れています。固定式は取りはずして清掃しなくてよく、スポー
ツをする時もはずす必要がなく、着脱式のように発音の妨げ
にもなりません。 
ブレースは最初に「レールロード・モデル」と呼ばれるもの
が作られてからずいぶん変化しました。今では、「クリア ･ ブ
レイス」（白いブレイス）、「リンガル ･ ブレイス」、「インビジ
ブル・ブレイス」（見えないブレイス）などがあります。 

「リンガル・ブレイス」は歯の内側に接着する矯正装置で、舌
を刺激し、発音を妨げるという難点があります。現在ではワ

イヤはニッケル ･ チタン製の物が使われており、従来のステ
ンレス・ワイヤ製のものに比べて不快感がありません。 
ブレイスを初めて装着したときと、ヘッドギアをはずしたと
きは、１～２時間、口の中が痛いこともありますが、すぐに
慣れます。

• ブレイス以外の矯正装置 
ブレイスのほかにヘッドギア、ネックバンド、フェイス ･ マ
スクのような顎外固定装置が使われることもあります。これ
は首や頭に巻いたベルトと口の中のワイヤとをゴムひもで結
んで引っ張り、歯を移動させる装置です。顎にかぶせるチン
キャップという装置は受け口の治療のときにヘッドギアのベ
ルトとゴムで結んで使います。

• 抜　歯  
歯並びを矯正するには、健康な歯を抜いてスペースをつくり、
歯を移動させて、まっすぐにします。 
抜歯は上下４本の第一小臼歯を抜きます。上だけを抜いたり、
下だけを抜いたり、奇数の数を抜いたりすると上下の歯の数
が違ってしまい。噛み合わせがうまくいかないので、上下左
右同じ本数を抜歯するのが一般的です。 
なぜ第一小臼歯が抜歯の対象になるかというと、抜いても外
から見えにくいことと、幅の広い大きい歯でないことや、根
が一本しかないのが理由です。 
抜歯はかかりつけの一般歯科医、または、歯科口腔外科医が
してくれますので、矯正装置をつけるタイミングにあわせて
抜いてもらうようにコーディネートします。

• 矯正手術 
矯正歯科は、子供の成長時期に骨格の発達や変化を利用して、
矯正装置によって歯並びやかみ合わせを正しくするものです。
しかし、ひどい顎の奇形、たとえば上顎または下顎前突症の
場合は、顎骨の外科的矯正手術が必要なことがあります。こ
の手術は歯科口腔外科医が行い、矯正歯科医は手術前後に固
定式装置を用いて骨の成長を抑制するようにします。 
手術は通常、骨格の成長が止まる思春期以後まであまり行い
ませんが、骨格の問題が重大で、精神的障害を与えている場
合や、ものが全然かめない場合は、思春期を終わるまで待た
ないこともあります。

　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

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

あなたの星座は今月、 どんな運勢をたどるのでしょうか？今 月 の 星 座 占 い12

【全体運】.全体的に運気が下がる傾向にある
ので、人より目立つ行動はやや控えておい
た方が良いでしょう。なにかあれば、すぐ
にやり玉に挙げられ、意図せず敵が増えて
いく未来が見えます。大人しく、意見は求
められてから発言する、それくらいの露出
でいると良いでしょう。

【恋愛運】.困難愛とされる不倫愛、略奪愛、
格差や年齢差のある恋愛が上手くいく良い
運気と言えます。そういった関係に苦しん
でいる人は、解放される良い流れをつかむ
ことができるでしょう。

【金　運】.金運は、あまり期待の持てない状
況です。自信のあった仕事でさえ結果につ
ながらない状況であり、仕事運と共に下降
を続けることになるでしょう。

♥ 幸運日：.6　15　28
× 危険日：2　19　24

【全体運】.意見、考え、金銭感覚、夢など、
あなたの持つ思いと周りの人の持つ思いと
で、なにかと隔たりを感じる出来事があり
そうです。違和感の解決は先送りせず、す
ぐに対処することで解消されますので動き
ましょう。

【恋愛運】.良い恋愛運をしていると言えま
すが、恋人ができたとしても、交際期間は
短くなってしまう傾向がありそう、結婚の
縁ではないので、将来を共にするような相
手との出会いまでは期待しない方が良いで
しょう。

【金　運】.あなたの身の回りで、仕事でも趣
味でも集中を妨げるものはありませんか？
断捨離や整理整頓を心掛けておき、不要な
ものを手放す思い切りの良さを示しましょ
う。

