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　最初にアイデアを思いついたのはアメリカの元科学者、後に
政治家となるベンジャミン・フランクリン。人々が日の出とと
もに行動し、日没に就寝するという生活が習慣化することで、
ローソクの消費を減らし省エネにつなげる目的があったと言い
ます。
　アメリカが大々的に Daylight Saving Time を通年起用したの
は、1942 年のルーズベルト大統領時期。多くの人の混乱を招
いたため、一度廃止されていますが、ジョージ W ブッシュが
2005 年に具体的なサマータイム制度を設置し、現在に至りま
す。
　サマータイムで時間を早めるのが遅くするのか？と混乱しな
いように、また忘れてしまわないように、「春に進めて秋には
戻す」と覚えましょう。

• 春に進めて秋には戻す
• 「Spring forward Fall back」

　サマータイムは米国に限ったはなしではなく、国連加盟国
193 か国の内、30% 程度にあたる 60 か国が実施しています。
有名なところではカナダやアメリカが知られていますが、オー
ストラリアなどでは州単位で起用するなど、国によって異なり
ます。導入にあたっては時差の関係などで北半球、南半球、ヨー
ロッパでもサマータイムの実施期間が変わります。

3 月 17 日　セントパトリック
　セントパトリックは、アイルランド
の守護聖人です。432 年、司教として
キリスト教布教のためアイルランドに
送られたセントパトリックは、461 年
に亡くなるまでアイルランド中を旅し
ながらキリスト教を広め、各地に修道
院・学校・教会を建てたと言われてい
ます。そんなセントパトリックを記念
してアイルランドでは、彼の命日であ
る 3 月 17 日を「セントパトリックデー」
という祝日にしています。

3 月 21 日　春分の日
　春分の日は、日本の国民の祝日の一つであり、祝日法により
天文観測による春分が起こる春分日が選定され休日とされる。
通例、3 月 20 日から 3 月 21 日ごろのいずれか 1 日。 しばし
ば昼が長くなって「昼と夜の長さが等しくなる日」といわれる
が、実際は昼の方が少し長い。

3 月のカレンダー
3 月 03 日 ひな祭り　（桃の節句）
3 月 13 日 デイライトセイビングタイム
 時計を 1 時間早めます。
3 月 14 日 ホワイトデー
3 月 17 日 セントパトリックスデー
3 月 21 日 春分の日

3 月 03 日　ひなまつり
　中国の上巳の祓いが伝わる以前か
ら、日本の貴族社会では「雛遊び（ひ
いなあそび）」というものがあり、平
安の中期に盛んに行われていたよう
です。当時は大人の遊びでしたが、
次第に子供たちの世界に広まりまし
た。
　現在のように、段を組んだり豪華な飾りを施すようになった
のは江戸時代に入ってから。江戸時代の初期に、京都の御所で
盛大な「ひなまつり」が催されて以降、江戸の武家社会にも広
まり、庶民の間にも定着していったとされています。
　ひな人形を飾り、白酒・菱餅・あられ・桃の花等を供えて祀
ります。
　ひな祭りの料理はやはり、ちらし寿司と蛤のお吸い物ですね。
蛤は女の子の美徳と貞節を意味するもので、ちらし寿司の具で
ある蓮（れんこん）やエビも縁起がいいものとされ、お祝い事
には良く使われます。

3 月 13 日　デイライトセイビングタイム
　毎年 3 月の第 2 日曜から 11 月の第 1 日曜までの期間、日の
出時間を 1 時間早めるすることで、英語では Daylight Saving 
Time( デイライトセービングタイム）と呼ばれます。

3
FEBRUARY

3 月のカレンダー
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僕がやりたいのは会社を経営することではありません。
世界をより良い方向に変えていくことです。
フェイスブックはその手段です。

最大のリスクは、一切のリスクをとらないこと。
非常に変化の早い世界で、唯一失敗が保証されている戦略はリ
スクをとらないことだ。

信頼できる友だちから勧められることほど、人に影響を与える
ものはありません。信頼できる紹介者は、広告の至高の目標な
のです。

お金がないならアイデアを出せ。

僕はまだほんの子供にすぎない。だからすぐに退屈してしまう。
でもコンピュータには熱くなれる。

僕は毎日のようにこう自問している「今ぼくは自分にできる一
番大切なことをやっているだろうか」と。

皆が驚くことをしたいね。楽しく生きて行くためにね。

作ったもん勝ちだ。

初めてコンピュータを買ってもらったのは、小学 6 年生かそこ
らの頃だった。それからすぐに「どんな仕組みで動いているん
だろう」、「プログラムはどんな働きをしているのか」と興味を
持ち、自分でコードを書き始めるようになって、どんどんのめ
り込んでいったんだ。

　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：　マーク・ザッカーバーグ
国　：　ニューヨーク州ホワイト・プレインズ
生　：　1984 年 5 月 14 日 -
職業：　アメリカのプログラマであり、Facebook 創業者

　Mark Zuckerberg （マーク・ザッカーバーグ）は、1984 年 5
月 14 日、アメリカ合衆国ニューヨーク州ウェストチェスター
郡ホワイト・プレインズで、歯科医の父親と精神科医の母親か
らなるの家庭の第 2 子として生まれ、姉 1 人と妹 2 人がいる
中で育ちました。
　2002 年、ザッカーバーグは、ハーバード大学へ入学しました。
入学後はフラタニティ（男子学性の集まり）のアルファ・イプ
シロン・パイに所属した。このハーバード大学在籍時に、自身
のプロジェクトの創出を行いました。
　ザッカーバーグは、大学在籍中に、「Coursematch（コースマッ
チ）」を制作し、同じ科目を履修している学生のリストを参照
できるようにしました。ハーバード大学で受講できる授業のレ
ビューを公開し、学生が適切なクラスを選ぶのに役立つプログ
ラムの提供をしました。
　ザッカーバーグは、大学在籍中に「Facemash.com」も制作
しました。これは、大学に通う女子学生の格付けを公開するも
のだした。このサイトの内容が不適切であり、大学のシステム
から無断で女性の写真を無断利用したため、大学内でも問題視
されました。「Facemash.com」は、4 時間程オンライン上に存
在し、すぐにアクセス権を制限されてしまいました。そして、
コンピュータのセキュリティを破り、インターネット上のプラ
イバシーや知的財産の規約に違反したとして、ザッカーバーグ
はハーバード大学運営理事会により処罰されました。
　2004 年、ザッカーバーグが、大学 2 年生のとき SNS サイト

「Facebook（フェイスブック）」を設立しました。2004 年の終
わりには、Facebook は 100 万人のアクセスを記録しました。
Facebook は、もともとアメリカの名門私立大学だけで利用さ
れていたが、他の大学や大学生以外の人にも利用できるように
しました。

偉人の名言

偉人の名言
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 HT International Realty LLC 

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

住宅  
  
“
 
売買∙ 賃貸∙ 投資” は信頼と実績 の

    

お客様の大切な不動産、親切丁寧に

お仕事いたします。 

 Hisako Paris Tsumagari 
津曲久子までお問い合わせ下さい。

ニュースダイジェスト

国境地帯にロボット犬の配備実験
　米国とメキシコの国境地帯で険しい地形を乗り越えながら危
険物や密輸品を捜索するロボット犬。まるで SF ドラマの一場
面のようだが、現実の光景だ。

　この写真は米国土安全保障省（DHS）がこのほど、ロボット
犬の実験に関する詳細とともに公表した。関係者はロボット犬
の可能性について、生命を脅かしかねない危険との遭遇を減ら
すことで、国境警備員の安全が守られると説明する。
　一方、SNS ではロボット犬に対する反発の声が相次ぎ、暗黒
の未来を描く英ＳＦドラマ「ブラック・ミラー」の一場面のよ
うだという意見もあった。
　米南部国境地帯の住民団体は以前から、国境地帯の軍事化に
よって住民や移民が危険にさらされると訴えてきた。「既に使
われているほかの技術についても私たちは減らしてほしいと
思っているのに、また別の種類の監視技術が追加されるとは恐
ろしい」と代表のビッキ・ガウベカ氏は言う。
　一方、ロボット犬を製造した米ゴースト・ロボティクスは、
不安を感じる必要はないと強調する。ジレン・パリク最高経営
責任者（CEO）は「我々は国家の安全のため、国のために正し
いことをしている」と語った。DHS 広報によれば、同プロジェ
クトはまだ研究開発段階にあり、ロボット犬の配備予定は決
まっていない。
　SF ドラマや映画に登場するロボット犬は、恐ろしい存在と
して描かれることもあった。2017 年に放送された「ブラック・
ミラー」のドラマには、人々を追いかけて殺すロボット番犬が
登場する。

新型コロナワクチンの４回目接種
　新型コロナウイルスワクチンの４回目接種に乗り出す国が出
始めるなか、米保健当局者らは４回目の必要性や実施時期につ
いて慎重に検討を続けている。
　イスラエルは世界のトップを切って、昨年 12 月に 60 歳以
上の成人、医療従事者、免疫不全患者を対象に、3 回目接種か
ら 4 カ月以上経過したことを条件に４回目を接種すると発表し
た。スウェーデン保健当局は先週、80 歳以上の高齢者に対し、
2 回目の追加接種を推奨する方針を明らかにした。米当局者ら
は昨年末の時点で４回目接種はまだ不要とし、大半の国民につ
いては４回目の議論も時期尚早との立場を示していた。
　米食品医薬品局（FDA）の報道担当者は 2 月 18 日、引き続
き国内外のデータを注視しているとしたうえで、FDA の生物製
品評価研究センター（CBER）を率いるピーター・マークス博
士が４回目接種について、今秋に向け推奨される可能性もある
と言及していることを確認した。
　秋はインフルエンザ予防接種の時期と重なって受けやすいほ
か、一般にコロナウイルス感染症やインフルエンザが流行しや
すい冬場に備えられるという利点がある。
　オミクロン株の感染拡大が収束に向かうなか、現時点で４回
目接種の必要性は低いものの、秋から冬にかけて３回目の効果
が薄れたり、新たな変異株が現れたりした時点で必要になると
の見方も強い。
　ただし米国ではそれ以前に、３回目までの接種が進んでいな
いという問題がある。全人口のうち、2 月 18 日までに当初の
接種を完了した人は約 65％、追加接種を受けた人は約 28％に
とどまっている。

盗まれた暗号通貨４千億円相当を差し押さえ
　米司法省は 2 月８日、2016 年に起きた暗号通貨取引所ビッ
トフィネックスに対するハッキング事件に関連して、盗まれた
暗号通貨 45 億ドル（約 5200 億円）相当のマネーロンダリン
グ（資金洗浄）に関与した疑いでニューヨーク州の夫婦を逮
捕し、36 億ドル（約 4160 億円）を差し押さえたと発表した。
同省が差し押さえた金額としては過去最高だったとしている。
　逮捕されたのはイリヤ・リキテンシュタイン容疑者（34）
と妻のヘザー・モーガン容疑者（31）。ビットフィネックスの
ハッキング事件で盗まれた資金のマネーロンダリングをはかっ
たとして、共謀などの疑いがもたれている。マネーロンダリン
グの共謀罪の法定刑は 20 年以下の禁錮。

ニュースダイジェスト
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　ビットフィネックスに対するハッキング自体に関連した訴追
は発表されていない。司法省は捜査が続いていることを理由に
それ以上のコメントを避けた。
　恐喝目的のランサムウェア（身代金ウイルス）などサイバー
攻撃の被害が拡大する中で、司法当局は犯罪に利用される暗号
通貨に対する摘発を強化している。米当局は昨年、米パイプラ
イン大手コロニアル・パイプラインがロシア語を話す集団に支
払った身代金 440 万ドルのうち、230 万ドルを回収していた。
 

