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

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

www.anisatlanta.com

2

2022

No. 26
月 1 回発行

Happy
Valentine's
Day

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

Tel: 404-510-8534

E-mail: infojp@anisatlanta.com

02

ANIS ATLANTA - February 2022

ANIS

ATLANTA

Monthly Japanese community Magazine

05

2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

February 2022 NO. 26

22
23
25
26
26
27
28
29
30
31
32
33

webサイトも随時更新中

www.anisatlanta.com

34
34
36
37
38

偉人の名言

FOOD & HEALTH

「レクチンフリーダイエット」の効果と方法とは？
アロマテラピー◎タウンゼント瞳
Hello! Atlanta◎鎌田桃佳

アトランタ in-Town News◎GOHAN Marketがオープン
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

バレンタインにいかが♪チョコバー
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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2 月のカレンダー

2

FEBRUARY
2 月のカレンダー
2 月 03 日
2 月 04 日
2 月 11 日
2 月 14 日
2月3日

節分
立春 (Beginning of Spring)
建国記念の日 (National Foundation Day
聖バレンタインデー
節分，鬼遣い

本来は各季節の始りの日 ( 立春・立夏・立秋・立冬 ) の前日
のことであるが、現在では春の節
分だけが行われている。
季節の代り目には邪気が生じる
と考えられており、それを追い払
う為、この日の夕暮れ、柊の枝に
鰯の頭を刺したものを戸口に立て
ておいたり、炒った大豆を蒔いて
歳の数だけ食べたりする習慣があ
る。
2月4日

立春 (Beginning of Spring)

二十四節気の一つで、初めて春の気配が現れてくる日。天文
学的には、太陽が天球上の黄経 315 度の点を通過する時。
この日以降初めて吹く南寄りの強風を「春一番」といい、以降、
2 回目、
3 回目を「春二番」
「春三番」と言う。気象庁の定義では、
立春から春分の日の間に、日本海で低気圧が発達し、南寄りの
8 メートル以上の強い風が吹き、気温が上昇する現象を指す。
また、立春は雑節の基準となる日で、八十八夜や二百十日等を
起算する元となっている。
2 月 11 日

この日はかつて「紀元節」という祝日だったが、戦後になっ
てこの祝日は廃止された。1951( 昭和 26) 年頃から復活の動き
が見られ、1957( 昭和 32) 年以降 9 回の議案提出・廃案を経て、
1966( 昭和 41) 年に、日附は政令で定めるものとして国民の祝
日に追加された。
建国記念の日の日附については内閣の建国記念日審議会でも
揉めたが、10 人の委員のうち 7 人の賛成により、2 月 11 日
にするとの答申が 1966( 昭和 41) 年 12 月 8 日に提出され、翌
日政令が公布された。

建国記念の日 (National Foundation Day)

「建国記念日」ではなく「記念の日」なのは、建国された日
とは関係なく、単に建国されたということを記念する日である
という考えによるものである。
2 月 14 日

聖バレンタインデー

西暦 269 年のこの日、兵士の自由結婚禁止政策に反対した
バレンタイン司教が、時のローマ皇帝の迫害により処刑された。
それから、この日がバレンタイン司教の記念日としてキリスト
教の行事に加えられ、恋人たちの愛の誓いの日になった。
ヨーロッパでは、この日を「愛の日」として花やケーキ、カー
ド等を贈る風習がある。
女性が男性にチョコレートを贈る習慣は日本独自のもので、
1958( 昭和 33) 年にメリーチョコレートカムパニーが行った新
宿・伊勢丹でのチョコレートセールが始りである。1 年目は 3
日間で 3 枚、170 円しか売れなかったが、現在ではチョコレー
トの年間消費量の 4 分の 1 がこの日に消費されると言われる
ほどの国民的行事となった。一箇月後の「ホワイトデー」に返
礼のプレゼントをする。

建国をしのび、国を愛する心を養う国民の祝日。1966( 昭和
41) 年から国民の祝日になった。
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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： マイケル・ジャクソン
国 ： インディアナ州ゲーリー
生 ： 1958 年 8 月 29 日 - 2009 年 6 月 25 日
職業： シンガーソングライター、ダンサー、慈善活動家
マイケル・ジャクソンは 1958 年にアメリカのインディアナ
州に生まれます。父は製鉄所のクレーン操縦士として働きなが
ら、弟とバンド活動もしていたため、マイケルは小さい頃から
音楽に親しんで育ちました。
マイケルは兄たちとともに、
「ジャクソン５」というバンド
名で活動を始めます。兄弟の中でも歌がうまかったマイケルは
リードボーカルを担当しました。そんなジャクソン 5 は地元で
人気を集めるようになり、
1968 年にはデトロイトにあるレコー
ド会社、モータウンと契約することとなります。この時、マイ
ケルは若干 10 歳の少年でした。そして翌年にメジャーデビュー
を果たすと、デビュー曲の「I WANT YOU BACK」がいきなり
全米チャートで 1 位を獲得します。
エビック・レコードに移籍してからは、マイケルも作詞や作
曲もできるようになり、プロデューサーとしての才能も発揮し
ていきます。またソロとしては 20 歳の時にクインシー・ジョー
ンズと出会うことで、さらなる活躍をしていきました。
プロデューサーとしてクインシーを迎えて制作された 5 枚目
のアルバム「オフ・ザ・ウォール」はアメリカで 800 万枚を
売り上げるロングセラー作品となりました。そしてこの成功が
次回作とる「スリラー」へと繋がります。
その後もシングル曲でヒットを続けたマイケルは、1982 年、
24 歳の時に「史上最も売れたアルバム」とされるスリラーを
発表します。世界で 6500 万枚を売り上げたとされるこのアル
バムは、曲だけでなく、秀逸なダンスや特殊効果を使ったミュー
ジックビデオなども話題となりました。
文字通り世界中のファンを魅了したマイケル・ジャクソン。
2009 年に最後のライブと明言していた
「THIS IS IT」
のコンサー
トを目前に、自宅にて心肺停止となり、50 年の生涯を終えま
した。

人間の知とは本の寄せ集めだけではない。
人の心に書かれた、魂に刻みこまれた、
精神に彫りつけられた、沢山の知恵も人間の知の一部なのだ。
僕は芸術の究極の目的は、物質と精神、人間と神性の統合であ
り、それこそが芸術の存在理由だと信じている。
私たちには食べ物が必要不可欠です。
しかしそれと同じように、私たちには愛が不可欠なのです。
愛は私たちを構成するための ” 最も重要な栄養 ” なのです。
あなたがもっと世界をすばらしいものにしたいと考えているな
ら、自分から変えていくべきなのです。
鏡の中の自分を見るのです。外を見ていては駄目です。
どうやって音楽を作っているのかと尋ねられたとき、ただ音楽
の中に踏み入るだけだと答えます。
それは川の中に足を踏み入れて、流れに身を任すようなもの。
川の中のすべての瞬間が、それぞれの歌を持っている。
世界で最高の教育とは、
その道を極めた人の働く姿を見ることだ。
生きることは音楽的であること。体内の血が踊り出すところか
ら始まる。すべての生命がリズムを刻んでいる。君は、君の音
楽を感じているかい？
僕らはみんな幼少期の産物なんだ。

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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ニュースダイジェスト

ニュースダイジェスト

不正なＱＲコードスキャンさせて料金を詐取
コロナ禍で決済にＱＲコードを使う飲食店などが増えている
状況に付け込み、サイバー犯罪集団が詐欺目的で QR コードを
悪用しようとしているとして、米連邦捜査局（FBI）が注意を
呼びかけた。
FBI によると、詐欺グループは個人情報を盗んだり金銭をだ
まし取ったりする目的で、消費者に不正な QR コードをスキャ
ンさせ、詐欺サイトに誘導しているという。

これに先立ちテキサス州オースティンでは 1 月に入り、10
カ所以上の駐車場で詐欺目的の QR コードが見つかっていた。
オースティン警察は「こうしたＱＲコードを使って駐車料金
を払おうとした人が詐欺サイトに誘導され、料金をだまし取ら
れた可能性がある」と発表していた。
QR コードそのものに悪質性はない。しかし犯罪者が消費者
をだます目的で不正なコードを簡単に作成できてしまうことが
憂慮される。ＦＢＩは利用者に対し、QR コードで表示される
ウェブサイトを入念にチェックするよう促している。さらに、
モバイルアプリのダウンロードには QR コードではなく自分の
スマートフォンのアプリストアを使うよう呼びかけた。
コロナ禍に伴うライフスタイルの変化に便乗しようとする
詐欺は後を絶たない。パンデミック（世界的大流行）初期の
2020 年 3 月には、ウイルスが猛威を振るうイタリアやスペイ
ンで、ウイルスに関する最新情報の提供をうたった不正なモバ
イルアプリが詐欺目的で利用されていた。

わざとコロナに感染、反ワクチンの歌手死亡
新型コロナウイルスのワクチンに反対していたチェコの歌手

が、故意に新型コロナに感染した後、命を落とした。息子が明
らかにした。
死去したのはフォークバンド「アソナンス」のメンバー、
ハナ・
ホルカさん（57）。ホルカさんは具合が悪くなった息子と夫が
いる自宅で、わざとウイルスに感染し、1 月 16 日に死亡した。
息子のジャン・レックさんによると、ホルカさんは「コロナ
を終わりにする」ため、自ら感染したいと思っていたという。
レックさんは取材に応じた理由について「この論議は非常に
重要だと思い、みんなに警告したいと思った」と告白し、自分
と父はワクチンを接種していたと説明した。
「母はコロナ証明を手に入れるため感染したいと思っていた」
「コロナを終わりにするために感染したいと、私にも公にも言っ
ていた」。レックさんはそう話し、ホルカさんは仲間内でウイ
ルスに関する不正確な情報を得ていたと主張、「自分の論理に
反する事実や発言を意図的に無視していた」「わざと感染した
がっていた」と言い添えた。
「その根底には常に、自然に全て任せればいい、自分のこと
は自分が一番よく知っているという考えがあった」
新型コロナのオミクロン変異株に故意に感染しようという考
え方は広まりつつあるが、専門家は思いとどまるよう勧告して
いる。米ノースウェスタン大学医学校の専門家は「オミクロン
は悪い風邪のようなものだと言う人もいるが、これは悪い風邪
ではない」「生命を脅かす疾患だ」と強調した。

インドネシア首都をジャカルタからヌサンタラに移転
インドネシア国会は 1 月 18 日、首都をジャカルタからカリ
マンタン島（ボルネオ島）東部に移転し、新首都名を「ヌサン
タラ」とする法案を可決した。移転先は現在、ジャングルに覆
われた未開拓地となっている。サンタラはインドネシア語で
「群
島」を意味する。
ジャカルタは人口密集と急速に進む地盤沈下で都市としての
持続可能性が懸念され、首都移転の必要性が高まっていた。
スハルソ国家開発企画相は議会テレビで、移転は「さまざま
な検討、地理的な利点、福祉に基づくもの」と説明し、
「群島
の中心部に新しい重要な経済の中心地が生まれるビジョン」が
あると述べた。
ジョコ大統領は 2019 年に首都移転を表明。ジャカルタの環
境や経済の持続可能性に対する懸念を指摘していた。
世界経済フォーラムによると、ジャカルタは海に近い湿地帯
にあり、洪水に弱い。地下水の過剰なくみ上げが原因で急速に
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地盤が沈下し、ジャワ海に沈みつつあるという。
首都移転法案は９党のうち８党が賛成した。議員らは新首都
開発が環境に与える影響について慎重な検討が重要だと強調す
る。国家開発企画庁によると、新首都の面積は 25 万 6143 ヘ
クタールで、そのほぼ全てが森林地帯を開発する形となる。
ボルネオ島は世界で３番目に大きい島で、その大半をインド
ネシアが領有する。島の北部は一部マレーシアとブルネイの領
土となっている。
スリ財務相は 18 日の記者会見で、新首都の開発は５つの段
階に分かれると説明。スハルソ氏によれば、第１段階は 2022
～ 2024 年に行われ、開発は最終的に 2045 年まで続く見通し。
新首都移転の費用は以前の推計で 466 兆ルピア（約 3 兆 7000
億円）と試算されている。