♥ 幸運日：.4　10　20
× 危険日：.2　15　28

【全体運】.一年の始まりとは言え、新しいこ
とに手を出すことはあまりお勧めできない
運気のようです。いきなりつまずきを生じ
させて、スタートダッシュに失敗する気配
を感じます。1月は準備の期間にして、い
ざ動き出すのは 2月以降が良いようです。

【恋愛運】.徐々に高まっていくようで、月の
後半に期待が持てるグラフになりそうです。
付き合いたい、結婚したいと願う相手がい
る人は、想いをぶつけるのは後半まで待っ
てみましょう。

【金　運】.仕事が順調に推移しそうなので、
その流れに乗って金運も良い状態になりそ
うです。チャンスと見るや、即動けるよう
にしておきましょう。常に周囲にアンテナ
を張っておき、情報を得るようにしておく
と勝てるはずです。

♥ 幸運日：.4　17　27
× 危険日：.9　15　24

【全体運】.気付きと発見の月になりそう。こ
れまで “ 目に入っていたのに見えていな
かったこと ” に気付かされたり、深く認識
したりすることでしょう。それは仕事でも
人との付き合いでも、あるいは身の回りの
物に対しても起こりそうな気配です。

【恋愛運】.出会い自体はゼロではないもの
の、長い縁になるかと言えばそうでもなく、
かと言って有用な縁がまったくできないか
と言えばそうでもなくです。まずは自分の
ことを優先させると良いでしょう。

【金　運】.金運は、右肩下がりといった状態。
ただ、ものすごく緩やかな下降線なので、
ピンチや懐の苦しさを感じることはないか
もしれません。ですがそれは、「気付いたと
きには大変」であるとも言えますので、現
状の管理はしっかりとしておくに限ります。

♥ 幸運日：.6　18　26
× 危険日：.2　14　31

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】.以前からこれと決めて取り組んだ
ことが、成果となって現れる月になりそう
です。新しい趣味を始めた方は、その面白
さを確認するような出来事があるでしょう。
転職を果たした方は、評価を受けて自分の
能力の高まりを感じることができそうです。
転職を果たした方は、評価を受けて自分の
能力の高まりを感じることができそうです。

【恋愛運】.停滞気味の恋愛運のようです。良
くも悪くも現状維持でしょう。良い出会い
はないものの、今の恋人とのピンチもない、
そんな具合です。自分磨きに力を入れるこ
とをお勧めします。

【金　運】.金運は派手な行動に出ない限り、
良い状態を保つことができるでしょう。小
さなミスがありそうな気配、そこで損を積
み重ねてないよう気を付けておきましょう

♥ 幸運日：.10　18　24
× 危険日：.1　13　20

【全体運】.上向きの総合運と言えます。それ
も緩やかにではなく、グンと上昇する割と
良い運気の線を辿りそうです。日常がなに
かと忙しさを増し、逆に自分の時間が取れ
ないこともありそう。人との付き合いも、
優先度を決めておくと良いかもしれません。

【恋愛運】.チャンスが続く良い恋愛運。特に
シングルの期間が長い人は、理想の相手に
出会えるかもしれません。そうは言っても、
その場の勢いで動いていると、リスクのあ
る恋愛にいつの間にかはまり込んでいる可
能性もありますから注意しておきましょう。

【金　運】.突発的な事態が引き起こされる可
能性が大きくあり、仕事でも恋愛でも飛躍
があるもののそれに伴い出て行くものも多
くなる気配です。

♥ 幸運日：.7　18　29
× 危険日：.3　15　25

【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。

【恋愛運】.波乱万丈と言っても良い運気をし
ています。ですがシングルの人は、それが
良い傾向に進むと言えそうなので歓迎すべ
きでしょう。思わぬ出会いがあったり、第
一印象は最悪なのに相性はとても良い相手
との出会いがあったり、長い目で見ると良
いかもしれません。

【金　運】.元々堅実な性格なので、この 1月
はその面が現れて金運は波乱なく安定する
と言えそうです。臨時収入やお得な情報を
得て、貯金も増える傾向にありそうです。

♥ 幸運日：.1　13　27
× 危険日：.9　19　22

【全体運】.一変してあまり良い運気をしてい
るとは言えない状態のようです。これまで
と同じルーティーンワークをしていると、
なんの成長もないばかりか、チャンスすら
つかめずに時間を過ごすだけになってしま
いそうです。