テスラ車リコール、マスク氏「ファン警察」に不満
　米電気自動車（ＥＶ）大手テスラが米国で 50 万台あまりの
リコール（回収・無償修理）を発表した。原因は、ヤギの鳴き
声やおならの音を車外に流せる「ブームボックス」という機能
だった。

　ブームボックスは 2020 年に導入された機能で、車の走行中
に、前もって用意されたサウンドや自分で設定したサウンドを
車外のスピーカーから再生できる。
　米高速道路交通安全局（NHTSA）はこの機能について、EV
に義務付けられている通報音が歩行者に聞こえにくくなり、衝
突事故のリスクが増大する可能性があるとしていた。EV はエ
ンジン搭載の車に比べて音が静かなことから、歩行者に接近を
知らせる通報音が全ての EV やハイブリッド車に対して義務付
けられている。
　テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）は今回の
リコールに対し、楽しみを取り締まる「ファン警察」のせいだ
とツイッターで不満をぶつけた。
　テスラのリコールはこの２週間で４回目。今回は 57 万
8607 台が対象となる。同社はファームウェアの更新を通じ、

ドライブ、ニュートラル、リバースの各モードでブームボック
ス機能を無効にする予定。
　対象となるのは 2020 ～ 2022 年のモデルＳ、モデルＸ、
モデルＹおよび 2017 ～ 2022 年のモデル３の一部。苦情は
2021 年 1 月に申し立てられ、同社が検証を行っていた。

米賭博業界、昨年の収益は過去最高を記録
　米国の賭博業界は昨年、過去最高の収益を記録したことが分
かった。
　業界団体の米ゲーミング協会（AGA）が発表したところによ
ると、昨年１年間の業界全体の収益は 530 億ドル（約 6.1 兆
円）と、2019 年にマークした過去最高額を 20％あまり上回っ
た。新型コロナウイルス感染拡大で何カ月もの休業を強いられ
た 20 年の収益は 300 億ドルだった。

　AGA のビル・ミラー最高経営責任者（CEO）は昨年の数字に
ついて「まさに驚異的だ」と述べた。スポーツ賭博やオンライ
ンカジノ、従来型カジノの部門がそれぞれ大幅に伸びた。ギャ
ンブルを合法化した州は首都ワシントンを含め 34 カ所に増え、
このうち 22 州で年間収益が過去最高となった。
　部門別ではカジノの収益が相変わらず最も多く、2019 年と
比べて 6.6％増の 450 億ドル。スポーツ賭博は 40 億ドル、オ
ンラインカジノが 37 億ドルだった。
　ミラー氏は、今年についても成長が見込めると楽観的な見方
を示す一方、今後の行方は依然として旅行や大規模イベントの
完全な復活にかかっていると指摘した。
　特に、カジノで有名なネバダ州ラスベガスの街は、今もノー
マル状態に戻ろうともがいている。昨年の来訪客は 3220 万人
と、コロナ前だった 2019 年の 4250 万人に比べ、4 分の 3 に
とどまった。
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る植物性ミルクの利用率は増加しており、2020 年の 25% から、
2021 年には 32% と史上最高に達した。とりわけ、ミレニアル
世代（25歳から44歳）の利用率は44%だった。ポテトミルクが、
英国を経由して米国に届くことを考えると、これは極めて重要
だ。
　ミルクの代用品が次々と登場している。風味が悪くない限り、
ポテトミルクがこれらの代替ミルクよりも売れない理由はどこ
にもない。

罪悪感とは無縁の「ホイップクリーム」
　人々がベジタリアン、ヴィーガンになる理由はじつにさまざ
ま。宗教的な理由や信条、健康を意識してなどあるでしょうが、
とはいえクリームたっぷりのスイーツへの欲望が消えるわけで
はないようで。
　ベジタリアンの多い欧米人の志向は既に「甘いものを我慢す
る」ことではなく、「甘いものをいかにヘルシーに食べるか？」
というところに向かっています。
　そこで白羽の矢が立ったのが、ココナッツ。ココナッツミル
クを使った「ヴィーガンホイップ」さっそくご紹介。

ヴィーガンホイップのレシピ
　ヴィーガンホイップは、ココナッツミルクの乳脂肪分だけを
使って作るクリームです。大きなスーパーなどに行くとスプ
レータイプの生クリームと並んで、このヴィーガンホイップが
鎮座する程、定着しはじめているのだとか。
　生クリームと同じ用途ながら、生クリームとは全く違う口ど
けのさっぱり感。これがまたおいしいのです。作り方はびっく
りするほどカンタン。ぜひ試してみて。

　＜材料＞
ココナッツミルク缶........................................1 缶
メープルシロップ....................................大さじ 3
バニラエッセンス...............................小さじ 1/2
　＜作り方＞
まず、ココナッツミルク缶を一晩冷蔵庫でしっかり冷やし、コ
コナッツミルクと水分を分離させます。この際、泡だてに使う
ボウルも一緒に冷やします。缶をあけ水分と固形分とに分け、
冷やしたボウルに固形分を入れ氷水のボウルを下にあてながら
ハンドミキサーで泡立てます。メープルシロップ、バニラエッ
センスを加えて、さらに泡立てて完成。

FOOD & HEALTH
環境にも体にもやさしい「ポテトミルク」
 　英高級スーパーマーケットのウェイトローズは 2021 年 10
月、「2022 年のフード＆ドリンク」リポートを発表し、2022
年に最も人気となる代替ミルクはポテトミルクだと予測した。

　「近年、ソイミルク（豆乳）やアーモンドミルク、オーツミルク、
そして、エンドウ豆からできるピーミルクなどが流行してきた」
と、リポートには書かれている。「次に流行るのはポテトミル
クだ。今後数カ月のうちに、低糖質で飽和脂肪酸の含有量も少
ないポテトミルクを、コーヒーショップのメニューで目にする
ようになるだろう」
　ウェイトローズはこの予測に大きな自信を見せており、市場
で唯一の市販ポテトミルクを 2022 年 2 月に販売した。扱って
いるのは、スウェーデンのスタートアップ「Veg of Lund」の
ブランド「DUG」のポテトミルクだ。DUG ポテトミルクの主
原料は、ジャガイモ（6%）と水、菜種油で、ほかにビタミン
や香味料、エンドウ豆のタンパク質と、チコリ由来の食物繊維
などが添加されている。ポテトミルクを試してみたい人にとっ
て嬉しいことに、3 種類のフレーバーから選ぶことができる。
オリジナル、無糖、そして、コーヒー用のバリスタだ。
　ポテトミルクは、糖質と脂肪分が低く、一般的なアレルゲン
である乳糖や牛乳、大豆、グルテン、ナッツなども含まれてい
ない。DUG オリジナルの栄養素を見てみると、100ml あたり、
カルシウムは 1 日の推奨摂取量の 15% が含まれている。ビタ
ミン D とビタミン B2、ビタミン B12 も、1 日の推奨量の 15%
を摂取できる。
　市場調査会社ミンテルが実施した調査によると、英国におけ

FOOD & HEALTH
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「セント・パトリックス・デー」を知ろう！

セント・パトリックス・デーとは？
　アイルランドにキリスト教の教派であ
るカトリックを布教したセント・パトリッ
ク（聖パトリック）の功績を讃えて制定
された日。3 月 17 日はセント・パトリッ
クの命日で、アイルランドでは祝日になっ
ています。
　セント・パトリックは、キリスト教布
教のため、432 年にアイルランドに送ら
れた司教です。461 年に他界するまで、
アイルランド中を旅しながらキリスト教
を広め、各地に修道院・学校・教会を建
てたと言われています。
　セント・パトリックにまつわる神話の
中で、最もよく知られているのはアイル
ランドから蛇を駆逐したというもの。セ
ント・パトリックのおかげで、今でもア
イルランドに野生の蛇はいないそうです。

世界を緑色に染める！
　セント・パトリックス・デーが近くな
ると、アイルランドを筆頭に、世界各地
で緑色をテーマカラーにさまざまなイベ
ントが催されます。緑のコーディネート
で統一された楽団によるパレード、緑の
ビール、川や噴水を緑に染める…などな
ど、世界は緑一色！
　もともとセント・パトリックは「セント・
パトリック・ブルー」と呼ばれる空色を
使って描写されていたそうですが、美し
く緑多い風景から「エメラルド色の島」
とも呼ばれるアイルランドのシンボルカ
ラーは緑。
　そのため、アイルランドに敬意を表し
緑を用いるのです。セント・パトリック
ス・デーに緑色を身にまとっていないと、
つねられるという噂までありますよ。

三つ葉のクローバーがモチーフ
　セント・パトリックス・デーには、い
たるところで三つ葉のクローバーのデザ
インを目にします。これは「シャムロック」
と呼ばれる、アイルランドの国花。
　セント・パトリックがこのシャムロッ
クを用いて「三位一体 ( 父である神、そ
の子であるイエス、そして精霊 )」を説き、
キリスト教を広めたと言われています。
アメリカや日本ではよく「四葉のクロー
バー」と混同されますが、全く異なるも
のです。
　毎年この時期に、国の絆の証としてア
イルランドの首相からアメ
リカ大統領にシャムロック
が贈られることも、セント・
パトリックス・デーの伝統
となっています。

「セント・パトリックス・デー」
を知ろう！
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聖パトリックってどんなお方？
　セント・パトリックス・デーである 3
月 17 日は、5 世紀にアイルランドで初め
てキリスト教を広めた司教の聖パトリッ
クの命日です。聖パトリックはアイルラ
ンドに 365 の教会を立て、「アイルラン
ドの使徒」とも呼ばれる聖人です。賛美
歌の作曲もする才能の持ち主で、何世紀
も前から聖パトリックを祝う伝統がアイ
ルランドにはありました。

なぜ緑？クローバー？あの衣装？

なぜ緑？
　セント・パトリックス・デーと言えば

“緑”！これはアイルランドの美しい緑の
自然に由来しているそうです（諸説ある
ようですが）。
　緑の衣装と緑のドリンクやフードまで
は分かるのですが、川や噴水までもが緑
に染められているのには驚きます。これ
はフルオレセインという無毒性の色素で、
日本では入浴剤に使われたり、サスペン
ス映画でよく見かける「事件現場の血痕
探索」で使われるものです。

なぜクローバー？
　正確にはシャムロック（葉が 3 つに分
かれている草の総称）のことで、シャム
ロックはアイルランドの国花に指定され
ています。
　聖パトリック司教が“三位一体（父な
る神・神の子・聖霊）”の説明をするとき
にシャムロックを使ったことからもセン
ト・パトリックス・デーのアイコンになっ
ているとのことです。

なぜあの衣装？
　パレードでは全身緑で大きな帽子に茶
色（もしくはオレンジ）のヒゲの扮装を
している人を見かけますが、あれはアイ
ルランドに伝わる妖精レプラコーンです。

緑色の帽子が幸福を呼ぶ！
　セント・パトリックス・デーでは、緑
色の帽子を被っている人をよく見かけま
す。あの帽子は、アイルランドの伝承に
登場する妖精・レプラコーンがかぶって
いるもの。虹のふもとに金貨をたくさん
隠していると言われています。
　レプラコーンは、映画『ハリー・ポッ
ターと炎のゴブレット』（2000）でも、クィ
ディッチの世界大会でアイルランドチー
ムのマスコットとして登場しています。