7 位はオーストラリアとカナダ、チェコ、ギリシャ、マルタ。
8 位はハンガリーとポーランド、9 位はリトアニアとスロバキ
ア、10 位はエストニア、ラトビア、スロベニアとなった。

億万長者の資産、コロナ禍で増加の一途
国際 NGO のオックスファムは、資産 10 億ドル（約 1100 億
円）以上を持つ世界の億万長者の総資産が新型コロナウイルス
のパンデミック（世界的大流行）の間に５兆ドル（約 572 兆円）
増えたとの推計をまとめた。世界では何百万人もの人がコロナ

世界最強のパスポート
ビザ（査証）なしで入国できる国・地域の数に基づき、世界
各国のパスポート（旅券）を比較したランキングの最新版では、
日本とシンガポールが依然トップに立っている。
ランキングは英コンサルティング会社、ヘンリー・アンド・
パートナーズが 2006 年以降、業界団体の国際航空運送協会
（IATA）からのデータに基づき、随時更新してきた。
世界 199 カ国のパスポートについて、ビザなし、または到
着ビザ制度で入れる渡航先を調べ、その数を各国のスコアとす
る。
新型コロナウイルス感染症のパンデミック（世界的大流行）
が始まってから、海外渡航の自由度をめぐる南北間格差が広が
り、ランキングが始まってからの 16 年で最大に達していると
いう。
一時的な渡航制限を考慮しないスコアでは、日本とシンガ
ポールが 192 で依然トップ。最下位はアフガニスタンで、事
前のビザ申請なしで入れるのが 26 カ国にとどまっている。
２位は韓国とドイツでスコアが 190、3 位はフィンランド、
イタリア、ルクセンブルク、スペインでスコア 189。
上位にはこれまで通り、欧州連合（EU）諸国が並んだ。フラ
ンス、オランダ、スウェーデンとオーストリア、デンマークが
188 で 4 位、アイルランドとポルトガルが 187 で 5 位に入っ
ている。
14 年にそろって首位だった米国と英国は今回 6 位で、前回
の７位からは１ランク上がった。６位にはスイス、ノルウェー、
ベルギー、ニュージーランドも並ぶ。

禍で貧困状態に陥っており、貧富の格差は一層深刻化している。
オックスファムは米誌フォーブスのデータをもとに報告をま
とめた。それによると、億万長者の富の合計は、2020 年 3 月
の 8 兆 6000 億ドルから 2021 年 11 月には１3 兆 8000 億ド
ルとなり、過去 14 年の合計を上回る増加となった。世界長者
番付上位 10 人の富の合計は 2 倍以上になり、1 日 13 億ドル
ずつ増えた。
今回の報告は、今週開かれる世界経済フォーラムのオンライ
ン会合「ダボス・アジェンダ」を前に発表された。オックスファ
ムは、超富裕層がパンデミックの間に得た利益に対する課税を
強化して医療やワクチンの予算に宛て、差別問題や気候危機へ
の対応に取り組む必要があると各国政府に訴えている。
「中央銀行は経済を救う目的で金融市場に何兆ドルも注ぎ込
んでいるが、その大半は株式市場ブームに乗った億万長者の懐
に入っている」とオックスファムは指摘する。
テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）やアマゾ
ン創業者のジェフ・ベゾス氏を含む世界長者番付上位 10 人の
総資産は、世界の最貧層 31 億人の資産を合わせた額の 6 倍に
なった。
世界銀行の推計によると、2020 年は世界で 9700 万人が極
度の貧困に追い込まれ、1 日 2 ドル以下で生活している。世界
最貧層の人口は、20 年以上ぶりに増加に転じた
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FOOD & HEALTH

FOOD & HEALTH
2022 年のフードトレンドは「植物性」が加速
長いパンデミック渦の中、2021 年はフェタパスタ（シン
プルなチーズの塊にトマトとパスタを添えたメニュー）や
“Nature's Path”シリアル、フォカッチャブームがあった。ま
たエアフライヤーがフル稼働。こうしたものがトレンドになる
と予想した人はほとんどいなかっただろう。では 2022 年はど
んなフードやレシピが人気を集める？ ブレイク必至のフード
トレンドをリサーチしてみた。
ノンアルコール飲料
つまらないノンアルのモクテル（ウォッカが入っていない
ウォッカソーダとか）のことを言っているのではなく、ノンア
ルでも美味しく作られたドリンクのこと。
Betty Buzz などの企業が既にこのグループに向けてマーケ
ティングしているし、パンデミックでハッピーアワーが終わっ
たことで、人々は飲む時間が減り、代替品を探しているのだ。
ひまわりバター
カシューバターやアーモンドバターなどピーナツバターの代
替品があるのは知っているし大好きだけれど、このところ、特
にアイスクリーム界で存在を主張している代替品がある。ベン
＆ジェリーズは 2021 年に、ひまわりの種バターを使った乳成
分非使用のフレーバー４種、クレーム・ブリュレ・クッキー、チェ
ンジ・ザ・ワールド（Whirled）
、
“ミルク”＆クッキーズ、ミント・
チョコレート・クッキーを発売。
今後さらにひまわりの種バターを使った製品が増えるとい
う。ホール・フーズ（Whole Foods）もひまわりバターに乗っ
ていて、同社のトレンドレポートによると、2022 年は「Fix &
Fog Oaty Nut Butter」が大流行するとみている。
少なめサイズのメニュー
サプライチェーンの問題とパンデミックによる全般的な狂乱
で、レストランはメニューの数を減らしているが、このトレン
ドがしばらく続くだろう。正直、レストランが本当に美味しい
ものだけにメニューを絞ってくれるのは嬉しい。もっと厳選し
た選択肢で、もっと美味しい料理を！
なんでも植物性
すでに、肉代替品のインポッッシブル・フーズ（Impossible
Foods）やビヨンド・ミート（Beyond Meat）がファストフー
ドチェーンのメニューに浸透しているし、もしかすると地元の

バーガーショップでも見かけたことがあるかもしれない。
最近は、植物由来のシーフードを作ったブランドも出てきた。
ジースター（Zeastar）は“サーモン”や“マグロ”の刺身そっ
くりの商品を出し、マイイーツ（MyEats）は本物にしか見え
ないマッシュルームベーコンを発売、グッド・フーズ（Good
Foods）は植物性のバッファローディップをローンチした。
2022 年はもっと植物性の“肉”や“シーフード”製品が誕生し、
ベジタリアンな食生活がより実行しやすくワクワクするものに
なりそう。
ポテトミルク
ポテトからできたミルクと聞いて、まず頭に浮かぶのは
「はぁ？」かもしれない。だが、茹でたポテトとその茹で汁か
ら作った新しい乳成分不使用のミルクが、2021 年にすでに注
目を集めはじめ、食品企業 DUG はポテト由来のミルクをヨー
ロッパと中国の一部地域で販売した。来年は日本やアメリカに
も上陸するかも！
ロボットによるサービスが増える
2021 年は、ロボットによるサーバー、バスボット、
デリバリー
ドライバー、肉屋の幕開けになった。それに加えて、もうすぐ
ホテルの朝食バーでロボットが卵やワッフルを調理するように
なる可能性がある。
ゴーストキッチン
ゴーストキッチンとは、調理とデリバリー用食品を準備する
ために設置されたレストランキッチンで、店内で着席して食べ
ることも、ピックアップしに来ることもできない。
ウェンディーズはこうしたキッチンを今後 5 年間でさら
に 700 軒オープンする一方、市場調査会社ユーロモニター
（Euromoniter）は今後 10 年間でこの業界は 10 億ドルの価値
に到達する可能性があると見ている。
マッシュルーム
植物性食品トレンドにも書いたように、ヘルシーで美味しい
肉の代替品を探す人が増えている。長年のベジタリアンやビー
ガンは、マッシュルームがあるじゃん！と言うだろう。マッシュ
ルームのボリューム感ある食べ応えと吸収性は、時々恋しくて
たまらなくなるあの“肉っぽさ”を再現してくれる。2022 年は、
肉の代替としてマッシュルームを使うレシピが増えると予想。
ボトル入りカクテル
2020 年、人々は自宅で時間をかけてお気に入りのハッピー
アワードリンクを再現するようになった。今は、それを誰かが
作ってくれているものを探している。
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「レクチンフリーダイエット」の効果と方法とは？

「レクチンフリーダイエット」
の効果と方法とは？
レクチンとは？

レクチンを食べると？

なぜ今レクチンが注目されるよう

レクチンは聞き慣れない物質かもしれ
ませんが、100 年以上前に植物の体内で
発見されたあるタンパク質の総称です。
穀物や豆類、ナス科やカボチャ類の野
菜など、それも特に外皮や種に多く含ま
れています。いまやおなじみとなったグ
ルテンも、数千種類もあるレクチンの一
つにしか過ぎません。つまり、グルテン
だけでなくレクチンも排除しなければダ
イエットや健康効果がなかなか上がらな
いということです。
グルテンだけを除去しても症状の改善
が見られないという場合は、レクチンを
排除する食事療法「レクチンフリー・ダ
イエット」に切り替えてみることが必要
なのかもしれません。

レクチンは、腸管を覆っている粘膜細
胞の間のタイトジャンクション（密着結
合）をこじ開けることが知られています。
腸壁の細胞はビタミン、ミネラル、脂肪、
糖、単純なタンパク質は吸収できますが、
レクチンのような比較的大きなタンパク
質は吸収できない構造になっています。
ですので腸管の粘膜が健康ならば、レ
クチンは腸粘膜細胞の間を通過しません。
しかし胃腸の状態が悪いと多くのレクチ
ンが腸壁に到達し、粘膜細胞を傷つけ、
さまざまな異物が体内に取り込まれてし
まうことになります。
そこで異種タンパク質として振る舞い、
身体の免疫機構による攻撃を引き起こし
てしまいます。

になったのか？
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私たちを取り巻く環境が急速に変化し
たことも一因のようです。食事の構成内
容も激変し、トウモロコシや大豆、小麦
などのレクチンが豊富な食材が加工食品
に多く使われるようになりました。
また、近代的な農業手法に伴い農薬を
使う機会も多くなり、土壌中の細菌のバ
ランスを乱れさせ、農作物の質を変化さ
せたということも遠因と考えられます。
結局、私たちの腸内環境は私たちの生
活を取り巻く環境に大きく依存している
ため、腸内環境のみならず、土壌環境や
地球環境といった多元的な理由により、
レクチンの問題が表在化してきたと言っ
ても良いでしょう。