【恋愛運】.ストレートに思いを伝えているつ
もりでも、どうやら空回りしたり相手には
言葉通りに伝わらなかったりで、ときには
マイナスの感情を持たれることもありそう
です。待ちの姿勢でいて、あなたの方に来
る人にリアクションを示す方針が良いのか
もしれません。

【金　運】.出費がかさみ、なかなか安定しな
い運気のようです。なにかと出て行くばか
りですが、そこは割り切ってしまうほかな
いようです。

♥ 幸運日：.4　17　27
× 危険日：.8　14　25

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】.圧倒的に好調な運気を持ってお
り、新しいことを始めたりなにかを決断し
たりするのに向いている月になりそうです。
今年の目標を決めておき、取り掛かるとス
タートダッシュに成功してライバルに大き
な差を付けることができるかもしれません。

【恋愛運】.出会いのチャンスは何度もあるも
のの、必ずしもあなたと相性の良い人ばか
りではないようです。ひと目惚れや瞬間的
な恋心は、禁物と思っておいた方が良いで
しょう。

【金　運】.欲しいものに出会える時期のよう
で、出費は増えてしまう傾向にあります。
ただし、満足度は高いことでしょう。引っ
越しや車の買い替えに加え、転職などは吉
を呼び込む傾向にあるので思い切った決断
をくだしてみても良いかもしれません。

♥ 幸運日：.4　15　28
× 危険日：.9　17　26

【【全体運】.飛翔することが叶うと言っても
良いほどで、やること成すこと成功を収め
る可能性すらあります。人の縁に恵まれ、
無理だと思っていた物事が逆転に向かい、
トラブルが向こうからあなたを避けて通る
ほどでしょう。

【恋愛運】.全体運は良いものの、恋愛運は必
ずしも良いとは言えないかもしれません。
特にグイグイと積極的に行くタイプの人は、
その行動が裏目に出る可能性があります。
どちらかと言えば、受け身でいた方が物事
は上手くいきそうです。

【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：.8　17　22
× 危険日：.4　14　27

【全体運】.神経がやや過敏になってしまう傾
向がありそうで、他人のミスや問題点、自
分の回りから受けた違和感などにすぐに反
応するようになってしまいそう。普段から
細かい性格と言われていたり、あるいは自
覚している人は、いつも以上に大雑把にな
ることを意識してみても良いでしょう。

【恋愛運】.恋愛運は良い状態のようで、特に
シングルの人には出会いが、パートナーの
いる人には仲が深まる出来事が、それぞれ
ありそうです。

【金　運】.徐々に良い状態に高まる、右肩上
がりの線を辿りそうです。なにかしらの決
断は、月の後半に持ってくると良いようで
す。他者の意見に左右されることなく、自
分でなにかと決めるようにしておきましょ
う。

♥ 幸運日：.1　14　25
× 危険日：.5　19　30

【全体運】.自分に自信を持っておけば、大抵
のことは乗り越えられるようです。発言、
行動、記憶などで他者からなにかしら指摘
や非難をされたとしても、「自分は間違って
いない」と強く思っておき、意志を曲げる
ことがなければ結果的に良い方向へと物事
は向かいそうです。

【恋愛運】.復活愛を望むなら、積極的に出る
ことが肝心です。何度かチャンスが舞い込
んでくるようで、それを逃すことなくつか
みましょう。新しい良い出会いよりも、関
係の進展がありそうです。

【金　運】.12 月に比べると金運は上向くよ
うで、良い傾向が見られそうです。精神的
に安定すると、自然と良い方向へと物事は
進むでしょう。友人であろうと、お金の貸
し借りは禁物です。

♥ 幸運日：.9　19　25
× 危険日：.3　14　27

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

Margaritaville’s Lakeside
Lights Spectacular
Margaritaville.at.Lanier.Islands
7650.Lanier.Islands.Pkwy,.Buford,.GA.30518
https://www.margaritavilleresorts.com/margaritaville-at-
lanier-islands/attractions/margaritavilles-lakeside-lights-
spectacular
.■ 12 月 12 日 -2 月 27 日

CHINESE LANTERN FESTIVAL
Zoo.Atlanta
800.Cherokee.Avenue.SE,.Atlanta,.GA.30315
.■ 11 月 22 日 -1 月 6 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

IllumiNights at the Zoo
Zoo.Atlanta
800.Cherokee.Avenue.SE,.Atlanta,.GA.30315
https://zooatlanta.org/event/illuminights/
.■ 12 月 12 日 -1 月 16 日