セント・パトリックス・デーに 
食べるものとは？
　世界的にセント・パトリックス・デー
に食べるものといえば、「コーンビーフと
キャベツ」が有名です。しかし、これは
アメリカでの話。
　本場のアイルランドでは、「シェファー
ズ・パイ」や「ラムシチュー」、「ソーダ
ブレッド」などが食べられるそうですよ。
　ではなぜ「コーンビーフとキャベツ」
がセント・パトリック・デーに食べられ
るものという通説が広まったのでしょう
か？
　実は、アメリカに移民として行ったア
イルランド人が、手ごろに用意できる食
べ物としてお祝いに食べるようになった
からだとか。国をまたいでいる間に伝統

が変わってしまうなんて、興味深いです
ね。

世界や日本への広がり
　世界各国で盛大なイベントが行われて
いますが、アメリカではシカゴ市警察が
シャムロック入りの警察バッチをつけた
り、大リーガーが緑色の特性ユニフォー
ムを着たりしています。
　日本でも、全国各地でパレードやフェ
スティバルを行われています。東京タワー
や三重県伊勢市の大鳥居も緑色にライト
アップされるなど、春の訪れを感じなが
ら日本とアイルランドが文化交流する場
として広がっています。

アトランタのセント・パトリック
スパレード
　アトランタでも様々なイベントが開
催されます。今年で 138 回目を迎える
ミッドタウンで開催される St. Patrick’s 
Parade は、正午に Peachtree St と 15th 
Street からはじまります。2,000 人以上
のダンサー、ミュージシャン、アイルラ
ンド系アメリカ人の方たちが参加します。
　それ以外にもネイバーフッドのバーで
は、”PUB CRAWL”と言われるイベント
が開催されています。
　これは一晩でパブからパブへと、いく
つかのパブをはしごするという意味で、
大抵は集合場所のバーに皆で集まります。
そこで参加費を払い、T シャツをゲット。
そこからバーにて皆でフリーグラスドリ
ンクやフリーショットをのみ、パブクロー
ルが始まります。興味のある方は是非参
加してみてください。
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アロマテラピー

香りがもたらす癒しのパワー
　3月に入りだいぶ春めいてきましたね。春といえば、この時期悩むのはやはり花粉による季節のトラブル。
ジョージアで初めて春を迎える人にとっては体が慣れるまで特に大変かもしれません。この時期になるとアト
ランタの空が黄色く曇るほど花粉が飛び交います。主に樹木の花粉で松、オーク、メープルなどの花粉、道も、
車もそこらじゅうが黄色くなるくらいになります。今まで花粉のトラブルとは無関係だった人も気をつけましょ
う。一般に知られている症状はくしゃみ、鼻水、目の痒みなどですが、発熱、喉の痛み、喘息発作などの症状
がでてくることもあります。今まで季節のトラブルで辛い症状に悩まされた方もまだ経験したことない方も、
まずはそのような状態になる前に対策を取ることが大切です。症状が出たり、悪化したりする前にできること
をご紹介していきます。

１. セントラルヒーティングのフィルターを交換
　冬にたくさん活躍してくれたヒーター。ホコリもだいぶ溜まっているはず
です。春の大掃除とともに交換しておきましょう。天気が気持ちいいので、
窓を開けたくなりますが、花粉が落ち着くまでは窓は開けない方が無難です。
窓を開けていなくてもドアの開け閉めや体や衣服についた花粉が家の中に
入ってくるのでこまめに掃除機をかけましょう。掃除機をかけた後の部屋に
エッセンシャルオイルの入ったルームスプレーをするとスッキリします。

２. 食生活の改善
　砂糖、精製された炭水化物（白米や白いパンなど）を控え、1日すくなく
とも 2.5L くらいは水分を摂取するように心がけてみましょう。乳酸菌の多い
食べ物や飲み物を積極的に摂取することで腸内環境をととのえます。ただし、
乳製品がアレルギーを引き起こすとも言われていますので、ケフィアやコン
ブチャなどの非乳製品のものや、プロバイオティクスなどのサプリメントも
おすすめです。地元で取れた蜂蜜を摂取することでアレルギー症状を軽減す
るとも言われています。

３. 休息をしっかりとる
　もはや季節のトラブルに限ったことではありませんが、これは基本中の基本。やはり睡眠不足によって体の
不調というものは起こりやすくなります。くしゃみ鼻水などの症状で深く眠れなくなり、それによりさらに別
の症状も悪化なんてこともあるかもしれません。リラックス効果のあるエッセンシャルオイルをつかってゆっ
くり休息できるように促してください。ラベンダー、コパイバ、シダーウッド、ローマンカモミール、マジョ
ラムなど、自分の好きなオイルをディフューザーに入れてみたり、ブレンドしてキャリアオイルなどをまぜて
軽く足裏をマッサージして寝ると深い睡眠を誘ってくれます。

アロマテラピー◎タウンゼント瞳
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４. 不快な症状を和らげるために
　くしゃみ、咳、鼻水、鼻詰まり、発熱、目の痒みなど、症状はさまざまですが、いずれも不快な症状である
ことに変わりありません。お部屋の中でエッセンシャルオイルをディフューズしたり、皮膚に塗ったりするこ
とでお薬に頼る前に症状を落ち着かせてくれます。

タウンゼンド 瞳（アッセンズ郊外在住）

日本で看護師として勤務していた頃から、薬漬けの医療に疑
問を持ち始め、自然療法に興味を持つ。そしてエッセンシャ
ルオイルとの出逢いを通して自然の力に魅了され、渡米後よ
り本格的にエッセンシャルオイルについて学び始める。
現在 12 歳から 3 歳までの 5 人の子供たちをエッセンシャル
オイルを使いながら子育て中。
エッセンシャルオイルを使ったアロマクラスを随時開催。
ぜひ感想などお聞かせください。
hitomitownsend@gmail.com 
Instagram : mynaturallife.hitomi　

おすすめの使用例
1.	 ペパーミントエッセンシャルオイルを一滴、胸腺（首
のすぐ下の胸元）に指でつける。刺激が強い場合は希
釈オイルでうすめて使う。（メーカーによっては必ず希
釈して使うように記載がされている場合があるので気
をつけること）

2.	 室内にオイルをディフューズする。	
ペパーミント、レモン、ラベンダー、ユーカリ、サイ
プレスなど。ディフュザーなどを持っていない場合は、
ティッシュなどにたらして香りを嗅いだり、ボールな
どにお湯をはってその上にエッセンシャルオイルを数
滴たらすと香りが広がります。旅行先などでディフュー
ザーを持っていない時などにも使えます。その上にバ
スタオルをかぶってボールに被されば簡易スチームに
もなります。深呼吸をして肺にたっぷり取り込んでみ
ましょう。	

3.	 ルームスプレーをつくって、部屋に散布する。	
レシピ
ペパーミント	......................... 8 滴
ユーカリ	.................................. 4 滴
レモン	....................................... 8 滴	

作り方
1.	 スプレー容器に Vodka など度の強いアルコールを
大１入れてエッセンシャルオイルとよく混ぜる。

2.	 １. に distilled	water( 精製水）を 40ml 加え、よく
混ぜる。使うたびに良く振ってからつかう。	
（使用期限は１ヶ月）
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Hello! Atlanta ◎鎌田桃佳

【フラワーピアス】
外側がほんのりピンクに染まった花びらとビジュー
が合わさったピアス。(PERSONIFY SHOP)

【刺繍ポーチ】
自分で販売しているイニシャル
ポーチとサイズもタッセル付きな
とこまで一緒！だけどこちらはさ
すがインド製。刺繍の細かさ半端
ない！ (HomeGoods)

【ピンクのコンバース】
淡いピンクのレザーが
とっても春色。
(T.J.Maxx)

【カードセット】
一面に咲くお花が、相手に春を届
けてくれる。(Erika Reade Ltd)

春の陽を感じて心も日向ぼっこ

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

〜春を感じる雑貨編〜

　皆さんは誕生日占いをやった事がありますか？私は昔、「何年何月何日生まれ＋血
液型」まで絞りこまれた誕生日占いをやった事があります。性格や恋愛運諸々が書
かれていたのですが、その占いには病気になりそうな箇所まで書かれてて、それが
馬鹿みたいに健康体の私の唯一弱かった部位を当てられててビックリしました。そ
れだけではなく、「被害妄想で精神に異常をきたして死ぬ」的な事が書かれていて
驚愕！普通占いって、受け取る側によってどうとでも取れそうな当たり障りない事
書いてませんか！？なんて具体的な死に様・・占いは統計学の延長線上なので、あ
くまで「そういう傾向にある確率が高い」というものだと思うのですが、ネガティ
ブな思考になった時ふとこの言葉を思い出してしまうのです。イカンイカン！こん
な言葉に引っ張られてしまうなんて、本当に自ら自分でそっちの方向に進んでしま
うではないですか。言霊はもっと、自分が叶えたい事に使いたいです。誕生日占い
は散々な結果ですが、自分が 3 月生まれという事もあり、3 月に咲く花が大好きです。
桃、桜、沈丁花、スズラン、ヒナギク、アネモネ・・昨日蕾にもなってなかった桜
が今日咲いているのを見た時、また、風に乗って沈丁花の匂いがどこからともなく
香って来た時、胸がギュッとなり、この季節に生まれて良かったと実感します。そ
してその幸福感が、誕生日占いのネガティブなイメージを上回った時、私の死に様
も変えられるんじゃないかと思い、日々幸福の貯金をしているところです。春の花
は寒い冬の後という事もあり、麗かな陽を浴びて凛と咲いてるのを見ると、本当に
元気を貰えます。春を感じる雑貨で、心にも陽だまりを！
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【刺繍クッション】
本物は苦手だけれ
ど、雑貨になると急
に可愛い蜂アイテ
ム。四角のタッセル
もポイント。
(T.J.Maxx)

【鳥のウォールアート】
ザックリとシンプルに
彫られた鳥のオブジェ。
飛んでる向きは変えら
れます。
(SUGARBOO&Co.)