材だけを避けることで、食べられる食材
が増えますので、まずは影響のあるレク
チン食材を特定しましょう！

レクチンを少しでも軽減しよう！

レクチンフリー・ダイエット
食べてはいけない食品
乳製品、穀物、雑穀、果物、種、卵、豆
類全般（もやしのようなスプラウトも
NG）、カシューナッツ（ナッツではない）
、
チアシード、ナス科の植物（トマト、ナス、
ジャガイモ、ピーマンなど）
、キュウリ、
カボチャ、メロン、トウモロコシ、キャノー
ラ油などのオメガ６系の植物油……など、
牛肉などの畜肉も NG。
食べて良い食品
1. 野菜
アボカド、ナッツ全般、栗、ココナッ
ツ（ミルクやクリームも OK）
、オリー
ブ、ダークチョコレート、海藻類、キ
ノコ類、アブラナ科の野菜類（ブロッ
コリー、白菜、キャベツなど）
、オクラ、
玉ねぎ、葉菜類、サツマイモ、サトイモ、
こんにゃく、柿、味噌、キムチ……な
ど。ただし過敏性腸症候群や SIBO（小
腸内細菌異常増殖）がある場合は生野
菜は避けて加熱調理したものを選びま
しょう。
2. タンパク質
1 日に天然魚（魚介類全般）なら約
200g 以下、放牧鶏なら約 100 ｇ以下
に限ること。
3. 脂肪と油
アボカドやオリーブは良質の脂肪を含
み、しっかり摂取しても OK。油は、
アボカドオイル、ココナッツオイル 、
ごま油、エキストラバージンオリーブ
オイル、亜麻仁油、エゴマ油、MCT
オイルなど
4. 薬味や調味料
新鮮なレモン果汁、お酢、マスタード、

「レクチン」は様々な食材に含まれてい
て「レクチンフリー」は難しいと思われ
る方はこんな方法もあります！
それは「レクチン」の影響を最小限にす
る方法です。
●穀類
穀物は水に一晩浸し、調理前にその水を
捨て、よく洗ってから調理すると、レク
チンの影響を軽減することができます。
また発芽させてもレクチンを軽減させる
ことができます。また調理には圧力鍋を
使うなど、高温で調理するとレクチンが
不活性化します。
●ナス科の植物
ブラックペッパー、海塩などはいずれ
ナス科の植物は発酵させたり、圧力高温
も OK。加工度の高い市販のサラダド
調理である程度、レクチンの影響を軽減
レッシングやソース類はできるだけ避
することができます。ナス科の植物のジャ
けましょう。
ガイモなどはサツマイモなどに置き換え
5. 飲み物
ることもできます。
グリーンスムージー、ミネラルウォー
●豆類
ター（グラス８杯程度）、緑茶、紅茶、
豆類は納豆や味噌などの発酵食品を活用
コーヒーは OK。甘味のある飲料は避
しましょう。水に一晩浸した上、その水
けましょう。
を捨てて、高温で調理してもレクチンを
減らすことができます。また豆類は特に
レクチンフリーの良い効果は？
レクチンが多く含まれるため、生で食べ
「レクチン」は腸に損傷を与え、便秘、
るのは絶対に避けましょう。下痢や嘔吐
消化不良だけでなく、さまざまな病気や
の原因になります。特にいんげん豆は注
肥満の原因となります。
意が必要です。
レクチンを減らすことで、腸を整え、
●乳製品
消化機能を正常にすることで、体調を整
乳製品を摂る場合は穀物を餌としていな
えることができ、結果として痩せやすい
い牛からとれたミルクや発酵されたもの
体を手に入れることができるのです！
（チーズなど）を摂ると良いでしょう。
元々、心臓病や皮膚炎の患者さんのため
に実践されてきた治療法ですが、その患
者さんたちの体重が減少したことから「レ
クチンフリーダイエット」は始まってい
ます。
また『食のパラドックス 6 週間で体が
よみがえる食事法』ではダイエットだけ
でなく、自己免疫疾患の方にも「レクチ
ンフリー」は効果的としています。

レクチンフリーダイエット注意点
レクチンフリーダイエットでの一番の
注意点はレクチンを含む食材が多く、そ
れを避けるため、結果として栄養不足に
陥ってしまうことです。
栄養不足にならないように良質な動物
性たんぱく質や根菜類などを積極的に摂
りましょう。
また体質に合わないレクチンを含む食
ANIS ATLANTA - February 2022
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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
ジョージアでもっとも寒い１月を乗り越えて春もそこまで来ているものの、まだまだ寒い二月です。家の中
は暖房が効いているので、乾燥しやすく、風邪などをを引きやすくなります。エッセンシャルオイルを生活に
うまく取り入れて、寒い季節を乗り切りましょう！今月は身体を温めてくれる作用のあるジュニパー・ベリー
に焦点を当ててみたいと思います。

ジュニパー・ベリーとは
ジュニパーはヒノキ科の樹木で、アジア、ヨーロッパ、北アメリカなど世界中に生息している植物です。日
本語ではセイヨウネズとも言われています。ジョージア州にもあちこちに生息しているので、目にしたことが
ある人もいるでしょう。ジュニパー・ベリーの精油（エッセンシャルオイル）はジュニパーの実、ジュニパー・
ベリーから抽出したものです。

どんな香り？
深い森の中を思い起こさせてくれるような爽やかでウッディーな香りです。そのなかにベリーのほんのり甘
くて爽やかな香りがあります。
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歴史的背景
古代より何世紀にも渡ってジュニパー・ベリーは肉体的、また精神的な浄化に使用され、感染症の浄化、傷
の治癒、防腐処理、肝臓の不快感の除去、関節炎や尿路感染症の緩和、疫病、ペスト、伝染病の予防、肺感染症、
発熱及び頭痛、腎臓や膀胱などの問題、皮膚の浄化などに使われてきました。まさに万能な治療薬のように使
われてきたのです。
※上記は歴史上使用されてきた例で、多くの場合は専門家の元使用されてきています。病気の治療目的で安易に使用することはお勧めしませ
ん。必ず主治医に相談の上ご使用ください。

デトックス効果のあるジュニパー・ベリー
ジュニパー・ベリーは利尿効果に優れており、体に溜まった老廃物の排出を促すデトックス効果があります。
そのためむくみやセルライト対策としてもボディートリートメントや半身浴などでよく使われています。さら
に空気を浄化してくれる作用もあるため、お部屋にディフューズすることでその空間にある「重たい空間」を
デトックスしてくれる効果もあります。心も身体も空間も浄化してすっきりした気持ちになることができるで
しょう。

おすすめのレシピ
ジュニパー・ベリー..................... 4 滴
ラベンダー........................................ 4 滴
ジンジャー........................................ １滴
エプソンソルト.............................. １/3 〜 1/2 カップ

ディフューザーのお勧めブレンド
ジュニパー・ベリー ................ 2 滴
レモン................................................. ２滴
オレンジ............................................ 1 滴

メイソンジャーなどの保存容器にソルトとエッセンシャル
オイルを入れ、よく振って混ぜる。半日以上置いてから使
用する。( 約 2 〜 3 回分 )
これらのオイルには全て利尿作用があり、さらジンジャー
とラベンダーはリラックス効果の高いオイルです。体の芯
から温め、毒素を外に出してスッキリしたいときにおすす
めです。ローズマリーを 2 滴ほど加えても良いでしょう。
少し温めのお湯にゆっくり浸ってみてください。ただ、寒
い冬はお風呂の温度も下がりがち。ゆっくり浸かった後の
出る前に少し熱めのお湯を加え、湯冷めしないように工夫
しましょう。

すっきりした柑橘系とよく合うジュニパー・ベリー。浄化
作用のあるレモンとオレンジでさらにスッキリとした空間
を作ってみてください。

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
ANIS ATLANTA - February 2022
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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

〜 RH 編〜

グレイッシュな世界観に浸る
Restoration Hardware、通称 RH。グレーの外観の洗練された建物を見た時、絶対
に美味しいレストランに違いないと思い、「ここ、いつか記念日に食べに来たい！」と
鼻息荒く叫んだのが、私と RH との出会いです。バックヘッドで一際目を引くそのオシャ
レな建物は、実際にはレストランではなく、
1 階から 6 階まで続くインテリアショールー
ムでした。各階はテーマ別に分けられており、1 階はクラシック、
2 階はモダン、
3 階は
ラグやバスグッズで、4 階は小スペース用、
5 階はベビー & ティーン、
6 階はアウトドア
になっています。私が特に好きなのは、5 階です。特筆すべきは色合い。アイボリーや
グレーなどの中間色が使われているのですが、どれもスモーキーで淡い絶妙な色なの
で、子供用インテリアなのにとても品があります。
”想像力・創造力“が育つといいなと
いう想いから、子供の目に映る世界はカラフルであって欲しいと願う一方で、わずかな
濃淡の違いに反応出来るように、小さな頃から上質で洗練された中間色の良さを知って
欲しいとも思います。RH の物は彩度の高い色は無く、昔のほんのりと色がのった彩色
写真のよう。男の子用は落ち着いたブルーや錆びた銀色のメタリックな世界が可愛いの

【ベビールーム】
一面に飾られた色んな動物の赤ちゃんのフ
レーム。
ベージュやアイボリー系の部屋。

ですが、女の子用は妖精の羽や白い小鹿や王冠など、童話世界観が強く更に素敵です。
我が家は息子なので、いつも口半開きでヨダレ垂らしながら我慢してますが、娘さんを
お持ちの方は是非 5 階に足を運んでみて下さい。6 階は外バルコニーにもインテリアが
設置されているので、扉を開け外に出る事が出来ます。アトランタは一部を除き殆ど低
層建築なので、6 階の高さから風を感じ街並みを眺めるのも、ちょっとした気分転換に
なります。RH のインテリアで、ラグジュアリーな気分に浸ってみませんか？

【スタンドライト】
女子力アップしそう
なスタンドライ
ト。ダ イ ヤ モ
ンドみたい。
【Teen の部屋】
冬の森を思わせるホ
ワイト & シルバー
系のインテリア。
物語が始ま
りそう。
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【チャームネックレス】
名前をカスタムオーダー出来
るネックレス。子供用とはいえ
しっかり 18K。とても華奢な
チェーンです。

【飛行機ライト】
色褪せたメタリックの
飛行機型ライト。男の子に
は男の子のロマンが
あるのだ。冒険
の始まり！

【ランタンランプ】
二段ベッドのサイドに掛けるだけで、ベッド
が秘密基地に大変身。

【5 階のエントランス】
『不思議の国のアリス』のティーパーティーが
始まりそうな椅子達。大人の世界を真似る子
供のドキドキ感を思い出します。

ANIS ATLANTA - February 2022
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アトランタ
in-Town News
GOHAN Market がオープン！
アトランタ郊外の Peachtree Corners に Gohan Market さん
がオープンしました。場所は Peachtree Ind. Blvd. から Jimmy
Carter Blvd.（140）を北上し、Spalding Dr の手前のショッ
ピングセンターにあります。道沿いからも看板が見えるので、
とても分かりやすいです。
店内はシンプルですが、ゆったりとした印象。GOHAN
Market さんの大きなロゴマークが天井にあり、とても素敵で
す。奥の方には、お惣菜などがならんでいるコーナーがあり、
そのすぐ近くにちょっとしたフードコートのスペースが設け
られているので、忙しい方もこちらでサッサっとお食事をす
ることができます。
気になる品ぞろえはというと、お菓子やお米はもちろんの
こと、冷凍食品も、うなぎから、シラス、アジの開き、冷凍
そばにうどん、はんぺんなど、かなり豊富な品揃え。そのほ
かにも、すき焼き、しゃぶしゃぶ用のお肉なども主婦の味方
の商品が色々あります。調味料もキューピーマヨネーズは勿
論のこと、ゆずかつなどもあり、また「成吉思汗たれ」なる
ものも売っていました。
当方、勉強不足で見たことのないタレに興味津々、そこで
調べてみたところ、こちらはジンギスカンのタレで、通称「ベ
ルのタレ」
。こちらを使ったお料理が色々なところに掲載され
ていてびっくり！是非試してみたくなりました。