Spor ts

SUPER BOWL
　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。

.■ 1月 6日 -9 日.
. Sentry.Tournament.of.Champions.
. Plantation.Course.at.Kapalua,..Kapalua,.Maui,..HI
.■ 1 月 13 日 -16 日.
. Sony.Open.in.Hawaii.
. Waialae.Country.Club,..Honolulu,..HI
.■ 1 月 20 日 -23 日.
. The.American.Express.
. PGA.WEST.(Stadium),..La.Quinta,..CA
.■ 1 月 26 日 -29 日.
. Farmers.Insurance.Open.
. Torrey.Pines.(South),..San.Diego,..CA
.■ 2 月 3日 -6 日.
. AT&T.Pebble.Beach.Pro-Am.
. Pebble.Beach.Golf.Links,..Pebble.Beach,..CA

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

.■ 1月 02 日　対　ニューヨーク. 1pm

.■ 1 月 09 日　対　ニューオーリンズ. 1pm. MBZ

NBA ATLANTA HAWKS
アトランタホークス
ホームゲームのみの案内です。

.■ 1月 12 日（水）　マイアミ. . 7:30pm

.■ 1 月 15 日（土）　ニューヨーク. . 7:30pm

.■ 1 月 17 日（月）　ミルウォーキー. . 6pm

.■ 1 月 21 日（金）　マイアミ. . 7:30pm

.■ 1 月 24 日（月）　シカゴ. . 7:30pm

.■ 1 月 26 日（水）　サクラメント. . 7:30pm

.■ 1 月 28 日（金）　ボストン. . 7:30pm

.■ 1 月 30 日（日）　ロスアンゼルス. . 7:30pm

.■ 2 月 01 日（火）　フェニックス. . 7:30pm

.■ 2 月 08 日（火）　インディアナ. . 7:30pm

Music

State Farm Arena
1.State.Farm.Dr,.
Atlanta,.GA.30303
☎ 404-.878-3000
www.statefarmarena.com
.■ 2 月 5日. . Billie.Eilish
.■ 2 月 12 日. Dua.Lipa
.■ 3 月 04 日. The.Eagles
.■ 3 月 17 日. Fugees
.■ 3 月 19 日. Maxwell
.■ 3 月 21-22 日. Justin.Biber
.■ 3 月 27 日. Bad.Bunny
.■ 4 月 8-9 日. John.Mayer
.■ 4 月 25 日. Journey
.■ 5 月 15 日. J.Balvin

Gas South District
6400.Sugarloaf.Pkwy,.
Duluth,.GA.30097.
☎ 770-813-7600.
www.gwinnettcenter.com

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

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
.■ 1 月 25 日 -30 日. Tootsie
.■ 3 月 08 日 -13 日. Ain’t.Too.Proud:.The.Life.and.
. . Times.of.The.Temptations

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

anisatlanta.comanisatlanta.comタウン
情報

アニスアトランタのタウン情報
あなたのビジネスを無料でリスティングします。

アニスアトランタのウエブに掲示板
知りたい情報を探せるオンラインの交流広場に！
個人・法人を問わずどんどん投稿してください。
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.■ 4 月 19 日 -24 日. Jesus.Christ.Superstar

Alliance Theatre
1280.Peachtree.Street.NE,.
.Atlanta,.GA.30309
☎ 404-733-4650.
www.alliancetheatre.org
.● High.Museum横のWoodruff.Art.Center の劇場

Museum

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

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

Nature,Parks

Georgia Aquarium 
ジョージア水族館
225.Baker.St..Atlanta.GA.30313
☎ 404-584-4000
www.georgiaaquarium.org
.■ 日―金曜日. 午前 10 時―午後 5時
. 土曜日. 午前 9時―午後 6時

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

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

Atlanta Botanical Garden
アトランタ植物園
1345.Piedmont.Ave..Atlanta.GA.30357
☎ 404-876-5859
www.atlantabotanicalgarden.org
.■ 火－日　9時―5時（4月からは 9時―7時）

Uniquely ATL

World Of Coca Cola コカコーラ博物館
121.Baker.St..Atlanta.ジョージア水族館の隣
☎ 404-676-5151
www.worldofcoca-cola.com
.■ 8 時―6時
.◆ 大人　＄16、シニア＄14、子供＄12