【グリーンリース】
不揃いに束ねた葉が躍
動感あるリース。
(Hobby Lobby)

【リーフ型カード】
ネオンペパーミントグリーンの縁取り
が覗く活版印刷のカード。
(Lenox Square)

【花のカード】
花束代わり
に 花 の カ ー
ドにとって
おきの言葉
を添えて。
(Archer
Paper
Goods)

【ミモザ】
黄色の無数
のポンポン
達が弾ける
ように応援
してくれて
るよう。
( P o t t e r y 
barn)
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アトランタ in-Town News ◎チャイニーズ・
ニューイヤー

　　新年も富と幸運に恵まれますようにと、伝統的な旧正月
のお祝いがアトランタのチャイナタウンで行われました。
　中国春節（旧正月）は、グレゴリ暦の 1 月 1 日ではなく、
旧暦（太陽暦）元旦こそ 1 年の始まりとなります。2022 年
の春節は 2 月 1 日（火曜日）となり、休み期間は 1 月 31 日
から 2 月 6 日まで 7 連休になり、赤と金色を貴重としたゴー
ジャスな正月用の飾りが施されています。今年は寅年なので、
もちろん干支をモチーフにした飾りつけも見られました。当
日は氷点下になる寒さでしたが、ライオンダンスやダンスな
どが披露され、訪れた人たちはそのダイナミックなパフォー
マンスを楽しみました。
　1 年の始まりに邪気を飛ばすための爆竹を派手に鳴らし、
シャンシャンシャーン！とシンバルとお太鼓のお囃子と共に
ライオンダンスがはじまります。2 匹のライオンが音楽に合
わせてダンスを披露してくれます。ステップや動きによって
喜怒哀楽を表現しているらしく、アクロバティックで華やか
です。最後はライオンがレタスを食い散らかします。これは
レタスの「采」が「財」と同じツァイという発音であること
から財を成すとされ、縁起の良い物とされているからだそう
です。

　日本にはなじみのない文化・作法もその裏の意味を知るだ
けで、楽しさ倍増すること間違いなしです。とにかく「運気」
や「縁起」を大切にする中国圏の習慣をとりいれて、ご利益アッ
プを狙いましょう。

アンパオ（紅包・Ang Pow）
日本でもお正月には「お年玉」が配られますが、中国にも赤
い袋にお金を入れて渡す「アンパオ」という習慣があります。

「福を分け与える」という意味で、年長者が子供や独身の人に
渡すのが慣例で、金額は偶数で、2 や 8 など縁起がよいとさ
れる数が好まれます。ただ 4 は「死」と同音で不吉な数字な
ので、避けたほうが無難です。

お正月飾り
旧正月前後に、店舗や家の入り口や軒先に、華やかな正月飾
りが施されます。それぞれが意味や由来を持っています。

「倒福（とうふく）」：上下逆さにはやれた「福」の文字。「倒」
の発音が「到」と同じ個々とから、「倒福（福が逆さ）」＝「到
福（福が到る）」に転じたもの。

「キンカン（金柑）の鉢植え」
マンダリン・オレンジと同じ「橘」の自我つき、　黄金のよう
な実がたくさんつくことから、金運を呼ぶラッキーアイテム。
日本の門松のように、門の両脇に一対で置かれます。

「パイナップル飾り」
福建語でパイナップル「鳳梨」は、オンライと発音。繁栄が
くるという意味を持つ「旺來」と同音であることから、縁起
の良いものとされる。

ア ト ラ ン タ
in-Town News

チャイニーズ・ニューイヤー
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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

ご飯がすすむ
厚揚げの肉味噌炒め

材料（2人分）
豚ひき肉................................................ 150g

厚揚げ豆腐.( 計 300g)............................2 枚

長ねぎ.................................................. 1/2 本

(A) きび砂糖.....................................大さじ 2

(A) しょうゆ.....................................大さじ 2

(A) 料理酒.........................................大さじ 1

(A) すりおろし生姜.........................小さじ 1

味噌...................................................小さじ 1

水溶き片栗粉...................................小さじ 1

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

準備 .. 鶏もも肉は余分な脂を取り除いておきます。

1.. 長ねぎはみじん切りにします。

2.. 厚揚げは 2cmの角切りにします。

3.. 鍋に豚ひき肉と (A) を入れ、よく混ぜてから中火にかけます。

4.. 豚ひき肉に火が通ったら、1と味噌を加えて中火のまま炒め合わせます。

5.. 味噌が溶けたら、2を加えて中火のまま炒め合わせます。

6.. 弱火にして水溶き片栗粉を回し入れ、全体にとろみが付いたら火から下ろします。

7.. お皿に盛り付け、小ねぎを散らして完成です。

加熱する前に豚ひき肉と調味料を混ぜ合わせることで、ひき肉がパラパラに仕上がります。

きび砂糖は、お好みの砂糖でも代用可能です。水溶き片栗粉は、片栗粉1、水2の割合で作ってください。また、

使用量はとろみの様子をみて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
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　キャリアアップや就職活動をしようと決意した時、まずはど
んな行動を取りますか？ネットで検索する、人材会社にコンタ
クトする、キャリアサイトに登録するなど、色々なアクション
が考えられると思いますが、どんな状況でも、まず初めにする
べきことは、自分の経歴を紙に落とす事です。
　現在の採用市場は、求職者優位と呼ばれており、求職者より
求人数が多いのが特徴です。採用市場と同じく今熱いのが不動
産業界。家の価格が高騰し、購入者の競争率も非常に高い状況
がしばらく続いています。2 つの異なる業界ではありますが、
就職活動と家を購入するプロセスは少し類似点があります。ど
ちらのプロセスも大まかにいうと、条件を決める→探す→入手
するとなります。家の購入プロセスを思い浮かべてみましょう。 

“条件を決める”というプロセスだけでも、いくらの家か、どん
なタイプの家か、学区はどうするか、場所はどこにするかなど、
沢山の条件を考えなければいけません。希望の条件だけではな
く、現実的に購入できそうな金額を定める事も条件の一部です。
その金額を割り出すには、自分の金銭状況を知ることと、支払
いの見通しを立てることが必要です。単純に購入するだけでは
なく、今住んでる家を売る、という工程も加わった場合、今の
家はどのくらいの価値があるかを理解するのは不可欠ですが、
できるだけ価値を高くしてから売却し、新しい家を買う時の資
金する方々が大半だと思います。では、この“価値を上げる”
ためには何ができるでしょう？家を売る場合、買い手に、“おっ！
いいな、この家。買いたいな！”と思わせるような仕掛けが必
要です。例えば、買い手の目線になり、どこをアップグレード
すれば付加価値が付くかを考え、それを実行するなどが考えら
れます。これを就職活動に当てはめると、自分の価値を上げて、
企業が“おっ！この人材いいな。一緒に働きたい！”と思わせ
るようにすることが必勝のポイントです。
　営業が自社の製品を売る時、スライドを投影しながら、顧客
にプレゼンテーションをしますが、そのプレゼンテーションが
その後の進むべき道を左右します。スライドがあまりにごちゃ
ごちゃしていて見にくければ、いくら良いプレゼンでも効果は
半減するでしょうし、逆に良くできたスライドでも、話し手が
自信なさそうに蚊の鳴くような声で話していたら、こちらから
お断りしたい気持ちになるかもしれません。スライド、話しが
一致しているからこそ、効果が出る訳ですが、その手前にある、
顧客のニーズをしっかり把握できていなければ、素敵なプレゼ
ンテーションも、単なる自己満足で終わってしまう可能性もあ
る訳です。
　この様な観点から考えると、①面接官に提出するレジュメを
最新版にすること、②面接でどのように自分をアピールするか
を考え、練習すること、③応募するポジションが必要としてい
るスキル、経験をしっかり把握すること、が就職活動でまずは
するべきことになります。①については、自分と市場の現状把
握をし、何をどう表現すれば企業担当者の目に留まるかを考え
て作成することが重要です。自分の価値を上げるのは、プロジェ
クトへの取り組み、目標とその結果、コスト削減や収益増加な

どの定量的な成果、人材育成、同僚や上司からのフィードバッ
ク、希望職種に関連する実績や貢献などが対象となります。し
かし、今までやってきたことを全て盛り込むと、ポイントが絞
れず、逆効果になるので、応募する職種で必要と思われる経験、
成果を見極め選択することがあなたの市場価値を高めます。こ
れは、過去 10 年の事を振り返って一気に書くことなどは至難
の業になりますので、いつでも最新のレジュメが出せるように、
気づいた時に少しずつアップデートをしていく事をお勧めしま
す。②に関しては、レジュメ、経歴は素晴らしいですが、口頭
で自分を売り込む時に上手くいかないケースをよくみています。
自分を偽る必要はありませんが、コミュニケーション力や他の
社員との調和ができるかなども会話から分かりますので、自分
の経歴や経験をしっかり口に出して話せるように準備しましょ
う。予期しない質問が来た際の対応力も必要ですが、ほとんど
の質問はよく知る自分自身に対する質問です。落ち着いて考え
れば、答えることができますので、自分が面接官だったら、ど
んな質問を自分にするかを想定し、練習しておくことがよい準
備になるでしょう。③を知ることで、的を得たアピール、回答、
質問ができますので、③を理解しているかどうかで、就職活動
が成功するか否かが決まると言っても過言ではありません。
　採用を別の視点から見てみると、今まで見えなかった点や、
本来するべきことが見えてきます。みなさんが日々経験してい
ることや考えの中で、就職活動に転用できることは沢山ありま
すので、ぜひ何ができるかを一度考えてみてはいかがでしょう
か。就職活動は意外に奥が深いです。

Pasona NA, INC.
TEL:(404) 848-9221
E-mail:pasona.info@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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LIFE SHIFT
介護保険の話

　“人生 100 年時代”という文言を目にする事が多い昨今です
が、皆さんは老後を豊かに賢く生きる為に、事前に準備をされ
ていますか。WHO が発表した 2021 年版の世界保健統計によ
ると、平均寿命が最も長い国は日本で、なんと 84. 3 歳という
結果でした。男女別では、男性はスイスが 81.8 歳、女性は日本
が 86. 9 歳でそれぞれ 1 位となっています。
　例えば、65 歳でリタイヤしたとしても、残り 20 年、生計を
立てていかなければならないという事です。仕事をしなくても
生活していく為の蓄えが必要なのは勿論ですが、医療技術の進
歩に伴い、今は介護保険も必要不可欠なポートフォリオの１つ
となりつつあります。
　2022 年 1 月より、ワシントン州では、メディケイド ( 低所
得者向けの医療保険制度 ) の財政逼迫を改善するために、公的
介護保険制度が始まる予定でした。州内に居住する給与所得者
に、一律給与の 0.58% ( 税率引き上げ検討中 ) の税金を課して、
この制度を取り入れるというもので、例えば単純計算すると、
年収 $80,000 の人であれば、年間 $464 を介護保険の税金とし
て納める事になります。
　この制度にはまだ多くの課題がある為に、課税開始時期が遅
れておりますが、近い将来施行される事に変わりはなく、ワシ
ントン州が先駆けとなるものの、これから他の州にも展開され
る事が予想されています。ただ、個別に民間の保険会社から購
入した介護保険をお持ちであれば、この課税は免除されるとい
う朗報です。
　まだ若いので介護なんて考えられないという方も多いかと

思います。しかし、アメリカでは 20 代の 25% は何らかの
Disability を抱えており、65 歳以上で何らかの介護が必要な可
能性は 70% 以上、という統計も出ています。どの程度・種類の
介護が今後必要になっていくかは、アメリカ合衆国保健福祉省
のサイトで紹介されていますので、ご参考にされてください。
(https://acl.gov/ltc/basic-needs )
　アメリカでは、早い段階で備えておけば、お手頃価格で補償
を得る事が可能です。介護補償には様々な商品がありますが、
大きく分けて 4 つに分類されます。①一括お支払い型で全額返
戻タイプ ②積立型で一生涯給付タイプ ③生命保険での特約 ④
Annuity での特約。
　年齢や資産状況、ご予算や生涯どこの国でリタイアを迎える
予定かによって、どの商品が適切かは変わってきます。今はア
メリカで購入した介護保険が、日本を含めグローバルで使える
ものが人気です。人生 100 年時代、いつでも安心して楽しく過
ごすために、どのようなプランニングや資産形成が必要か、本
日この記事に目を留めて頂いた機会に、計画を立てられてはい
かがしょうか。
　現在お持ちの介護保険の見直しや、補償の選び方、また年金
プラン等、ファイナンス全般的な事に関してご質問やご不安が
ある方は、是非お気軽に日本語でお問い合わせください。

京橋直樹
Financial Professional
Office： 800-763-9834 ( テキスト可能 )
E-mail: nkyobashi@kdream-llc.com
Web Site: https://wfgconnects.com/kdream-llc