ちょっと小さめパッケージのお惣菜も販売されていて、
ちょっとした夕食の一品になるので、これは助かります。こ
ちらのお惣菜は日本からの商品との事で、お味もとても上品
でおいしかったです。そのほかにもおにぎり、お弁当も販売
されていて、まるで日本のコンビニみたいです。
Gohan Market さんはお茶の品ぞろえがすごいなぁ？と不思
議に思っていたのですが、おにぎりやお弁当と一緒であれば、
やっぱり飲み物は日本人なのでお茶です。こんなところにも
小さな気配りが見られます。
GOHAN Market の店長さんからは、お客様のお声をたくさ
んいただき、通いやすいお店にしていきたい。そしてこんな
食材がほしいなどのリクエストがあれば、是非お聞かせくだ
さいとの事でした。
食料品の他には、日本のシャンプーや入浴剤、化粧品など
も販売されています。日本のものは間違いないものが多いの
でほっとしますね。日本の野菜の種なども販売されています
ので、これから春に向けて日本の野菜を家庭菜園してみたく
なりました。
アトランタ近郊でお見掛けしない食材などもありますし、
パンやお弁当を食べれるフードコートなど、今までになかっ
たコンセプトのお店。是非一度お出かけください。
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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

ご飯がすすむ
てりやきチキン
材料（2 人分）
鶏もも肉................................................ 300g
片栗粉............................................... 大さじ 2
料理酒............................................... 大さじ 1
(A) しょうゆ..................................... 大さじ 1
(A) みりん......................................... 大さじ 1
(A) 砂糖............................................. 小さじ 1
サラダ油........................................... 小さじ 2

準備 .

鶏もも肉は余分な脂を取り除いておきます。

1. 鶏もも肉は一口大に切ります。
2. 全体に片栗粉をまぶします。
3. フライパンを中火で熱し、サラダ油をひき、2 を皮目から入れて 5 分程焼きます。
こんがりと焼き色が付いたら裏返して焼きます。
4. 料理酒を回し入れ、蓋をして中火で蒸し焼きにします。汁気が飛び、鶏もも肉に火
が通ったら (A) を加え、炒め合わせます。
5. 全体に味がなじんだら火から下ろします。器に盛り付け、ベビーリーフを添えて完
成です。

ジューシーな鶏もも肉に、甘辛い味つけがよく絡みます。
ごはんのおかずにはもちろん、パンに挟んで照り焼きチキンサンドにもアレンジできますよ。
ぜひお試しくださいね。
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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
今回は U.S. Bureau of Labor Statistics のデータより、2020 年
から 2030 年までの雇用予測をクローズアップします。
まずは、全体的に急成長をしている職業をみてみましょう。
TOP 5 は、映画映写技師、風力発電機サービス技術者、案内係、
看護師、太陽光発電システム設置者となります。
映画映写技師は、全 790 職種の中で最も高い 70% の成長率
を示しています。映画・映像産業は、パンデミック関連の封鎖
義務により全国の映画館が閉鎖されたため、2020 年には労働力
の 60％強が失われました。そのため映画映写技師の雇用増加予
測は、パンデミックでマイナスになったものが回復してくると
考えられるため、長期的な構造的需要の増加を伴うものではな
い様です。過去の調査からもこの職業の雇用は減少しているそ
うで、これは、従来のフィルム映写機よりも手動操作や日常的
な監視を必要としないデジタルフィルム映写機利用に影響を受
けています。
風力タービンサービス技術者と太陽光発電設置者は、再生可
能エネルギーに関連しています。これらの職種に対する雇用増
加の主な要因は、今後 10 年間に風力や太陽エネルギーなどの
代替エネルギー源の継続的な拡大と採用が見込まれることです
。風力タービンサービス技術者の雇用は、2020 年から 2030 年
にかけて 68.2％増加すると予測されていますが、2020 年の雇
用水準が約 6,900 人と比較的小規模であるため、今後 10 年間
の新規雇用は約 4,700 人という小規模な雇用に留まると言われ
ています。
看護師ですが、引き続き需要が非常に高く、114,900 ポジショ
ンがこの 10 年で必要とされています。医療業界は、パンデミッ
クに関わらず、今後伸びていく事が予想されています。理由は、
プライマリーケアに対する需要の高まりと医師不足のため、看
護師や医師助手への医師業務の委譲が進んでいること、また、
高齢化するベビーブーマーに対するサービス需要の増加に対応
するために、今後も看護師の他、医療助手や理学療法士助手の
雇用も増加するためと言われています。

職業は、すでに最も急速に成長している職業の上位に入ってお
り、今後 10 年間で雇用が 32.6％増加すると予想されています。
ホームヘルパーや介護補助員は、高齢者や障害者の日常生活活
動を支援し、医療以外のケアサービスを提供しており、場合に
よっては基本的な医療サービスを提供しています。
一方、伸び率は 22% と少ないながらもソフトウェア開発者は、
409, 500 ポジションが見込まれており、パンデミックに起因す
る経済の変化により、長期的に需要が高くなると予測されてい
ます。さらに、テレワーク、ハイブリッド型勤務形態、遠隔医
療サービスが増加すると予想されるため、多くのコンピューター
関連の職種は今後益々需要が高まると言えるでしょう。
今後成長が著しいと見込まれている職種を考慮し、自分自身
のリスキリングを考えてみましょう。日々学びの場を設け、自
分のスキルをアップデートしながら、雇用における様々な変化
に適応していく事が今後の就労における成功のカギです。新し
い年、興味のあるもの、仕事で必要とされるものなど、ぜひ時
間を見つけて取り組んでみましょう。日々少しずつ積み重ねる
ことで、思わぬタイミングでそのスキルを活かすチャンスが巡っ
てくるはずです。
参照 : US. Bureau of Labor Statistics“Projections overview and
highlights, 2020–30”

次に、新規雇用が最も見込まれる職業を見ていきましょう。
Top 5 は、ホームヘルパー、レストラン / シェフ、ファーストフー
ド店員、ソフトウェア開発者 / 品質保証分析 / テスター、ウェ
イターとなります。
最も速く雇用が増加すると予想されるのは、ヘルスケアサポー
ト関連の職種です。ヘルスケアサポート関連の職種は、高齢化
でサービスに対する需要が増加していく事が予想されています
が、この中でもホームヘルパーの需要が一番高く、1,129,900
ポジションが見込まれています。ホームヘルス・介護補助者の

Pasona NA, INC.
TEL:(404) 848-9221
E-mail:pasona.info@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。

ビザ面接免除対象拡大
2021 年 12 月 23 日、国務省は特定のビザ種類のビザ面接
を免除する措置を発表しました。各国の大使館はその裁量に
応じて、地元のコロナの状況を見ながら、ビザ面接を免除す
ることができます。
今回の措置は、特定条件を満たす 個別の就労ビザ申請に当

•
•

短期滞在学者、専門家に限る）を申請。
米国または他国での逮捕歴がない。
次のいずれかの条件を満たしている
（１）過去に米国ビザ発行を受けた。ビザ種類は問わない。
ビザ面接時に 10 本指の指紋採取済。
（２）過去に ESTA で渡米歴有。ESTA 拒否の経歴がない。

たる H-1, H-3, H-4, L, O, P,  Q が対象となります。移民局の個
別審査を経ていない、L ブランケットによる個人の L ビザ申
請は該当しません。下記の条件に該当する者は、申請国にて
ビザの郵送申請をすることができます。
【過去に米国ビザ発行を受けたことある場合】
• 申請者の本国或は居住国で申請する。
•
•
•

過去に発行されたビザ種類は問わない。
ビザ発行を拒否されたことがない。拒否されたことが
ある場合は、後に拒否が免除或は覆されたこと。
入国禁止に当たる確固たる理由がない。

【始めてビザを申請する場合】
• 申請者の本国或は居住国で申請する。
•
•
•

ESTA（電子渡航認証システム）ビザ免除プログラムの
対象国出身。
過去に ESTA で入国したことがある。
確固たる入国禁止に当たる理由がない。

また、昨年度発表された学生ビザ（F・M）
、または交流訪
問者（J）ビザ申請者に関する面接免除措置が 2022 年 12 月
31 日まで延長されます。F、M または特定種類の J ビザ（中
高生、大学生、教授、研究者、短期滞在学者、専門家に限る）
を新規申請或は更新申請する場合、以下の条件を満たしてい
れば、面接免除の対象となり、郵送申請をすることができます。
• F、M または特定の J ビザ（中高生、大学生、教授、研究者、

その外には、特定の H-2（一時的な農業および非農業労働
者）の申請者の面接免除措置も 2022 年末まで延長されました。
また、有効期限から既存のビザスタンプ失効から 48 か月以内
にビザを更新する申請者も面接免除の対象となります。
尚、各国の領事館は地元のコロナの状況をみながら、内部
の審査能力や優先順位を継続的に見直しています。従って、
申請者は、必ず申請直前に申請先の米国大使館または領事館
のウエブサイトの最新情報を確認したほうがよいでしょう
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
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。

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/
ANIS ATLANTA - February 2022
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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

野呂利

歩

墓終いの話
人間生まれた時は親が出生届を出せばこの世で認知されたこ
とになり事は済むが、人生を終えた時、近親者が死亡届を出す
だけでは終わらない。通常はお葬式を経て、日本ならば火葬に
付し、納骨して漸く事を終える。
日本のお葬式事情は、この 20 年で様変わりした。お金のか
からぬ簡略葬や地味葬が増えている。葬儀関連のホームページ
を見ると、かつての丼ぶり勘定への批判を反映してか、項目別
に価格がブレークダウンされ、明朗価格をアピールしている。
型通りのお葬式が済むと火葬後の納骨となり、お墓の話となる。
かつては「お墓が足りない」協奏曲が大都市を中心に起こり、
遠方への墓探しに奔走したり、お墓団地と称する、位牌が入る
程度のコインロッカー的お墓もお目見えしたものだ。今でも過
密都市周辺では事情は変わらないのだろうが、地方に目を転じ
れば衰退傾向なのではなかろうか。お寺も檀家が減る一方だか
ら、経営的にも大変な時代を迎えている。
筆者の場合は、父が 40 年以上前に亡くなり墓を建てた。6 年
前母が亡くなった時、墓の行く末を考えた。墓を維持していく

意味があるのか、を考えた時、子供二人が娘であることも勘案
すれば、早晩墓の面倒を見る人はいなくなるので、出した答え
が「墓終い」となった。
墓終いする前提で、クリアすべき点は母の遺骨である。骨壺
のまま持ち続けるわけにもいかない。ヒントはアメリカでの経
験にあった。ジョージアで知人が亡くなった時、火葬後、粉に
して比較的小さな骨壺にいれてくれるという。粉にする作業は
当時 800 ドルくらい。
日本での骨粉作業を請け負う業者は少ない。当時、千葉、福
岡、大阪に一社づつあるだけ（恐らく今も変わってはいまい）
。
大阪の業者で骨粉にしてもらい、小さな仏壇用専用容器（高さ
10cm 弱・直径 7cm 円筒状）に入れ、残りは家の庭に散骨した。
費用は約２万円。
墓終いで印象的だったのは、墓を開けてみると、40 年以上前
に納骨袋に入れた父の骨は袋の繊維と共に土になっていた。見
事に自然に帰っていたのである。

聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉
愛は寛容であり、愛は情深い。また、ねたむことをしない。
愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の利益を求
めない、いらだたない、恨みをいだかない。不義を喜ばないで
真理を喜ぶ。 そして、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを
望み、すべてを耐える。愛はいつまでも絶えることがない。 ー
中略ー このように、いつまでも存続するものは、信仰と希望
と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは、愛
である
第一コリント人への手紙 13 章 4 節 ‐ 8 節・13 節
世界的なパンデミックが続く中、私たちの周りには、良くな
いニュースや悲惨な出来事が溢れています。世の中には、多く
の誘惑があり、ともすればその誘惑にかられ、神を疎み、隣人
を省みず、自己中心になることは簡単です。世の中から愛が欠
如していきます。そんな中で、いえ、そんな時だからこそ、心
を静め、耳を傾けて、天の声（聖書の言葉）を聞かなければい
けないように思えます。
多くの情報の中から真理を見分けることが大切です。天から
の声、すなわち、神の声を聞くためには、常日頃から、聖書に
親しみ、聖書からのメッセージを聞いて、神の声を知り、聞き
分ける必要があります。神は隣人への愛を問われますから、愛
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By ますみ

が欠如した世の中で、自己中心的な自分に気付いたら、その姿
勢を正して、隣人を愛しましょう。
2 月、バレンタインの月にちなんで、『愛の定義』とも言える
有名な聖書のことばを選びました。この聖句の『愛』という箇
所に、自分の名前を当てはめて下さいと言われても、大抵の人
は自分には当てはまらないと思われる事でしょう。しかし、こ
の『愛』に適当する人がいます。神のひとり子・イエス・キリ
ストがその人です。神は、常に、人類に救いの手を差し伸べて
下さっています。神は、一向に改善しない悪に満ちたこの世界
（人々）を、決して見捨てられない事を知ってください。そして、
2000 年前に、この世にイエス・キリストが天から使わされた
意味を、今、もう一度、考え直してみましょう。そうすることで、
神が望まれる人生の意味と使命を発見することでしょう。
聖書を通して真の神を知り、真理を知った時、この世の恐れ・
・
その究極の死さえも恐れることなく、絶望から希望への人生を
見出す事が出来ます。神の慈愛と忍耐に感謝して、真の愛を示
して下さった神の恵みの救いに思いをめぐらせてみようではあ
りませんか。自分が愛されていると知っている人は、隣人を愛
する事が出来ます。
神は愛です。私達は愛されています。Happy St. Valentine’s Day!

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

親子の会話で、子供の夢の芽を育てよう！
今回のテーマは夢。近年将来の夢がもてない子供たちが増え
ています。子供が夢を育むのは、親との関わり方次第です。子
どもたちの『夢育て』をどう応援していけばいいのでしょうか。
心理セラピストの星先生のお話をご紹介します。
夢はがんばる力の源
夢は、心の中から湧き上がってくる、
「こうなりたいなぁ」と
いう思いです。本来は、誰でも大なり小なり夢をもっています。
可能性がたくさんある子どもなら、なおさらです。しかし、今
の子どもたちは、昔に比べ、夢をもちにくい社会に生きています。
物質的に恵まれ、だいたいのものは望めば親から買ってもらっ
たり、言うとおりにしてもらったり・・・。そのため「～がほ
しい」や「～になりたい」という願望をもちにくいのです。
夢はがんばる力をくれます。夢があるから意欲をもち続けら
れるし、困難があってもあきらめず、また挑戦できるのです。
子どもの夢を育むヒントは、家庭にあります。親の上手な関わ
りや声かけで、子どもは夢を広げ、夢を実現する力を身につけ
ていくことができるのです。
夢の芽を大切にしよう !
お父さん、お母さんの小さい頃の夢は何でしたか？学校の先
生、歌手、スポーツ選手など様々でしょうが、小さい頃から、
同じ夢を持ち続けていた方は少ないのではないでしょうか。幼
児や小学校低学年の子どもは、その時の好奇心や興味で、夢は
どんどん変わっていくものです。むしろ、様々な夢の“芽”を
もたせてあげたほうがいいのです。
子どもが「～になりたい！」と言ってきた時、
どう応えますか？
「どうせ夢なんて、
ころころ変わるんだから」と聞き流したり、
「難
しいよ」と否定したり・・。親は自分の経験や知識から「なる」
「なれない」と、すぐに判断してしまいがちです。これでは、せっ
かくの子どもの夢の“芽”がしぼんでしまいます。
まずは、子どもの言ったことを、
「なれたらいいね」と受け止
めて、共有してあげましょう。そうすれば、子どもは「親が自
分の夢に関心をもってくれた」と感じて安心できます。そして、
たとえその夢をあきらめたとしても、いろいろなことに興味を
もち、また別の夢を育んでいけるのです。

本物を体験して夢を大きく広げよう！
夢が実現可能かどうかを判断するのは、子ども自身です。そ
のためには、子どもの夢の対象をしっかりと見る必要がありま
す。できる範囲で、夢に関する本物を見せたり、近い体験をさ
せてあげられるとよいですね。
例えば、夢が「ピアニスト」だったら、生の演奏会を聞きに
行ったり、「お花屋さん」だったら、近所のお店に行って、どん
な仕事を教えてもらってもいいですね。そうやって本物を見た
り、現実に触れたりすると、子どもは「これは私に向いてない」
あるいは「やっぱり、やってみたい」と、自分で考えられるの
です。
体験から子どもが得たものを、引き出してあげることも大事
です。「どこが楽しかった？」と聞いてあげればいいのです。幼
稚園や小学校で、遠足や発表会、課外授業などへ行ってきた時も、
ぜひ感想を聞いてあげてください。「楽しかった」ことばかりで
はないでしょう。「つまらなかった」時は、「どうなれば、楽し
くなった？」と聞いてあげましょう。話すことで、子どもは自
分の好きなことや興味を発見し、新たな夢の“芽”を育んでい
けるかもしれません。
がまんして、「待つ」時間を大切にしよう！
がまんするということは、あきらめることではありません。
欲しいものがあっても、手に入れるまで待てることが大切です。
子どもが何かを欲しがったら、すぐに与えず、一週間でも、一
日でもいいから、子どもに「待つ」経
験をさせてあげてください。そしてで
きたら、「がまんできたね」とほめてあ
げましょう。小さな願望をがまんする
ことは子どもを成長させ、やがて将来
の夢を実現するための大きな力になり
ます。大きな夢に１歩一歩近づいてい
く過程は、楽しい経験ばかりではあり
ません。苦労することもあるでしょう。
しかし、いつか実現することを願いな
がら、がまんして努力していくもので
はないでしょうか。
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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
年が明けて急に寒くなりましたが、みなさまいかがお過ご
しでしょうか。新しい年を迎えたということで、2022 年は
今までにやったことのない髪型に挑戦してみるのはいかがで
しょうか！
最近では通常のワンプロセスカラーではなく、ブリーチを
使ったお洒落なデザインカラーをする方がどんどん増えてい
ます。通常のカラーだと思うような色味にならなかった方も、
ブリーチを使うことによりできることの幅がぐんと広がるの
です。
一昔前まではブリーチを敬遠される方が多かったのですが、
近年では技術の向上とブリーチの質がかなり良くなってきて
いるため、髪へのダメージも大幅に抑えることができるよう
になりました。それにより本当は明るいカラーをしたいのに、
白髪が気になるから白髪染めで暗いカラーしかできない、と
いう悩みも解決できるようになったのです。
白髪が気になるけどいつも真っ暗なヘアカラーはぱっとし
ないし面白くない、という方にはハイライトやエアタッチを
おすすめします！暗い髪に白髪があるのは目立ちますが、全
体的に明るい筋状のデザインが入っていることにより白髪を
ぼかすことができ、同時にとってもお洒落なヘアスタイルも
楽しめるのです。
もちろん白髪がない方もブリーチを使って純粋にお洒落な
デザインカラーを楽しめます！頻繁にカラーをしない方は、
髪が伸びてきても自然に地毛と繋がるようなデザインにする
ことも可能です。肌や頭皮が敏感な方は、ブリーチを頭皮に
つけないように施術することもできます。
メリットがとても多いデザインカラーですが、ブリーチを
使ったカラーには少し注意が必要です。これまでに白髪染め
をしてきたという方や、黒染めをした履歴がある方など、過
去にしたカラーの染料が邪魔をして一度のブリーチでは髪が
明るくなりきれない場合がございます。ブリーチを使う施術
には、過去の薬剤履歴に合わせた対応がとても大事なのです。
やりたいデザインはあるけど自分の髪の状態からできるかわ
からない、ブリーチを使った施術は心配という方は、ぜひ一
度サロンリーガにご相談くださいませ。皆さまからのご連絡、
ご来店を心から楽しみにしております！

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
花粉症対策
今年もこの時期がやってきました。ツラい花粉症の季節です。
私自身も花粉症なので毎年この時期は当院では花粉症対策期間
に入ります。コラムのテーマはもちろん、花粉症に有効なエン
ザイムセラピーやデトックスプログラムなど、皆さんに少しで
もお役に立つ情報を発信していきます。
花粉症とは、アレルギー症状の一種です。アレルギーの元で
ある花粉を体が異物と判断してしまい体内外の粘膜についた花
粉粒子を鼻水や涙・咳・くしゃみといった手段で体から追い出
そうとします。微熱や頭痛、倦怠感などの症状も同様で、アレ
ルギー源である花粉に身体の免疫機能が過剰反応してしまうか
らです。このような症状を抑えるのに市販や処方のアレルギー
薬の服用や、最近では身体を徐々にアレルギー源に慣らしてい
く舌下免疫療法などの治療法もありますが、これらの方法は時
に様々な副作用が出ることもあるので注意が必要です。
花粉症を含むアレルギー症状が起こるメカニズムで、近年、
最も有力な説だとされているのが「オーバーフローモデル」です。
このオーバーフローモデル理論は、人間はアレルギー源である
毒素の受け入れタンクを体内に持っていて、毒素が体内に入り
込んできてもタンク内に収まっている間は特に症状が出ること
はないが、体内に入り込んだ毒素がタンクの容量を超えてしま
うとアレルギー症状が起こり始める、
というものです。であれば、
体内に入る毒素（アレルギー源 / 花粉）量を減らすか、タンク
の容量を大きくすればアレルギー症状は軽減します。
このオーバフローモデルを基に花粉症対策を考えるなら、体
内に入ってくる花粉に対してはマスクや眼鏡、帽子の着用や手
洗い、洗顔などで気をつけることができます。そして、体内の
毒素タンクですが、私はタンクの受け入れ容量は身体の免疫力
だと思っています。もちろん、体質的にアレルギー症状が出や
すい方もいらっしゃいますが、加齢や疲労など免疫力が低下す
ると花粉症やアレルギーをより発症しやすくなってしまいます。
だからこそ、タンクの受け入れ容量を大きくする≒免疫力アッ
プです。免疫力の向上には快眠・快食・適度な運動で健康的な
毎日を心がけてください。当然、カイロプラクティック施術も
免疫力向上に役立ちます。
そして、もう１つ。タンクの容量を増やすには今タンクにあ
る毒素を排出してしまいましょう。ずばり！デトックスです。
私は毎年、花粉症の季節に合わせて３週間デトックスプログラ
ムを実践しています。このデトックスプログラムをやるやらな
いでは、花粉症症状のツラさがだいぶ違います。興味がある方
は私と一緒にデトックスしましょう。１人で行うよりも仲間が
いた方が頑張れますよ。
さらに、デトックスプログラムはハードルが高いという方に
は体内の毒素排出を促すエンザイムセラピーもあります。Foti
（ドクダミ）や Burdock( 牛蒡 ) などのハーブを配合し自然の抗
ヒスタミン効果があるサプリメントに、ビタミン豊富なエチナ
シア、ローズヒップなどを配合した免疫力向上に効果があるサ
プリメント、アレルギー症状を抑えるサプリメントの計３種の
サプリメントを組み合わせて摂取することで体内の解毒・排出
を促しながら症状を緩和していきます。薬ではないので眠気な