CNN Studio Tour 
CNN スタジオツアー
190.Marietta.St,.NW,.Atlanta,.GA.30303
☎ 404-827-2300
www.cnn.com/tour/atlanta/
.● 予約したほうが確実に参加できる
.■ 9時―5時 (10 分おき )
.◆ 大人＄15、シニア＄14、子供＄12

Atlanta History Center 
アトランタ歴史博物館
130.West.Paces.Ferry.Rd..Atlanta.GA.30305
☎ 404-814-4000
www.atlhist.org
.■ 10 時―5時半 ( 日曜日は正午から )
.◆ 大人＄16.50、シニアと学生＄13、子供＄11

Margaret Mitchell House
990.Peachtree.St..Atlanta.GA.30309.
☎ 404-249-7015
www.gwtw.org
.■ 毎日..ツアー :10 時半―5時 , ショップ :10 時―6時
.◆ 大人＄13、シニア＄10、学生＄9、子供＄8.50

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

Jimmy Carter Library Museum
カーター大統領博物館　
441.Freedam.Pkwy..Atlanta.GA.30307
☎ 404-865-7100
www.jimmycarterlibrary.gov
.■ 9 時―4時 45 分 ( 日曜日は正午から )
.◆ 大人＄8、シニアと学生＄6、16 歳以下無料

Centennial Olympic Park
265.Park.Ave.W.Northwest,.Atlanta,.GA.
☎ 404-222-7275
www.centennialpark.com/
.● Webのイベントガイドを確認してください

SKY VIEW
168.Luckie.St..NW,.Atlanta,.GA.30303
.☎ 678-949-9023
www.skyviewatlanta.com/
.■ 日 –木 :12 時 –10 時 ,.
. 金 :12 時 –11.時 ,　土 :10 時 –11.時
.◆ 大人$13.50, シニア (65才 +)$12.15, 子供 (3-12才 )$8.50

ANIS
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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。
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　謹賀新年
去年も「コロナ」「コロナ」と言っている間に過ぎてしまった。
年を重ねるたびに１年が短くなっていくように感じるので気を
引き締めていかないと、昨年、一昨年の二の舞いになりかねない。
今年は年男の私としては気合を入れていかなくちゃいけない。

　私にとっての「気合を入れる」は、空手家スイッチをオンに
することだが、私のオンオフの落差の大きさには自信がある。
家にいる時は完全にオフモード。スイッチを切っているどころ
かコンセントまで抜いている状態なのでただのオッサンである。
　だから子供がパンチ、キックでジャレついてきても道場の稽
古中のように「キミのパンチなんか効かない。もっと思いきり
こんか～」という空手家メンタルは完全に遮断されており、殴
られるまま「イタタタタ‥やめてくれ」と泣きを入れてしまう
体たらくぶり。

　空手家たるもの常に神経を張り巡らせていて、誰かにいきな
り攻められても身体が反応するものと思われがちであるが、戦
国時代のサムライじゃあるまいし、そんなことしていたら疲れ
てしまうので私には不可能である。
　そんな私でも道場の稽古時間になればスイッチオンになる。
不思議なものでスイッチオンになった状態では、気持ちはもち
ろん身体にも変化がが現れる。

　オフモードの時には、椅子から立ち上がるときでさえ気合を
入れないと身体が動いてくれないが、道場でオンになっている
時などは誰よりも軽いフットワークで動き回ることができるし、
家で子供に叩かれて痛い、痛いと泣きを入れている身体も、道
場では私より 20 ～ 30 歳も若い衆といまだにガチンコで殴り
合っている。

　稽古に参加する弟子のほとんどは、稽古が始まっても日常を
引きずっている ( 空手メンタルがオフ状態 ) のがわかるので、

私がテンション高い指導で、彼等のスイッチをオンにする。そ
れも指導者の重要な仕事の一部なのだ。

　ウチの道場に Ernest “THE CAT” Miller というプロレスラー
がいる。彼は全盛期にはヒール（悪役）として、週に 2 回は試
合が全米に流れていたような、出るところに出たら凄い男だが、
彼も道場では優しいオッサン。
　稽古前はヘラヘラとジョークを飛ばしているが、稽古になる
とウチの数少ない少年部のユウトやジェイコブをプロレスチッ
クな組手で彼らをその気にさせ、大人の生徒には、ガチの組手
で「さすがプロレスラーだ」という動きを見せる。オンオフの
切り替えが上手い。