人生100年時代の備え
人生 100 年時代の備え◎京橋直樹
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H-1B 企業登録
　2022 年 3 月 1 日に H-1B ビザの企業登録の受付が始まりま
す。H-1B とは 1990 年に設けられた短期就労ビザのことで、
基本的には４大卒者や同等資格保持者が対象となります。さ
らに、そのポジションには、大学レベルの特定の専攻分野を
通して習得した知識や技術が必要であることが条件です。
　年間枠制限．H-1B の年間発行数には制限があり、一年間に
6.5 万枠にの一般枠があり、さらにアメリカの修士号以上の
学位保持者には追加で 2 万枠が設けられています。一般枠中
6,800 枠はチリとシンガポール国籍者に割り当てられます。
　オンライン登録システム．申請は、H-1B の就労開始日であ
る 10 月 1 日の 6 ヶ月前の 4 月 1 日から受付が始まります。
しかしながら、ここ数年 H-1B の申請者数は年間枠を大幅に上
回っているため、申請者はオンライン上の無作為の抽選で選
ばれます。雇用主は 3 月 1 日東部時間午後 1 時からから 3 月
18 日東部時間午後 12 時までの間に移民局の myUSCIS オンラ
イン・アカウントに会社情報と H-1B 申請社員の情報を登録し
ます。登録費用は申請社員一人につき＄10 です。登録が受理
されたらオンライン・アカウントに Submitted という表示が
でます。
　抽選に当選すれば 3 月 31 日までにオンラインの表示が
Selected という表示に変わります。ここ数年間は 30％～ 50％
前後の当選確率となっています。ただ、米国の修士号や博士
号保持者は一般枠で当選しなければ、再度大学院枠の抽選に
掛けられるので、大卒者よりは当選確率が少し高くなります。

H-1B 申請．当選者は 4 月から 6 月の間に H1B 申請書類を移
民局に提出します。6 月までに H-1B の年間枠が償却されなけ
れば、7 月に第２次抽選があります。第２次抽選に当選すれ
ば 8 月から 10 月の間に H-1B を申請することができます。
　H-1B 年間枠免除．H-1B の延長申請、過去 6 年間に H-1B
を取得した人、また、非営利団体の大学機関、大学機関と連
携プログラムがある非営利機関（例えば、大学からインター
ン生を受入れている病院等）、もしくは政府や民間の非営利
研究施設等は、年間枠の免除対象となるので、年中いつでも
H-1B を申請することができます。ただ、H-1B 枠免除団体か
ら H-1B 枠対象企業へ転職するときは、新たに H-1B の年間枠
の対象となるので注意が必要です。

複数企業・転職．H-1B はスポンサー企業での就労に限定され
ます。転職希望者は、新規雇用主が新たに H-1B 申請を移民
局に提出します。H-1B はパートタイム申請も可能なため、雇
用主が複数いる場合は、それぞれの雇用主が H-1B を申請す
ることで、同時に複数企業で就労することもできます。また、
H-1B 枠免除団体を通して H-1B を取得していれば、H-1B 枠

免除団体での雇用が続く限りは、H-1B 枠対象企業が 2 つ目の
H-1B を同時雇用主として申請することもできます。ただし、
この場合 H-1B 枠免除団体での雇用が終了した時点で、2 つ目
の H-1B も無効となってしまいます。H-1B 枠対象企業のみで
就労するためには、年間枠に当選しなければなりません。
　申請料金．H-1B の初回申請費用は、基本申請料金 $460、
詐欺防止費用 $500（初回申請のみ）, ACWIA 追加申請料金 
$1500（社員 25 名以下の場合は $750）の 3 通りの費用がか
かります。H-1B 枠免除の対象となる非営利団体は ACWIA 追
加申請料金が免除されます。また、社員が 50 名以上いる場合、
社員の 50％以上が H-1B や L ビザ保持者であれば、従来の申
請費用に加え $4,000 の追加申請費用が課せられます。その他
には、特急申請を希望する場合は、特急申請料金＄2500 を支
払えば 15 営業日（3 週間）以内の審査となります。

平均賃金遵守．雇用主は就労地域の平均賃金もしくは同職社
員に支払う賃金のいずれかの高い方を H-1B 社員に支払う義務
があります。労働局が発表している平均賃金には４レベルあ
り、学歴や必要経験年数によって賃金レベルが設定されます。
その他遵守事項．H1B 雇用主は H-1B 社員の賃金と平均賃金
など雇用情報を Public Access Folder に保管する義務がありま
す。移民局や労働局など政府の監査、或は社員など第３者か
らの要請があればこの情報を開示する必要があります。また、
H-1B の承認期間終了以前に、雇用主の都合で H-1B 社員を解
雇した場合、H-1B 社員が自国に戻る航空券の費用をオファー
する必要があります。

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

執筆：大蔵昌枝弁護士 
Taylor English Duma LLP 法律事務所
＊ Copyright reserved. 著作権所有
1600 Parkwood Circle, Suite 200, 
Atlanta, GA 30339
DIRECT: 678.426.4641
OFFICE: 770.434.6868
E-Mail: mokura@taylorenglish.com
www.taylorenglish.com
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我楽多横丁こぼれ話◎野呂利　歩

　『人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人に
しなさい。』　
　　　　　　　　　　　　　　マタイによる福音書７章 12 節

　新約聖書は、神様との新しい契約が記されている書物です。（旧
約聖書には、神との古い契約が記されています。）新しい契約の
中で、イエスは、律法の核心としての、第一の掟として「主（神）
を愛しなさい」、第二の掟として 「隣人 を自分のように愛しなさ
い」、「律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている（マ
タイ 22：40）」と言われました。
　聖書によると、「隣人の愛し方」の How To は、「自分が人に
して貰いたいように、人にしてあげる」ことです。これが、人
間関係を律する最善の掟、黄金律ということになります。 
　愛の行為と相手のニーズの原則です。「私がしたいように、自
分流で人を愛する」ことではありません。この点で、私達は、
しばしば誤っています。黄金律を学んで、愛され上手になりま
しょう。

　相手に何かを求める時、まず、「自分から何かをする」ことを
疎かにしたままで、人に求めることばかりが先に立つと、知ら
ず知らずにお互いの「思いやりのバランス」が崩れていきます。

そして、私達は、 そのバランスが崩れていることにさえ気づき
ません。だから、自分が発した言葉や態度が跳ね返ってきてい
るのに、つい、また相手を責め（攻め）てしまいます。そんな時、
ほんの少しだけフォーカス・ポイント ( 視点）を変えてみましょ
う。

　暖かい陽の光を受ければ、草花は優しく光を返してくれます。
水をあげれば、花を咲かせてくれます。手を抜いたら、しおれ
て枯れてしまいます。草花は、丁寧に心をこめて、手をかけた
分だけ綺麗な花が咲きます。繊細な「こころの花」も同様に　
ケアが大切ですね。　私達の心にも、思いやりと愛を注いで、
美しい花を咲かせましょう。 
　
　その様に、自分が何かを望む時には、まずは自分から与える
ことが大切です。人との関係は、其々の行いが其々に映し出さ
れる鏡のようです。自分がした事（する事）が、やがて、自分
に跳ね返ってきます。だから　心を込めて、相手と向き合いま
しょう。
　優しい言葉をかけると優しい言葉が返ってくる。愛情のこもっ
た言葉を聞きたければ、まず、自分から愛の言葉かけ・・ですね。
　神は愛です。　私たちは愛されています。

　ハリウッドと聞けばカリフォルニアの地名ではあるが、誰も
が思い浮かべるのは「映画界」の代名詞としての印象であろう。

　世界には屈指の３大映画祭がある。ドイツのベルリン、フラ
ンスのカンヌ、イタリアのベネチアの各映画祭で、「国際映画祭」
と名前が付いているように、世界中から出品されるコンペティ
ションである。アメリカのアカデミー賞はローカルで、言わば
アメリカだけの映画祭なのだが、商業的な影響力は大きく、常
に世界の注目の的になっている。
　ハリウッド映画に出ることは、アメリカの俳優のみならず、
世界中の俳優の羨望の的なのだ。アカデミー賞にノミネートさ
れただけで、ギャラは一気に上がり、以後紹介されるときは「ア
カデミー賞にノミネートされた誰々」と必ずついて回り、最高
の宣伝効果にもなる。

　ハリウッドはユダヤ人のトップグループがすべてを取り仕
切っているとよく言われるが、そのとおりである。何故ユダヤ
人なのか。そこには歴史がある。

　Entertainment の世界。日本流に言えば「芸能の世界」だが、

とりわけ映画や芝居の世界は人々に精神的癒しを与える「必需
品」の様なものであるにもかかわらず、それを職業として見た
途端、下賤な職業として見られる世界であった。日本の伝統芸
能のひとつである歌舞伎も、もともと同じ扱いであった。豊臣
秀吉の時代に出現した出雲の阿国が始祖とされるが、出雲の阿
国は傾（かぶ）いて（傾く＝派手な格好をする）踊る「かぶき
踊り」を広め、それが長い時間をかけて芸術的とまで言われる
伝統芸能の地位を確立したのである。

　アメリカの映画界はどうだったのか。トーキー（無声映画）
として、静止の写真から動く写真へと画期的な技術変革があっ
たにもかかわらず、産業としての映画は細々とした日々を送ら
ざるを得なかった。最大の理由は、映画を含む芸能産業を一格
も二格も下にみていたアングロサクソン系のアメリカ支配層が
見向きもしなかったのである。

　一方、陰に陽に差別を受けていたユダヤ系アメリカ人は、映
画産業のポテンシャルを感じ、ひとつの突破口として打って出
たのである。差別するアングロサクソン系にユダヤ系が一矢を
報いたのだ。それはなるべくしてなったと言える。

野呂利　歩

ハリウッドの光と影

我楽多横丁こぼれ話

聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉 By ますみ
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　今回のテーマは「生きる力」をつけるうえでの脳の働き及び
鍛え方の話です。
　東北大学加齢医学研究所教授、川島隆太先生の研究によると、
０歳から３歳まで急激に脳（特に前頭前野）は成長します。そ
の後子供たちの前頭前野は、小学校の中学年までは比較的ゆっ
くり成長しながら、思春期の入り口からまた爆発的に大きく成
長します。大事な前頭前野を成長させるには２ヶ所、非常に重
要なポイントがあります。それは、乳幼児期と小学校の５年生
以降の時期だということです。教育に携わる人たちにはピンと
くる方が多いと思いますが、その世界では「９歳の壁、９歳半
の壁、10 歳の壁」が存在すると言われます。
　具体的には、おおよそ小学４年生までの子供たち学びに対す
る態度と、５年生以降の子供たちの学びに対する態度が大いに
変わってくるということを現場の先生方は知っているというこ
とです。このことは前頭前野の成長の仕方からある程度説明す
ることができます。一生懸命ものを考える前頭前野は、小学校
４年生ぐらいまではゆっくり成長します。だから子供たちは、
親や学校の先生から与えられることにあまり疑問を持たずにつ
いてきてくれます。集団の教育の中で、喜んで親や先生の言う
ことを聞いて教育システムにのってくれます。
　それが５年生を過ぎてから、子供たちは自ら一生懸命考える
ようになります。今、親や先生が自分に対して言ってくれてい
ることが、本当に自分の為になるかどうかということを真剣に
考えます。その結果、ためになると思えば従うし、ためになら
ないと思えば「嫌だ」という答えが返ってくるのです。そのため、
自ら意識して教育システムからドロップアウトすることを望む
子供が出てくるのも小学校の５年生以降なわけなのです。みな
んさん自身の経験や今まさに子育て中の親御さん方「なるほど、
それでかぁ！」と思い当たるふしがあいませんか？