どの副作用もなくいつでも安心して服用できますし、花粉症だ
けではなく軽症程度のアレルギー症状全般に効果があるので、
薬が苦手な方や飲み合わせが心配な方、また自然のハーブ由来
なのでお子さんにもお勧めです。
ツライ症状を薬で抑える。これも決して間違いではありませ
ん。しかし、薬の長年の多用はやはり内臓に負担をかけてしま
います。花粉症対策には薬以外の選択肢もあります。ぜひお気
軽にご相談ください。せっかくの春です。花粉症に悩まされず
楽しみましょう！
矢島 敬朗 カイロプラクター

■ 健康体操教室 zoom 開催のお知らせ ■
今年もやります！おうちで手軽に健康体操♪
デスクワークの姿勢に要注意！
まだまだリモートワーク・スタディの日々。
姿勢、気をつけていますか？
悪姿勢からくる様々な不調を一緒に解消しましょう！
3 月 6 日（日）午前 9 時スタート
お問い合わせ・お申し込みは当院 info@yajimachiro.com まで
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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

歯周病と喫煙
喫煙とガンの関係や、喫煙が種々の病気に関与していること
は一般に周知されるようになりました。また、
タバコと口腔疾患、
特に歯周病との密接な関係は多くの研究で立証されていて、あ
る研究では喫煙者と非喫煙者を比較すると、喫煙者は 2 〜 8 倍、
歯周病になりやすいと報告されています。歯周病はギネスブッ
クに世界で一番かかっている人が多い病気として登録されてお
り、歯を抜く原因１位という病気にも関わらず、ある程度進行
しないと症状が出にくく、気付いた 時には重症化しているケー
スもある大変恐ろしい病気です。

＜タバコの害＞
タバコの煙の中には数千種類もの化学物質が含まれています。
その中の有害物質は約 200 種類、そして発がん物質は約 70 種
類と言われています。この有害物質で代表的なものは、①ニコ
チン ②一酸化炭素 ③タールなどです。
1.

2.

3.

ニコチン
ニコチンは依存性の高い薬物です。ヘロインやコカイン等
の麻薬より依存度が高いとされ、禁断症状も強く現れると
言われています。強い血管収縮作用があり、脳や皮膚、そ
して歯肉の血流を障害してしまいます。
一酸化炭素
酸化炭素は酸素と比較して２００倍以上血液中のヘモグロ
ビンと結合しやすいです。酸素と結合するはずのヘモグロ
ビンが一酸化炭素と結合してしまうため、血液の酸素運搬
機能が低下してしまい、体の組織の酸素欠乏が起こってし
まいます。したがって酸素が必要な細胞の活動が低下して
しまいます。
タール
タールとは、ヤニのようなものでタバコの煙からガス成分
を除くものです。タールの中には有害物質や発がん性物質
が多く含まれています。

＜喫煙による歯周組織への影響＞
タバコの煙を吸うと歯肉上皮内の血管収縮により末梢循環血
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流量が低下します。そして一酸化炭素の影響により酸素飽和度
の低下が起きます。これが長期間続くと、歯肉が炎症を起こし
ている場合、通常は歯肉からの出血が見られますが、喫煙者で
は歯肉が貧血状態になっているため出血しにくい歯肉になって
いきます。
また歯肉の色もメラニン色素の沈着により黒ずんできて、歯
の表面についたタールの影響により、歯の着色とタールから有
害物質などが持続的に歯肉に悪影響を与えます。そして歯周病
の主な原因となる細菌プラークが歯肉に影響を与えた上で、タ
バコの煙による影響を受けると、プラークの付着量や歯石量と
比較して、歯周病の重症度が上がっていることも多く認められ
ます。
＜歯周治療に対する影響＞
喫煙により歯肉の血管収縮、そして酸素飽和度の低下等によ
る歯肉の貧血状態により、歯肉の創傷治癒の低下（傷が治りに
くい状態）が起こります。そのため、歯周病の治療に対する歯
肉組織の治癒反応の低下が見られます。歯周治療だけに限らず、
インプラント治療に関しても治療の予後に対する悪影響が認め
られています。

＜禁煙の効果＞
喫煙者に見られる歯肉の反応は、禁煙することによって歯肉
の血流量は２週間で回復するとの報告があります。そして歯周
治療の効果も、禁煙者では治療の反応性の改善が認められるこ
と、歯周組織の状態が早期に回復することも報告されています。
タバコが一番最初に触れる歯肉及び口腔粘膜は、タバコの害
を受けやすい組織ですが、自覚症状がなく疾患に気づかず歯周
疾患が進行していたり、治療を行っても治
療に対する体の組織の反応が鈍く治療がう
まく進まないことも多くあります。
定期的に歯科を受診し、適切な治療を受け
ることをお勧めします。
神奈川県歯科医師会ウェブサイト 2021 年 8 月の
記事より抜粋

カンバーランドファミリーデンタル
歯科医 清水 義仁

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

気をつけたい感染症
冬はウイルスが好む低温・低湿
「風邪は万病の元」といいま
すが、風邪という病名はなく感
染症の一種です。感染症の病原
になるウイルスや細菌は無数
にあり、喉や胃腸など症状が現
れる部位によって、それぞれ正
式な病名があります。特に冬は
インフルエンザなどが流行る
ので、ただの風邪と放置しないで、早めに受診して、適切な治
療を受けましょう
冬に感染症が流行りやすい理由は気温と湿度の低さがありま
す。ウイルスや細菌は低温・低湿度を好むため、冬は夏よりも
長く生存することができ、感染力が強くなります。加えて、空
気が乾燥していると、咳やくしゃみの飛沫（ひまつ）が小さく
なり、飛沫に含まれたウイルスがより遠くまで飛ぶようになり
ます。そのため、一度の咳やくしゃみによる感染範囲が拡大し、
感染スピードもあがります。
一方、冬は人の体も寒さのため体温が下がり、ウイルスや細
菌へ対抗する免疫力が落ちます。また、夏に比べて水分摂取量
が少ないため、体内の水分量も減り、喉や気管支の粘膜が乾燥
しウイルスに感染しやすい状態になるのです。
冬に流行る感染症
感染症の主な経路は、感染した人の咳やくしゃみの飛沫に含
まれる病原体を吸い込む「飛沫感染」
、
乾燥して小さな粒子となっ
て漂っている病原体を離れた場所で吸い込む「空気感染」、タオ
ルやドアノブ、電車のつり革、嘔吐物などに触れた手を介して
口や鼻から侵入する「接触感染」です
特に冬に流行しやすい感染症は、インフルエンザ、ウイルス
性胃腸炎（ノロウイルス・ロタウイルス）
、ＲＳウイルスなどで
す。それぞれの症状と感染経路を知っておきましょう。
★インフルエンザ
インフルエンザウイルスを病原とする気道感染症です。38 度
以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症状が突然現れ
る A 型、高熱の場合もあるが微熱や平熱のこともあり、消化器
系の症状が特徴の B 型があります。主な感染経路は飛沫感染と
接触感染。インフルエンザ予防の基本は、流行前にインフルエ
ンザワクチンの接種を受けることです。現在のインフルエンザ
ワクチンは、A 型 2 種類と B 型 2 種類の 4 価ワクチンになって
います。
★ウイルス性胃腸炎
ノロウイルスやロタウイルスに感染して、嘔吐や下痢が突然
始まる「お腹の風邪」
。ノロウイルスは 1 年を通して発生して
いますが、特に冬に流行。主な感染経路は接触感染と飛沫感染。

手指や食品などを介して口から感染し、腸管で増殖します。ロ
タウイルスは乳幼児期に多く発症します。予防には手洗いが必
須です。
★ＲＳウイルス感染症
風邪のウイルスの一種、ＲＳウイルス。ほとんどの感染は乳
幼児で、気管支炎や肺炎などの症状が現れます。主な感染経路
は飛沫感染と接触感染。感染力が強く、子供同士の集団発生に
気をつけましょう。大人は軽い鼻風邪程度で済みますが、知ら
ないうちに乳幼児にうつしてしまうこともあるので要注意です。
感染症予防対策を徹底しよう
免疫力がダウンしがちな冬の時期、休養や睡眠をしっかりとっ
て、栄養バランスのよい食事を心がけましょう。インフルエン
ザ予防には流行前のワクチン接種が有効ですが、冬の感染症予
防の基本は、手洗いやうがいなど日常生活の対策が重要です。
マスクはつけ方・捨て方に注意
ウイルスに感染した人がマスクをしないで咳やくしゃみをす
ると、ウイルスを含んだ飛沫が飛び、周囲の人が吸い込むこと
で感染が拡大します。症状のある人は感染防止のためにマスク
を着用しましょう。また、予防にもマスクはオススメ。不織布
のマスクを鼻の周りに隙間を作らないようにして装着し、捨て
るときは内側に触れないように気をつけましょう。
口内細菌をうがいで減らす
電車内やデパートなど人ごみの多い場所には、ウイルスや細
菌が漂い、感染する可能性があります。予防には帰宅直後のう
がいが効果的。初めに口の中の隅々をブクブクうがいして口内
細菌を吐き出します、その後新しい水を口に含んであごをあげ
て 15 秒くらいを目安に、のどの奥をふるわせて洗うガラガラ
うがいをします。帰宅時だけでなく、のどや空気が乾燥してい
る冬は頻繁にうがいをしましょう。
こまめな石けん手洗い
ドアノブ、電車のつり革、エスカレーターの手すりなどに、
ウイルスや細菌が付着している可能性があります。自分の手に
細菌がつき、その手を鼻や口、
目などに持っていくことで体
内に侵入します。石けんを使っ
たこまめな手洗いで予防しま
しょう。
手洗いは、石けんの泡をよく
立て、手のひら、手の甲、手
首、指の股や爪の間も念入り
に洗い、流水で十分にすすぎ、
清潔なタオルかペーパータオ
ルでよくふき取って乾かしま
しょう。
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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 5

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。
ブレイスをつけた時に注意する食べ物
避ける食べ物は堅いもの、歯にくっつくもの、砂糖を多量に含んだものです。
矯正装置を入れていても装置を壊さないで何でも食べることができます
が、上記のタイプの食べ物は問題を起こしやすいので、常識で判断して悪
いと思うものは避けます。よくわからないときは歯科医に相談します。
•
•
•