　私の師匠、大山泰彦はオフの時でも私と違いパイロットラン
プは常についており、切り替え速度が尋常ではない。先日も私
の昇段審査で口頭試問があった。口頭試問と言っても雑談の延
長みたいなものだろうと舐めていたら大違い。
　オフィスで「今日は頑張ってくださいよ」などとニコニコ笑
顔を浮かべていた最高師範がいきなり「審査を始めます。押忍」
と言った途端空気が変わった。空気が変わったといえば聞こえ
は良いが実際は殺気を放った、という方が事実に近い。

　私は「え？いきなりですか？」と
不意打ち食らったようになり、口頭
試問はぼろぼろだった。やはり武道
家たるものフィジカルの部分だけで
なく、メンタルがオフの時でも常に
オンになれる状態でいなくては、ま
だまだ修行が足りないと痛感した次
第。
　と、この様な駄文を今年も書かせ
ていただきます。よろしくお願いし
ます。オース。

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

オンとオフ

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
オフィスアドミン募集
月～金、フルタイム、勤務地 :Norcross,.
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

倉岡クリニック受付急募 
フルタイム /パートタイム、日英バイリン
ガル、要労働ビザ。永谷☎ 770-980-0000

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

植月歯科医院
（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 careers@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

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

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

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

横浜 Yokohama Doraville
フルタイムサーバー募集。$18~/hour 英
語必須。詳細はリーまで。678-580-3455

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

湖ラーメン　Duluth
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
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Emiyabisavannah@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

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
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
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.

　

Class i f ied

クラシファイド申込方法
送付先：ANIS ATLANTA
4514 Chamblee Dunwoody Rd, 
Suite 249
ATLANTA, GA 30338
Phone: 404-510-8534
E-mail:infojp@anisatlanta.com

 ◆ 料　  金 見出し 13 文字ｘ 2 行以内 + 本文 20 文 
 字ｘ 4 行以内 
 左記の基本パターン1号に付き15ドル、 
 1 行につき 2 ドル追加

 ◆ 追加料金 写真・ロゴ掲載料：1 件につき 10 ドル
 ◆ 掲載期間 1 回の申し込みにつき 1 カ月
 ◆ 締め切り 毎月 15 日まで到着分となります。

 上記は締切りの目安であり、印刷スケ
 ジュール及びスペースの都合上、変わる
 可能性がありますのでご了承ください。

 ◆ 申込方法 E メールにてご連絡ください。
 ◆ 支払方法 チェック、マネーオーダー。

　 < 前払い＞ ＊掲載料の返金は一切できませんので 
 ご了承ください。
 ＊リターンチェックの場合は手数料 10
 ドルをいただきます。
尚、求人広告は無料です。

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

 ● Advance Payment is required to place your ad. Pay with Check 
or Money Order.

 ● All ad must be received by the 15th for the issue.
 ● No refunds in any case.
 ● 掲載された広告内容に関しましてはアクシスは一切責任を

負いかねます。
 ● 広告掲載をされる場合、内容によっては掲載をお断りする

こともありますので、ご了承ください。また、レイアウ
トの都合上、広告掲載時の行数は異なる場合があります。 
We do not accept responsibility for ads appearing on this 
magazine. we may refuse to place the ad if the contents is not 
suitable for the magazine. The number of the line may differ 
from the original form for the layout reason.

クラシファイド広告募集
求人、売買、不動産、
教授、お知らせなど
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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 2022 年 2 月号は
2 月 5 日ごろ配布予定

編集後記

　新年あけましておめでとうございます。皆様お正月はい
かがお過ごしでしたか？つかの間の自由な時間はあっとい
う間に無くなり、コロナ感染者数が日に日に増える中、年
末年始を迎えることになったと思います。またマスクが必
須の日常がやってきました。

　12 月はちょっとドキドキしながらイベントに参加してき
ました。色々なことが不自由になってからというもの 2 年
ぶりのことです。当日は久しぶりに沢山の方のお顔を拝見
することができ、とても嬉しく思いました。またお声をか
けてくださった皆様、本当にありがとうございます。感謝
申し上げます。

　さて、そんな中で迎えた 2022 年ですが、暗いことばか
りは言っていられませんので、新しい未来に向かって目標
を立ててみました。今年はもっと時間を作って体を動かす
事と、今年は映画や音楽などの芸術に意識して触れていこ
うと思っています。アクティブに行きたいと思います。

　皆さんも暖かくなる春先まで、くれぐれもご自愛くださ
い。2022 年もどうぞよろしくお願いいたします。
　次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。

アニスアトランタ　M.M.
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