脳の発達と教育
　そこで私たちは、親や教師として何を知っていなければいけ
ないのかというと、脳の成長というのは一様ではないというこ
とです。特に４，５年生あたりを境にして大いにガラッと変わる
ということを意識しないといけません。それゆえ、私たちのお
かれている立場は、４年生ぐらいまでは子供たちを導いていく
指導でよいのですが、５年生から上にいったときには、もう脳
をはぐくむ主体は子供に移っているわけですから、我々はサポー
ターでしかないということを常に意識すべきなのです。そこを
意識できずに５年、６年、中学生に同じように指導しようとす
れば反感を食らうだけで、親子関係もうまくいかない、学習も
うまくいかないということになりかねません。今後は教育シス
テムそのものを脳の発達にあわせて多様化させる必要があるよ
うですね。
　川島教授の研究チームによると脳の前頭前野の機能評価には
様々な方法があるようです。様々な年齢の方々にテストをやっ
ていただいた結果によると大体 70 歳台中盤になると前頭前野
の働きは７歳の子供とほぼ同じになっていました。大事な脳の
機能の老化はかなり深刻な状況のようです。

前頭前野の鍛え方
　川島教授が以前、この前頭前野を鍛える方法を研究している
時、「コンピューターゲームをしている子供たちはよく集中し全
身を使って楽しくやっているので、きっと脳が活性化している
のではないか？」という仮説をたてました。そこで、大学生にゲー
ムをやっている時の脳と、大学生には非常に簡単単純な一桁た
す一桁の足し算をやっている時の脳を比べてみました。脳の使

われ方が色でわかるポジトロン CT というハイテク機器での映
像ではっきり違いがでました。もっとも多くブドウ糖を消費し
た箇所は白、次に赤、黄、緑と続き、青の部分はほとんど消費
されなかった箇所です。単純計算をしている脳は白い箇所や赤
い箇所がたくさんありました。反対に、コンピューターゲーム
では、黄色や緑の面積が大部分を占めていました。この実験で
わかったことは、コンピューターゲームをしているときよりも、
単純計算をしているときのほうが、脳全体がよく働いたという
ことです。
　この実験をきっかけに、教授の研究チームは現在、読み・書き・
計算が同じような効果をもたらすことを科学的に証明していま
す。学校で子供たちが学ぶということは、さまざまな学力が身
につくという本来の目的に加えて、生きるために一番大事な脳
のトレーニングが同時にできていたんだということです。ただ
し、読み・書き・計算ばかりしていたら、読み書きの得意な子
にしかならないのではないかという疑問もあります。
　イマジネーションを働かせている時は前頭前野が使われます。
大学生に「自分の友達の性格をよく考えながら、自分が相手に
どういう行動をしたらどう相手がかえしてくるか、これを考え
ながら行動しなさい。」と言った時の脳の活動映像は左右の前頭
前野を大いに使います。この映像と読み・書き・計算で鍛え上
げられた脳の映像を重ねるとぴったりと一致することがわかり
ました。基礎学力をきちんと勉強した子供たちこそ、その脳か
ら優しい思いやりのある心が発揮されるんだということを示し
ています。

　読み・書き・計算のトレーニングというのは必要条件です。
しかし、十分な条件ではありません。読み・書き・計算をき
ちんとやった上で、いろいろな考える
訓練を積む、それから他者とのコミュ
ニケーションの経験を積むことによっ
て非常に大きな能力が発揮できる、そ
れが十分条件なわけです。逆はまた真
ならず、読み・書き・計算等の基礎ト
レーニングをまったく行わずに考える
トレーニング、空想するトレーニング、
他者とコミュニケーションする力を発
揮させようとしても、小さな器には小
さな能力しか宿りません。ですから、
両方のバランスが必要です。

子育て知恵袋 in Atlanta ◎長谷川ゆかり

長谷川ゆかり子育て知恵袋　in Atlanta☺
脳の働き及び鍛え方
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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

「今どんな髪型が人気ですか？」
 　こ数年「切りっぱなしボブ」などの様に毛先を綺麗に揃え
るスタイルがショートでもロングでもとても人気があったの
ですが、最近は又進化系ウルフやディスコネレイヤーなどレ
イヤーが入った動きのある髪型が久しぶりに人気です。

「今、流行りのカラーってどんな感じですか？」
　３年前にNYとCAからインストラクターの方々に来て頂き、
カラー講習をしたのですが、その時に一番使う色を聞かれた
時に「ダントツでアッシュ系です」とお答えしたら「・・あ～・・・
やっぱりまだアッシュですか」と言われました。NY や LA で
は当時もうアッシュブームはとっくに去り、カッパー系など
の暖色系カラーが既に人気だったそうです。そして今、ここ
ジョージアにもそれがやってきて、リーガでもカッパー、ベー
ジュなど暖色系がかなり人気です。寒色系でもアッシュのリ
クエストはやはりかなり減ってきてどちらかと言うと、オリー
ブベージュの様な暖色寄りの寒色カラーもかなりオーダーが
多いです。

　サロンリーガのお客様は美意識高いお客様がとても多く、
２週間に一度必ずメンテに来られる男性のお客様（カットだ
けではなく必ずヘッドスパやパーマ、トリートメントなどご
一緒のメニュー）や、カットだけの為に５時間かけて毎回来
てくださるこちらも男性のお客様、女性も流行りに敏感な方
が多く、皆様とてもオシャレな服装でご来店下さる方が多く
て、私達スタッフもお客様から刺激される事も多く毎日学ば
させて頂いております。　

　コロナ禍での営業はお客様皆様のご理解とご協力があって
こそです。スタッフ一同心より感謝申し上げます。その中で
大変有難い事なのですが、現在予約が大変取りづらい状況と
なっており、お客様には多大なるご迷惑とご不便をお掛けし
てしまっている事、この場をお借りしてお詫び申し上げます。
本当に申し訳ございません。お客様のご希望に添える様努め
て参りますので今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
　サロンリーガ　良枝
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　矢島の恒例、春のデトックス。普段の生活で体内に溜めてし
まった毒をリセットするため、そして、花粉症によるアレルギー
症状軽減のため今年は 4 月 10 日 ( 頃 ) 開始予定です！

　私たちは普段、普通に生活しているだけで身体に様々な毒を
取り込んでいます。わかりやすいのが花粉などのアレルギー物
質や PM2.5 などの大気汚染物質。また、殺菌殺虫剤やその成分
を含む除草剤や農薬に、添加物や防腐剤入りの食品など。残念
ながら現代社会では生きているだけで日々毒を摂取してしまっ
ています。
　さらには、私たちの体内でも毒素は発生しています。活性酸
素やアンモニア、二酸化炭素など。しかし、これらの毒は健康
な身体であれば体内で自然と分解・解毒・排出されるようになっ
ています。ですが、取り込んだ毒量があまりにも多かったり、
体調不良や免疫疾患などで身体や内臓機能の働きが鈍くなって
いると対処ができず体内に溜め続けることになります。

　体内の毒の解毒・排出を行う臓器は主に肝臓と腎臓です。し
かし、臓器も疲弊、老化します。外見や肌年齢などと共に長年
働いてきた臓器にも疲労や老いがきて、無理がたたるとやはり
体内の解毒もはかどらなくなってしまいます。
　結果、肥満やアレルギー症状、慢性疲労、不眠症、低体温、
生理不順、不正出血、慢性的な頭痛や関節痛、乾燥肌や胃もたれ、
胃痛など、まだ病気ではないけれど病気の一歩手前、いわゆる

「未病」のサインが出始めます。このサインを放っておくと臓器
の解毒運動はますます弱り本格的に治療が必要な病気になって
しまいます。そうなる前にデトックスを取り入れた生活や意識
した行動で臓器の疲労回復、老化予防を頑張ることが重要です。

　さて、巷には様々なデトックス方法がありますが、食事制限
や断食での方法がわりと一般的ですね。しかし、急な食生活の
変化や無理な節制は老いや疲労で弱った臓器にさらなる負担を
かけかねません。私は、サプリメントで臓器の働きを助けてあ
げながらデトックスをした方がより効果的だと思っています。
　サプリメントはちょっと苦手、抵抗を感じるという方も多い
と思いますが、当院のデトックス・プログラムで使う４つのサ
プリメントは自然由来のハーブを配合した物です。（表参考）サ
プリメントは薬ではないので、長年、日常的に服用したとして
も成分が体内に残ることはありません。
　また、当プログラムは炭水化物、タンパク質を控えるなど食
事内容に制限はありますが、食事量に制限はありませんので空
腹でツラいということもあまり感じません。３週間のデトック
ス・プログラム、決して楽ではありませんが日々の体調不良や
倦怠感、また高血圧、血糖値、コレステロール値が気になる方
は試してみる価値はあると思います。患者さんに毎年このプロ
グラムを終えてから健康診断に行く方がいます。血液検査の数
値が全然違うそうです！

　当院では３月、４月の期間限定で「デトックスキャンペーン」
を開催中です！ぜひお気軽にお問い合わせください。また、毎
第 4 土曜の AYCA クラブに参加していただいてウォーキングし
ながら「デトックスってなに？」の質問も大歓迎‼この春はみ
んなで一緒にデトックス始めてみませんか？

　　　　　　　　　　　　　　　矢島敬朗　カイロプラクター

使用サプリメント
主配合

効能・役割 全期間中
摂取サプリメント

Week １
排出期

SP Cleanse
（毒の浄化）
・ジュニパー
・レッドクローバー

肝 臓、 腎 臓、 胆 嚢
の解毒機能を促進。
更 年 期 障 害 や 骨 粗
しょう症の改善

Gastro Fiber
( 食物繊維 )

・フェンネル
・サイリウムハスク
腸内環境を健康に保つ
SP Complete
( 完全栄養補助飲料 )
制限しているタンパク
質を補い免疫機能をサ
ポート

Week ２
排出期＋順応期

SP Green Food
（微量栄養素補助）

芽キャベツ
ケール 
アルファルファ
大葉

ビ タ ミ ン、 ミ ネ ラ
ル、 フ ァ イ ト ケ ミ
カ ル を 大 量 に 含 み
コ レ ス テ ロ ー ル 値
を安定。
" 青汁の錠剤版 "

Week ３
回復期
 * 赤身肉・
    刺身解禁

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

もうすぐ春ですね
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歯周病と喫煙
　今月は「歯の役割」についてお話しします。