堅い食べ物
o ワイヤを曲げたり、バンドの下のセメントをゆるめたり、小型のブラケットやチューブを壊す恐れがある。
歯にくっつく食べ物
o ワイヤを曲げセメントで接着したところをはがしてしまう恐れがある。
砂糖を多量に含んだ食べ物
o できるだけ食べないようにする。食べたときはすぐに歯を磨く。磨けないときは水で口をすすぐ

ブレイスをつけているとき避ける食べ物
食べてはいけないもの

食べない方が良いもの

ポップコーン、ナッツ、ピーナッツプリッツル、丸のままのと

にんじんスティック（生のにんじんでも薄切りならよい）、り

うもろこし、コーンチップ、クリスプ ･ タコス、キャラメル、

んご（かぶりつくのはだめ、薄切りは良い）
、ステーキ（食べ

フルーツケーキ、ピザの端、餅、堅焼きせんべい、豆がし、す

るなら小さく切って食べる）
、繊維の多い野菜でワイヤに引っ

るめ、氷（アイスキューブをカリカリかじるのは注意して噛ん

かかりやすいもの

でも危険）、レモン（歯のエナメル質を害する）、ガム（歯科医
によってはシュガーレスガムを少しだけ許可する場合もある。
バブル ･ ガムは厳禁）

歯や歯周病についてのご質問等がございましたらお気軽に御連絡ください。
404-4069-6237 泉まで
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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】プライベートで、職場で、性別や
年齢を問わず色々な人との新しい接点がで
きることでしょう。もちろん、その中には
良いご縁の場合もありますし、本当なら避
けるべき悪縁もあります。

【全体運】変化のない安定の運気。維持と取
るか、停滞と取るかは人それぞれですが、
穏やかに過ごしてなにかしらの趣味や興味、
勉強などに没頭したい人にとっては、良い
時期になりそうな気配です。

【恋愛運】言葉を信用し過ぎて、勘違いして
しまうケースがありそうです。相手の思わ
せぶりな態度にコロッといってしまい、恥
ずかしい思いをしてしまうかも。本心をしっ
かりと見極めないと、良い縁と結ばれるま
でにならないので注意が必要です。

【恋愛運】不倫関係、二股恋愛、浮気などを
している人は、そのリスクが表面化するよ
うなので注意が必要です。バレないと本人
が思っていても、なにかの拍子に気付かれ
ることも。上手いフォローを考えておくか、
今のうちに清算することも視野に入れてお
く必要があるかもしれません。

【金 運】良い状態にあるとは言えないのが
実情です。ついつい歯止めが利かずに出て
行く分が多くなり、後悔する羽目になって
しまいそうです。他人に良いところを見せ
ようとして、あなただけが損をする出来事
もあるかもしれません。

【金 運】これまでの努力が報われる方向へ
と進みそうなので、努力や忍耐をしてきた
人は、それが良い結果につながることでしょ
う。信頼や信用を得て、評価がグンと一気
に上昇することもありそうです。

♥ 幸運日：2 15 24
× 危険日：6 19 22

♥ 幸運日：6
× 危険日：1

獅子座
7/23 ～ 8/22
【全体運】あと一歩といったギリギリのライ
ンで力が発揮できないことや、結果が手に
入らないことがありそうです。もうひと頑
張りが足りない状況なので、苦しい状態、
耐える状態になったとき、あと少しだけ頑
張ってみる努力をしてみましょう。

19 27
14 23

【恋愛運】出会いに期待が持てそうです。中
でも、身近な人から紹介されてできる縁は、
あなたにとって良いものと言えそうです。
仮に恋愛に関係に発展しなくても、長く良
い友人としての関係が築ける可能性も持っ
ています。
【金 運】お金に関する美味い話が舞い込ん
できそうです。すぐに飛び付くことは控え
て、じっくりと内容を吟味する必要があり
そうです。

【全体運】巻き込まれとかとばっちりとか、
あなた自身の関係ないところで始まったト
ラブルの余波が、あなたのところまで影響
を及ぼしてくるあまりありがたくない運気
をしているようです。
【恋愛運】復縁、復活愛に期待が持てそうで
す。相手との空白期間が長いかどうかは関
係なく、再会すれば良い距離を保てるよう
です。あなた自身が復縁を望むかどうか、
そこが肝心でしょう。今、別のパートナー
がいるのなら、復縁に積極的になるべきで
はありません。
【金 運】金運は持ち直す傾向が見られ、と
は言え良い状態までは程遠いといった具合
でしょう。大きな勝負は避ける方が賢明で、
ただし交際費は多めに設定しておくと良い
かもしれません。

♥ 幸運日：4 18 23
× 危険日：9 15 27

♥ 幸運日：7
× 危険日：3

乙女座

天秤座

蠍

8/23 ～ 9/22

9/23 ～ 10/23

10/24 ～ 11/22

【全体運】しばし休息の時間と考えましょ
う。次に飛躍するための助走期間、と思っ
ておくと良いかもしれません。調子良く進
んでいる物事も、ふとした瞬間に停滞を招
く可能性があります。ですがそこで固執せ
ずに、いったん手を放してみるのも良いで
しょう。

【恋愛運】波乱のある運気のようです。特に
恋人との関係は、ピンチを迎えることもあ
りそうです。
今までだったら気にもしなかっ
たような、性格や発言、行動などでの小さ
な点が気になってしまい、ついつい愚痴や
小言を表に出してしまって衝突を生み出し
てしまいそうです。

【恋愛運】関係を温める月のようです。パー
トナーとの時間を長めに確保して、良い時
間を過ごしましょう。相手のちょっとした
短所には目をつぶり、余計な指摘は避ける
方が無難です。独りの人は、自分の趣味の
時間を多く持つと良いでしょう。

【金 運】なにかとお金が必要になってくる
上、金運自体は決して良いわけでもないの
で、節約が求められる場面が増えてきそう
な気配です。

【金 運】比較的安定して推移しそうな気配
です。良いこともあれば悪いこともありそ
うで、多少気持ちは揺れつつも特に大きな
心配事には発展しないことでしょう。

♥ 幸運日：12 19 27
× 危険日：3 14 24

【全体運】物事が劇的に変化する月になりそ
うです。これまで順調に推移していたこと
が一転、ピンチに陥ってしまうこともあり
得ます。物事の決定や進行には、十分に気
を配っておく必要がありそうです。慣れた
ことをするときも、簡単な作業のときも、
油断禁物を心掛けておきましょう。

座

♥ 幸運日：7
× 危険日：3

18
14

25
24

【全体運】全体的な運気が良いようで、嬉し
い出来事が複数起こりそうな気配です。特
に家庭内、身内、親族の中で心躍るような
報告を受ける、あるいはあなた自身が報告
するような具合です。
【恋愛運】恋愛運自体は良いのですが、やや
怖い要素もあります。油断をしていると、
恋人があなたの元から離れてしまう可能性
もあります。ケンカ中、単身赴任中などの
場合、いつも以上に仲を確かめ合うように
すると良いでしょう。
【金 運】臨時収入を見込める運気です。仕
事でも宝くじやギャンブルでも、嬉しい出
来事がありそうです。極端な大勝ちは見込
めないものの、気分もフトコロ具合も嬉し
いことになりそうです。他者からの評価は、
気にしておくと良いでしょう。
♥ 幸運日：8
× 危険日：2

17
14

25
23

16 26
19 28

座

【全体運】出会いがあれば別れもあり、良い
ご縁だと思っていたら実は悪縁だった、な
んていうことも体験しそうです。身近な友
人の縁が恋人に変化することもあれば、強
い絆を感じていた相手との縁が切れてしま
うことも。あまり他人との関係で一喜一憂
することなく、柔軟に考えるようにしてお
きましょう。
【恋愛運】前半低く、後半に期待の持てる恋
愛運をしています。出会いも後半にありそ
うなので、期待を持って良いでしょう。人
と会う機会を多めに作り、積極的に出会い
のチャンスを求めても良いでしょう。
【金 運】金運は良いようで、好調な状態を
保てることでしょう。お金に関して悩まさ
れることはなく、欲しいものを手にできて、
使いたいときに使えるようです。
♥ 幸運日：4
× 危険日：3

17
20

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】全体的な運気の良さもあって、や
ることなすこと良い方向へと進みそう。対
人運が特に良く、将来一緒に仕事をするよ
うな人物との出会いや、病がちな人は信頼
の置ける医者と出会うなど、男女の恋愛の
縁もありつつ、人生で大きな意味を持つ出
会いに恵まれるような運気を持っています。
【恋愛運】復縁に期待を持って良いようで
す。たとえば、別れてから 10 年近く経っ
ているような元恋人とであっても、やり直
すことが叶う可能性が大いにあります。
【金 運】直感を信じてみましょう。仕事で
もギャンブルでも、あなたの直感が良い方
向へと向かう気配があります。今だ、と思っ
たタイミングが行動を起こすのにぴったり
のことが多そうです。あまり物事を複雑に
考えない方が良さそうです。
♥ 幸運日：7
× 危険日：1

15
13

26
22

【【全体運】緩やかに全体運が下がっている
気配を持っています。これまではスムーズ
にこなせていた内容につまずきを感じたり、
人との関係がこじれたりと、自分の思うよ
うに物事が進まない事態に直面する機会が
増えるかもしれません。

【全体運】新しい縁は総じて良いものであ
り、あなたの人生を彩ったり、ピンチの状
態を助けてくれる援助の縁でもあったりす
ることでしょう。心に壁を作ってしまわず、
拒絶せず、人との接点を前向きに受け入れ
ていくようにしましょう。

【恋愛運】パートナーとのちょっとしたすれ
違いが頻発しそう。予定が合わない、意見
が合わない、気持ちが合わないなど、良く
ない切っ掛けはそこら中にありそうです。

【恋愛運】恋愛運は高めなので、期待が持て
そうです。すでに見知っている相手との関
係が発展すると言うよりは、新しい出会い
が恋愛関係になることの方が見込みはあり
そうです。積極的に人前に出るようにして
おくと良いでしょう。

【金 運】金運はガクンと下がり、また月末
にグインと上昇するⅤ字のグラフを描きそ
うです。落ちたときに気持ちまで落ちず、
奮起すること、耐えることが求められそう
です。自分の能力や経験に自信を持って、
少々のことでは動じない気持ちの強さを発
揮すると良いでしょう。
♥ 幸運日：1
× 危険日：3

12
17

20
25

【金 運】仕事運が高いので、良い結果を手
にできそうです。ただし、ライバルがあな
たに隠れて力を付けていたり、良からぬ下
準備をしている気配もありますから、油断
は禁物のようです。
♥ 幸運日：4
× 危険日：2

15
13

24
27

25
24

座

【全体運】割と運気の上下が激しい月になり
そうです。また、なにかをし始めると邪魔
が入る間の悪さがあるようで、計画が思い
通りに進まない難しい月になる気配もあり
ます。趣味であれ仕事であれ人付き合いで
あれ、何事も優先順位や選択をするように
しておきましょう。
【恋愛運】恋愛はやや波乱。良い感じの相手
と些細な衝突をしたり、恋人が仕事の都合
で遠くへ行ってしまったりと、気持ちが離
れてしまうのを感じることもありそうです。
【金 運】金運は徐々に良い状態になってい
くのを感じつつ、急にガクンと下がる時期
があって不安な気持ちが消えないようです。
あまりあれこれ心配せず、ドンと構えてい
るのが最善と言えましょう。抑えておくべ
きは、交際費のようです。
♥ 幸運日：10 16 25
× 危険日：1 9 29
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ATLANTA お出かけガイド
Let's plan your outing with Atlanta Hangout Guide!