　歯を一本ずつ見ると、それぞれ大きさや形に特徴があり役割

分担があります。

　　　　　　　　　　　　　　＜クリニカライオンウェブサイトより＞

【前歯の役割】
　上下顎左右側　合計８歯あります。

　前歯は人の見た目に大きく影響する歯で、平べったくシャベ

ルのような形をしています。

　前歯の大きな役割は、食べ物を噛み切ることです。最初に噛

み切ることで、奥歯で効率よく咀嚼するのにちょうど良い大き

さにします。前歯がなかったり、上下の前歯に隙間がある場合は、

麺類などを噛み切ることができません。

　そして、前歯は発音にもとても大きく関わっています。もし

前歯が一部なかったら空気がもれて上手く喋る事ができないで

しょう。発音は前歯と下の接触する位置関係によって成り立つ

ので、歯科治療によって前歯の形や大きさ、厚みが少し変わっ

ただけで、た行などの発音がしづらくなります。

【犬歯の役割】
　上下顎左右側　合計４歯あります。

　とても長い根をもっていて構造的に強度があります。前歯・

奥歯に比べても比較的最後まで残存しやすい歯です。牙のよう

な形をした犬歯は、前歯同様に食べ物を噛み切ったり、切り裂

いたりする機能が備わっています。

　しかし、犬歯の最大の役割は歯ぎしりや食いしばりなどを行

なった時に他の歯を守ることです。実際にどういうことかとい

うと、正常な歯並びの場合、カチッと上下の歯をかみ合わせた

状態で下の顎を左右に動かしたときには犬歯のみが接触し、他

の歯は上下で接触していない状態になります。この犬歯の作用

の「犬歯誘導」によって、左右に歯を動かしたときに他の奥歯

の負担を減らすことができるのです。

　このように犬歯は頑丈で、他の歯と比べ、強い力にも耐えら

れる構造となっているため、噛む運動、特に顎を横方向に動か

す際に、他の歯に異常な力がかからないように力を受け止めて、

他の歯を保護する役割になっています。

【臼歯の役割】
　臼歯には、上下顎・左右側それぞれに

２歯ずつ小臼歯と３歯ずつの大臼歯の上

下顎左右側　合計 20 歯あります。

　臼歯の大きな役割は、前歯で噛みやす

いように切った食べ物をすり潰し、細か

くし、次の消化器官（胃）で消化しやす

いようにする働きがあります。

　臼歯にはもう一つ重要な役割があり、

それは噛み合わせの安定です。臼歯が安定し、しっかり噛める

環境であれば、何でも噛む事ができ力も入ります。臼歯がなかっ

たりアンバランスだと瞬発的な力や踏ん張る力が入らないばか

りか姿勢にまで影響がでます。

　見た目にも咀嚼にも大切な「歯」はこのようにそれぞれが役

割を担っています。

　どの歯にも機能があるので、１本なくなってもまだ沢山歯が

あるから大丈夫とか、臼歯は比較的見えにくい部位にあるので

「見えないからいいや」と安易に考えてしまうと、咀嚼能率やか

み合わせの安定に多大な影響を与えることになりかねません。

　　例えば奥歯の大臼歯がなくなった場合、小臼歯が残ってい

るのでひとまずお食事できないということにはならないでしょ

う。ただし、根っこの短い小臼歯は強度的に弱く、すり潰す機

能を全て頼ってしまうと必ず破綻します。

 

　また歯並びがなぜ大切かということも見

た目以外の観点から考えていきましょう。

　犬歯が噛んでいないなど、きちんとした

歯並びでないと歯の本来の機能が担えてい

ないため、どこかに必ず負担が集中します。

健康を育むのは、健康で丈夫な歯です。

カンバーランドファミリーデンタル

歯科医師　清水　義仁

教えて歯医者さん！
   

歯とお口に関するデンタルコラム

教えて歯医者さん◎カンバーランドファミリーデンタル
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花粉症
　春の訪れは嬉しいものです

が、この時期困るのは花粉です

ね。アメリカは全てにおいてサ

イズが大きいのですが、この花

粉の量はすごいものです。1 日

車を外に駐車しているだけで、

黄色い車に変身します。

　ジョージア州の花粉の種類は cedar( ヒマラヤスギ）、maple（カ

エデ）、pine trees（松）、Oak（オーク）、juniper （セイヨウスギ）、

Birch（樺の木）とあります。この時期には毎日ティッシュを抱

え、鼻と目が真っ赤になり、花粉症に苦しんでいらっしゃる方

がたくさんいらっしゃると思います。今回は家庭でできる花粉

症対策です。

花粉症の基本対策
● 外出を控えめに 

花粉の飛散の多い日は特に注意が必要。1 日のうち飛散の

多い時間帯（午後 1 時～ 3 時頃《注：地域によって差があ

ります》）の外出もなるべく控えましょう。

● 外出時は完全防備 

帽子・メガネ・マスク・マフラーを身につけて。コートも

ツルツルした素材を選びましょう。

● 帰宅時は玄関でシャットアウト 

衣服・ペットなどについた花粉は、きちんと外ではらって

玄関でシャットアウト。なるべく室内に持ち込まない工夫

と努力を。

● 帰宅後は洗顔やうがいを 

体についた花粉はきちんと洗い流しましょう。毎日の習慣

として心がけましょう。

家の中での花粉症対策
● ドア・窓を閉める 

花粉の飛散が多いときは、きちんとドアや窓を閉めて、花

粉の侵入を防ぐことが大切です。

● 掃除はこまめに 

防いでいるつもりでも、室内にはかなり花粉が侵入してい

るので掃除をこまめに行いましょう。床がフローリングで

あれば毎日拭き掃除を行うと効果的です。 

また、きれいな室内はダニアレルギー対策にもなります。

● 就寝時の花粉症対策 

お風呂・シャワーで花粉を流す 

お風呂やシャワーは朝に入るという人もいますが、花粉の

時期は寝る前に花粉をしっかり洗い流してから布団に入る

ようにしましょう。

● 空気清浄機を活用 

空気清浄機を使いながら寝るのもぐっすり睡眠をとるため

のポイント。また、風邪の予防にも役立ちます。

目と鼻のセルフケア
● 目についた異物を洗い流すのに効果的です。 

目についた花粉やほこりなどの異物を取り除くのに、目を

洗うのは効果的。ですが、目の表面は涙で覆われており、

その涙が目を守っています。涙と成分の異なる水道水など

で目を洗うことは、目の細胞を傷つけ、また涙も洗い流し

てしまいます。目を洗うときは、市販の人工涙液などを使っ

てください。

● 目がかゆくて我慢できないときは、冷たいタオルでかゆみ

を抑えましょう

● 花粉症時期はコンタクトレンズより、基本的にはメガネを

使用しましょう。

● 鼻の中の異物を洗い流すのに効果的です。 

鼻の中に入っている花粉やほこりなどの異物を取り除くの

に、鼻を洗うのは効果的。ですが、塩素を含む水道水など

で洗ってしまうと、鼻の粘膜を傷つけてしまいます。鼻を

洗うときは、細胞液や体液に近い生理食塩水（約 0.9％の

食塩水）を使ってください。ただし、洗浄のし過ぎも悪影

響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

● 鼻をかみ過ぎて荒れてしまった場合は？ 

荒れた部分をワセリンで保護してあげましょう。

● 加湿を心がけましょう。 

花粉症の症状が出ているときは、鼻の中で炎症が起こって

粘膜の機能が低下していることがあります。炎症を抑える

ためには加湿などにより水分を補ってあげることが大切で

す。

メディカルコラムKuraoka
Clinic

MONTHLY NEWS LETTER for HEALTH

メディカルコラム◎倉岡クリニック
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　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。

矯正と栄養
　正しく栄養を取ることは矯正治療の大事な一面です。矯正によって歯が移動するの
は生理的現象です。歯を支えている歯槽骨は軽い圧力で歯を動かし、新しい歯槽骨を
つくります。健康な肉体はこの過程を早めます。そして、健康な肉体は栄養の取り方
と深い関係がありますから、賢く食事をすることは大切なことです。

摂取の目安
　次のような食品を食べ、満遍なく栄養を取るようにします。

１） 脂肪分、糖分は取り過ぎない。
２） 牛肉、豚肉、魚、豆類、卵のたんぱく質グループは１日２～３サービング。
３） パン、シリアル、米、パスタの炭水化物グループは１日６～１１サービング。
４） フルーツのグループは１日２～４サービング。
５） 野菜グループは１日３～５サービング。
６） ミルク、ヨーグルト、チーズの乳製品グループは１日２～３サービング。 
 （１サービングは大皿から自分の皿に取り分ける１盛分。）

ビタミンＣは十分にとる
　歯を移動させたとき、痛んだ歯の周囲の骨やコラーゲンを回復するにはビタミンＣが必要です。適量のビタミンＣを毎日摂取す
ると、矯正中も健康な歯肉を保つのに役立ちます。１日１～２回ビタミンＣを多く含んだ物を食べるように努めます。

ビタミンＣの豊富な食品

非常に多く含む食品 多く含む食品

パパイヤ、オレンジ、オレンジジュース、ブレープジュース、

グレープフルーツジュース、イチゴ、マンゴー、メロン、ブロッ

コリー、芽キャベツ、ピーマン、カリフラワー、サワークラフ

ト（キャベツの酢漬け）

アスパラガス、すいか、トマト、トマトジュース、キャベツ、かぶ、

からし菜、ほうれん草、ハニーデューメロン、ラズベリー、ベー

クポテト

歯や歯周病などについてのご質問がございましたらお気軽に御連絡ください。
404-409-6237　泉まで

植月歯科医院から「歯」の話
「歯」の話◎植月歯科医院

～矯正について～　その 6
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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】	不意を突かれてあなただけが損を
するような気配を持っています。油断、慢
心、そして相手のことを信用し過ぎるなど
で、痛い目を見ることになりそうです。他
人を完全には信用できないことを頭の中に
前提に起き、緊張感を持って他者と接する
ようにしましょう。

【恋愛運】	新しい出会いは見込めませんが、
身近にいる人が恋人になる可能性がありま
す。それもすでに仲の良い異性の友人では
なく、意外な人物との縁が結ばれそうな気
配です。

【金　運】	金運は良い状態のようで、意識せ
ずともプラスが増えていきそうな気配です。
これまでの根回しが開花することもあれば、
あなたの誠実さが評価されて良い方向へと
向かう可能性も高いようです。

♥ 幸運日：	2　17　22
× 危険日：6　14　26

【全体運】	要注意の月になりそう。なにかと
意識を緊張させ、注意深く観察をする必要
がありそうです。避けられないトラブルは
ないので、自身の気の持ち方次第で安全に
過ごせる可能性も大きくあります。

【恋愛運】	新しい出会いに期待が持てる一
方、パートナーとの間に溝が生まれそうな
気配もあります。些細なことでケンカをし
て、修復させないでおくと決定的な別れに
なってしまうこともありそうです。

【金　運】	金運はやや下降気味で、期待を大
きく持つと失望することになりそうな状態
です。なるようになるくらいの気持ちで、
あまり焦りや欲を出したりせず、自然な状
態を保つことを心掛けましょう。物事を難
しく考えず、シンプルに考えることで答え
は出てくるでしょう。

♥ 幸運日：	8　15　24
× 危険日：	3　19　27

【全体運】	勢いに乗れそうな月。今だ、と感
じたときは躊躇せず動くようにしましょう。
少々高い壁が目の前にあったとしても、乗
り越える力を発揮することができるようで
す。苦しいときは、自然と誰かのサポート
を受けられそうです。

【恋愛運】	身近に思いを寄せる相手がいれ
ば、5月はチャンスの月と言えるかもしれ
ません。相手のガードが下がり気味で、加
えてあなたのことがいつも以上に良い人物
に見える気が発せられているからです。

【金　運】	貸したものが返ってこない、相手
の押しの強さに負けてしまう等々、精神的
な弱さが自分の損を大きくしてしまうよう
な立ち位置になってしまいそうです。ビジ
ネスの場において、あまり隙を見せないよ
うにしましょう。

♥ 幸運日：	8　17　26
× 危険日：	3　14　22

【全体運】	全体運が良い状態になっており、
嬉しい出来事に見舞われる良い運気をま
とっていると言えそうです。自然と人が集
まり、物事が良い方向へと進み、問題点が
自然と解決へと向かうことでしょう。

【恋愛運】	出会い、恋人との進展、結婚、不
倫、略奪愛などは望んだ方向へと進むこと
でしょう。たとえば、不倫関係を清算した
いと願えばそうなる可能性が大のようです
し、こんな男性と出会いたいと理想を思い
描けば、その通りの男性があなたの前に出
現するでしょう。

【金　運】	なにかしらお金絡みで動く必要が
ある場合、月初めに片付けておくことをお
勧めします。後半になればなるほど、物事
は難しい状態になっていくばかりでしょう。

♥ 幸運日：	10　16　27
× 危険日：	4　14　25

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】	人生に迷いが生じ、人との関係に
悩み、将来に対する不安が沸き起こる、あ
まり良い運気をしていない状態になりそう
です。あれこれと考えることは止めて、目
先にことから解決していくようにしましょ
う。