Event

Spor ts

■第 8 回 健康体操教室開催のご案内■
＊日時：３月６日 (日) 9:00 ～ 10:30
（ZOOM でのライブ開催）
＊主催：JCCG ジョージア日本人商工会 北東支部
※どなたでも参加可能です。ご家族、ご友人の方などお誘
い合わせの上、お気軽にご参加下さい。
＊参加費：無料
＊申し込み方法：アトランタ矢島カイロプラクティック
（info@yajimachiro.com）
＊定員：100 組（ZOOM100 アカウント迄）
当日視聴は先着順となり、リアルタイムでの視聴ができな
い可能性がございます。
＊講師：アトランタ矢島カイロプラクティック
カイロプラクター：
矢島 敬朗
アスレチックトレーナー： 假屋 洋貴
エクササイズコーチ：
田口 ひかり

Margaritaville’s Lakeside
Lights Spectacular
Margaritaville at Lanier Islands
7650 Lanier Islands Pkwy, Buford, GA 30518
https://www.margaritavilleresorts.com/margaritaville-atlanier-islands/attractions/margaritavilles-lakeside-lightsspectacular
■■ 1 月 16 日 -2 月 27 日

Lunar New Year at Atlantic Station
Zoo Atlanta
800 Cherokee Avenue SE, Atlanta, GA 30315
■■ 11 月 22 日 -1 月 6 日

Sips Under the Sea – Valentines
Georgia Aquarium
225 Baker Street NW. Atlanta, GA 30313
https://www.georgiaaquarium.org/events/event/sipsunder-the-sea-valentines/
■■ 2 月 11 日

Music

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。
■■ 2 月 3 日 -6 日.
AT&T Pebble Beach Pro-Am.
Pebble Beach Golf Links,  Pebble Beach,  CA
■■ 2 月 10 日 -13 日.
Waste Management Phoenix Open.
TPC Scottsdale,  Scottsdale,  AZ
■■ 2 月 17 日 -20 日.
The Genesis Invitational.
The Riviera Country Club,  Pacific Palisades,  CA
■■ 2 月 24 日 -27 日.
The Honda Classic.
PGA National (Champion),  Palm Beach Gardens,  FL
■■ 3 月 3 日 -6 日.
Puerto Rico Open.
Grand Reserve Country Club,  Rio Grande,  PUR

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。

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
■■ 3 月 11 日
Coppelia
■■ 4 月 21-24 日
Disney On Ice
■■ 5 月 20-22 日
Littele Mermaid

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

Theatre

■■ 2 月 01 日（火） フェニックス		
■■ 2 月 08 日（火） インディアナ		

7:30pm
7:30pm

St. Patrick’s Parade

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

Peachtree St. and 15th St., GA
http://atlantastpats.com/
■■ 3 月 12 日

ベントが開催されています。

●● Broadway Across America
www.broadwayacrossamerica.com

バレンタインにいかが♪

チョコバー

美味しいミルクチョコを使った、お手軽にたくさん作れるチョコバーです
材

料 （約 20 本分）
ミルクチョコレート

220g

作り方
1.

手頃なバットにクッキングシートを敷いておく。

生クリーム

50cc

2.

チョコレートとマシュマロはそれぞれ細かく刻む。

フルーツグラノーラ

100g

3.

ボウルに刻んだチョコを入れ、沸騰直前まで温めた生クリー

マシュマロ

30g

ムを加え、混ぜながらを溶かす。
4.

色々アレンジして作ってみてね。こちら
は朝食の定番、フルーツグラノーラとマ
シュマロを加えてみました。カリッツ＆
ふわっの食感の面白さがたまりません。
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フルーツグラノーラ・刻んだマシュマロを加え、ゴムベラ
でざっくり混ぜる。１のバットに流し、平らにならす。

5.

冷蔵庫で冷やし固める。固まったら細長く切り分ける。

6.

ワックスペーパーでラフに包むとプレゼント用になります。

■■ 3 月 08 日 -13 日
		
■■ 4 月 19 日 -24 日

Ain’t Too Proud: The Life and.
Times of The Temptations
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

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)

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

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

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
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
Fernbank 自然史博物館

MLK Museum キング牧師博物館

Atlanta Botanical Garden
アトランタ植物園

■■ 火－日

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

AT L

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

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/

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

●● Web のイベントガイドを確認してください

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
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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

ブック破り
年末に行われた格闘技のイベントで、シバターというユー
チューバーの選手と、元 K-1 チャンピオンという久保選手の試
合についてネットがざわついた。
試合前にシバター選手が、対戦相手の久保選手に「１R は軽
く流して２R で思い切りやりましょう」と試合の段取りを 連絡
して、久保選手は何故かそれに同意したのだが、実際はシバター
選手が１R からガチでいって、久保選手に一本勝ち。その試合
結果に納得がいかない久保選手は「実は試合前にシバター選手
から事前に試合内容に関しての連絡があった」とバラしてそれ
が問題になった。
私は総合格闘技の試合は、ほとんど興味がないので試合はみ
ていないのだが、このサイドストーリーがあまりにもバカらし
くて惹かれてしまう。
最初この記事を読んだときは「シバターが悪い。この試合を
無効試合として、双方ともファイトマネー没収、シバターは永
久追放、久保選手も一定期間のペナルティーで試合資格停止」
と不覚にもフェアこそ美しいと信じる素人のような意見を持っ
てしまった。が、いやいやちょっと待て、考えてみたらシバター
選手が対戦相手に連絡を入れるのは勝手である。それを受け入
れるかどうかは受け取る側次第。受け取った方がこれは問題だ
と思えば、主催者側に報告すればいいだけの事だ。
私に言わせれば、シバター選手の申し出をバカ正直に信じた
久保選手がプロとして甘すぎる。普通は試合が決まれば、相手
がどんな選手かリサーチするもの。きっと久保選手もユーチュー
ブで、シバター選手が過去にどんな相手と戦っていたかを観て
「この相手は大したことない」と判断したんだろう。
そこに対戦相手から試合内容の相談合わせの連絡があり、本
気を出せば自分が勝つことはわかりきっているので、OK したの
は良いが、相手が打ち合わせと違う事をしてきたので１R １本

負け。か～、情けない。
業界用語で、このような事前の打ち合わせと違う事とするこ
とを「ブック破り」というが、ブック破りで負けてしまうほど、
格闘家として恥ずかしいことはない。
ブック破りをした方が悪いのでは？と思われがちだが、ブッ
ク破りに対応できない方が、100 万倍恥ずかしい。ブックを破っ
た段階で、その試合はガチンコである。それに対応できないと
いう事は、ブックがなくても負けている試合か、ブックがある
という事で緊張感ゼロで試合に臨んでいるということだ。
以前にも書いたが、極真空手のウイリーウイリアムスが、ア
ントニオ猪木と戦った時も大人の事情でブックはあったが、私
の師匠の大山泰彦最高師範は「猪木は何をしてくるかわからな
いので、絶対に気を抜くな」とウイリーに常にアドバイスして、
自らついていたセコンドでも、いつでも新日本プロレスと一戦
交えてやるくらいの勢いで常に臨戦態勢だった。
試合とは、そのくらい緊張感をもって臨むものであるにも関
わらず、ブックされているといういことで気を抜いて、ガチで
やれば負けるはずのない相手に１本負けをして、その上「実は
ブックだったのに相手がそれを守らなかった…」と負けの言い
訳。負けは負けとして黙っていればよかったのに、まさに恥の
上塗り。
結局は久保選手はブックを受ける
選手、ブック破りにも対応できない
選手、負けの言い訳をする選手、と
格闘家としては致命的な悪評が立っ
たようだ。それをどう挽回していく
かは彼次第だが、今までのマジメ路
線でやって行くなら前途多難だろう
な～。シバター選手みたいにイロモ
ノでやって行けばいいのに。

anisatlanta.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。
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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。

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,
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

NX アメリカアトランタ支店

引越コーディネイター募集。（フルタイム
/ パート可）コーディネイターとして引
越現場でお客様と作業スタッフの架け橋
となって頂きます。詳細はお電話または
E-mail でご連絡下さい。☎ 678-826-0200
Email: hikkoshi.atl@nipponexpress.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

倉岡クリニック受付急募

横浜 Yokohama Doraville

カンバーランドファミリーデンタル

Daisuki Sushi Izakaya

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

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

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

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。

Salon i スタッフ募集

マリエッタ / ロズウエル公文

YOKO’s ヒーリングツリー

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

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

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。

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

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

エステティシャン募集。

未経験者、パートタイムから始めてみた
い方も一度ご連絡ください。
アクアスキン・・愛子 4047863321

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

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

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

Jones Creek エリア。日本食レストランで
はシェフとサーバーを募集。
☎ 770-634-4347 西原まで

HIRO RAMEN & TEA BAR

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

TANAKA レストラン

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

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

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

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）

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

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

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

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

GOTO Peachtree City

サーバーとキッチンアシスタントを募集。
詳しくは☎ 678-431-2059 Wooja まで

日本食シェフ募集 オーガスタ

オーガスタダウンタウン、アパートあり
☎ 404-451-5447 詳細はヨシまで

MIYABI サバナ GA

寿司シェフ、マネージャー補佐募集。
詳細はE miyabisavannah@gmail.com
☎ 912-352-7300 瀬尾まで。

寿司 KOJI グリーンビル SC

寿司シェフ、ウエイトレスを募集を募集
しています。詳細は☎ 864-569-7769 まで

SUSHI GO グリーンビル SC

Greenville,SC のダウンタウンで寿司シェ
フ or キッチンシェフを募集しています。
詳細はメールにて sushigousa@gmail.com

寿司勝 グリーンビル SC

寿司シェフ・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

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

サーバーを募集しています、
詳細はお電話にて☎ 770-740-1488

楽ラーメン

花水木レストラン FL

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

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.
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編集後記
次回 2022 年 3 月号は
3 月 5 日ごろ配布予定

あっという間に 2 月になりました。なんとなく日が長く
なって、あたたかな日差しが降りそそぐようになりました
が、朝晩はまだまだ凍える感じです。毎年、節分が一年で
一番寒いと感じるので、この季節になると春の訪れがとて
も待ち遠しくなります。
コロナ禍もようやく落ち着いてきたと喜んでいた矢先
に、新型コロナウイルスのオミクロン株が猛威を振るいは
じめました。新型コロナの症例数が増加し続けて行く中
で、私の身近でも新型コロナに感染したとの話を耳によう
になりはじめ、不安を感じないわけにいかなくなっていま
す。暖かい季節になったら、この流行も少しは収まるのか
と思っていますが、今は先行きがみえません。

ANIS ATLANTA
NO. 26
February 2022

また、コロナ禍のサプライチェーンの停滞で、末端の小
売価格で、消費者が物価の値上がりを本当にここ数か月味
わっています。今週は「イチゴ」がどこのスーパーも売っ
ていなかったが、翌週には売っていると思ったら、目玉が
飛び出る値段だったりします。経済と社会に歯止めをかけ
ないという感じで、バランスが崩れそうではあるが何とか
保っている微妙な状態が続いています。
健康には気を付けて、マスクと手洗いの徹底で乗り切っ
ていきましょう。
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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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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