【恋愛運】	恋人との仲は良いのですが、気持
ちに余裕がないため些細な衝突が大きなケ
ンカに発展してしまうことも。八つ当たり
をしない、短所をことさら責めない、相手
の話には耳を傾けるなど、当たり前のこと
を適度な距離感で行うようにしましょう。

【金　運】	月の前半耐えて後半アップの様
相。思い通りに物事が進まなくても、耐え
ることで嵐が過ぎるのを待ち、状況が好転
するのを待ちましょう。自分の負担になる
ことは遠慮せず周りの人を利用しましょう。

♥ 幸運日：	9　17　25
× 危険日：	3　14　28

【全体運】	人との時間を大切にしたい時期。
家族、友人、恋人、同僚、縁ができて日が
浅い人など、その対象は様々ですが、独り
で過ごすよりは誰かと一緒にいる時間を長
く持つようにしましょう。

【恋愛運】	恋愛運は上がったり下がったり。
出会いもあれば別れもあり、友人から恋人
へ関係が変わることもあるでしょう。しか
しひとつ言えるのは、あなたの幸せを邪魔
する悪意を持った存在が近くにいるので注
意しましょう、ということ。

【金　運】	金運は低い位置からスタートし
て、徐々に高まってくる様子。勝負に出る
のなら、月の後半が良いでしょう。ただ、
あまりにも大きな博打だと、準備をしっか
りとしておく必要があります。

♥ 幸運日：	5　14　22
× 危険日：	8　18　28

【全体運】	やや波乱がありそうなものの、あ
なた自身に直接の被害はなさそうな気配で
す。トラブルに巻き込まれたり、ちょっと
したショックはあれども、あなたが後々ま
で引きずるようなケースは皆無でしょう。

【恋愛運】	恋愛運は、低い位置で安定の様子。
あまり期待を持つことなく、外よりも内に
目を向ける生活の方がオススメです。自分
に足りないものはなにか、どこを磨けばもっ
と人が自分に寄って来るか、そういった点
に気付くことができそうです。

【金　運】	良い運気をしています。チャンス
を確実に見分ける目が養われ、ここぞとい
う結果を手に入れることができそうです。
自身の性格が優柔不断だと思っている人は、
いざと言うときに動けるように意識を持っ
ておきましょう。

♥ 幸運日：	1　15　24
× 危険日：	6　19　22

【全体運】	1 に恋愛、2に仕事といったとこ
ろでしょう。上手く両立させることもでき
そうなので、充実した月を過ごすことが叶
いそうです。長く交際中の恋人がいる人は、
関係を進展させるのに向いている時期とも
言えそうです。

【恋愛運】	良い出会いも、恋人との関係進展
もありそうです。特にシングル期間が長い
人は、嬉しい報告ができそうな気配です。
恋愛に対して積極的になるのも良いですが、
時には待ちの姿勢で余裕を見せる態度も必
要になってくることでしょう。

【金　運】	金運は、やや下降気味ですが後半、
グンと上昇することもあるので、そこで挽
回して月の収支はプラスにさせることがで
きそうです。チャンスは数限られているの
で、仕事では気を抜かないことが大切です。

♥ 幸運日：	5　14　29
× 危険日：	2　18　24

獅子座 乙女座 天秤座 蠍　　座
7/23 〜 8/22 8/23 〜 9/22 9/23 〜 10/23 10/24 〜 11/22

【全体運】	趣味の時間を多めに取ってみま
しょう。無趣味だという方は、なにかを始
めてみると良いかもしれません。趣味で意
外な才能を開花させたり、趣味を通じて新
しい縁や発見に出会えたりと、運気がプラ
スに働く結果を招き入れてくれます。

【恋愛運】	恋愛運は可もなく不可もなく。た
だし、縁がつながりやすい状態であるとは
言えます。身近にいる異性の友人が恋愛対
象になることも、初めて知り合った人にひ
と目惚れすることも、色々と可能性はあり
そうです。

【金　運】	金運は徐々に上昇していくようで
すので、月始めは動かず待機。あれこれ計
画を立てる時間に割り当てた方が良さそう
です。行動は月の後半にして、大きな勝負
に出るのも月の後半まで待ちましょう。

♥ 幸運日：	2　15　23
× 危険日：	4　18　23

【【全体運】	ちょっとしたミスが続きそうな
気配を感じるので、物事を進めるときは慎
重さを大いに発揮するようにしましょう。
習慣になってしまいっていることにこそ、
注意を向けておくべきでしょう。いつも通
りに、慣れているから、そういった気の緩
みがマイナスを引き寄せる原因になりそう
です。

【恋愛運】	復縁の気配があります。元恋人と
会う機会があれば、積極的に会っていくよ
うにしましょう。あなたの中にやり直した
い気持ちがあれば、それは隠さず表に出し
ておくべきです。

【金　運】	金運はあまり良くなく、上昇の
切っ掛けをつかむことも上手くいかない状
況のようです。焦らず、迷わず、動かない
方が逆に良いかもしれません。

♥ 幸運日：	8　17　24
× 危険日：	2　14　29

【全体運】	状況を改善したいなら、視線を遠
くに向けて観察しましょう。解決へと続く
道筋や方法は、身近なところにはないよう
です。あなたから遠いところや、そこまで
深い関係が築けていない相手などから、ヒ
ントを得るかもしれません。

【恋愛運】	落ち着いた恋愛運をしているの
で、ひと目惚れするような出会いとか、予
想外の再会からの復縁とか、リスクを負い
ながらも楽しめる不倫関係とか、そういっ
た恋愛になることはあまりなさそうです。

【金　運】	答えを出すことを焦らないのが肝
心です。仕事でもギャンブルでも、あるい
は学習でもすぐに良い結果が出ることを期
待し過ぎると、逆に良くない結果につなが
るようです。周りのサポートも受けつつ、
着実なステップアップを優先させましょう。

♥ 幸運日：	3　15　24
× 危険日：	8　18　27

【全体運】	2 月に比べると安定した運気の波
になりそうです。とは言え、大きなトラブ
ルも良い出来事も無いでしょうが、多少の
波は存在しています。精神的にショックな
こともあれば、嬉しいと感じる出来事もあ
りそうです。

【恋愛運】	新しい出会いよりも、今の関係の
進展や好転が期待できます。片思いの相手
には、もっとアピールをしていきましょう。
パートナーとは、一緒にいる時間をいつも
以上に長く持ちましょう。

【金　運】	仕事の評価がなかなか得られず、
精神的に参る予兆があります。もうひと踏
ん張りと頑張るのも良いですが、今はいっ
たん休息をとることを優先させましょう。
一度落ち着くことで、周りの状況を深く観
察することもできます。

♥ 幸運日：	7　16　26
× 危険日：	2　14　23

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

■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

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

International Cherry Blossom Festival 
https://cherryblossom.com/
	■ 3 月 18 日 -27 日

Conyers Cherry Blossam Festival
1996	Centennial	Olympic	Pkwy	NE,	Conyers,	GA	30013
https://www.georgiahorsepark.com/p/calendar-of-events/
conyers-cherry-blossom-festival
	■ 3 月 18 日 -27 日

Atlanta Dogwood Festival
Piedmont	Park
https://dogwood.org/
	■ 4 月 8-10 日

Georgia Renaissance Festival
6732	Virlyn	B.	Smith	Road,	Fairburn,	Georgia	30213
https://www.garenfest.com/
	■ 4 月 9日　-5 月 30 日

Inman Park Festival
Inman	Park	
http://www.inmanparkfestival.org/
	■ 4 月 22 日 -24 日

Spor ts

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

	■ 3月 3日 -6 日	
	 Puerto	Rico	Open	
	 Grand	Reserve	Country	Club,		Rio	Grande,		PUR
	■ 3 月 3日 -6 日	
	 Arnold	Palmer	Invitational	presented	by	Mastercard	
	 Bay	Hill	Club	&	Lodge,		Orlando,		FL	
	■ 3 月 10 日 -13 日	
	 THE	PLAYERS	Championship	
	 TPC	Sawgrass,		Ponte	Vedra	Beach,		FL
	■ 3 月 17 日 -20 日	
	 Valspar	Championship	
	 Innisbrook	Resort	(Copperhead),		Palm	Harbor,		FL
	■ 3 月 23 日 -27 日	
	 World	Golf	Championships-Dell	Technologies	Match		
	 Austin	Country	Club,		Austin,		TX	
	■ 3 月 24 日 -27 日	
	 	Corales	Puntacana	Championship	
	 Corales	Golf	Course,		Punta	Cana,		DOM
	■ 3 月 31 日 -4 月 3 日	
	 Valero	Texas	Open	
	 TPC	San	Antonio	(Oaks	Course),		San	Antonio,		TX
	■ 4 月 7日 -10 日	
	 Masters	Tournament	
	 Augusta	National	Golf	Club,		Augusta,		GA		

Music

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

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
	■ 3 月 08 日 -13 日	 Ain’t	Too	Proud:	The	Life	and	
	 	 Times	of	The	Temptations
	■ 4 月 19 日 -24 日	 Jesus	Christ	Superstar

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

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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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
	

　

材　料　（6 個分）
白玉粉 ........................ 100 ｇ
砂糖 ............................. 30 ｇ
水 .............................. 120ml
いちごジャム ................. 30 ｇ
こしあん ( 市販品 ) ........ 200 ｇ
いちご ............................6 個
片栗粉 ........................... 適量

春らしい手作りおやつ。
手軽に作れるのでお勧めです。

ひなまつりにぴったり
作り方
1. こしあんを 6 等分にして丸め、いちごはヘタを切り落としておく。
2. 耐熱ボウルに白玉粉と砂糖を入れて、木ベラで軽く混ぜ合わせる。水

といちごジャムを混ぜ合わせたものを、少しずつ加えてなめらかにな
るまで混ぜる。

3. ふんわりとラップをして、電子レンジ 600W で 3 分加熱する。 
一度取り出して木ベラで混ぜ合わせて、再びラップをして電子レンジ
600W で 2 分加熱する。取り出して、更に木ベラで混ぜる。

4. 片栗粉を入れたバットに取り出して、上からも片栗粉をふる。粗熱が
取れたら、6 等分に切り分けて、1 のこしあんを包み形を整える。

5. 包み終わりが下にくるように置いて、上側にキッチンバサミで切り込
みを入れる。切れ込みにいちごをのせれば出来上がり。

いちご大福

ひなまつりにぴったり いちご大福
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　今日は恒例の昇級審査を行った。今回の受審者は青帯２名、
橙帯３名の計５名のみだが、審査を受けない生徒も審査には
くるのでクラス全体は 15 名ほどになる。
　いつもは私が前に立ちクラスを進めていくが、審査の時は
黒帯の指導員が前で号令をかけ、私は右手にペンを持ち受審
者とアプリケーションを照らし合わせながら、各自の動きを
チェックしているので、それだけでいつものクラスの空気と
違うのがわかる。受審者だけでなく審査を受けないが参加し
ている生徒にも緊張感が漂うのでクラス全体が締まっていい
雰囲気である。

　クラスでは、いつも 3 つの事をほとんど毎回言っている。
「審査では特別なことはしない。私がいつもクラス中に注意し
ていることを行っているかをチェックする。できなくてもそ
れを意識しているかが大切だ」

「緑帯までの審査では、多少の間違いは織り込み済みである。
間違ってもよい。ただ間違うなら自分の考えで間違えろ。他
人のマネをして間違うのは最低のミステイクだ」

「型の時は、キレイにまとめようとするな。力が入っていない
キレイな型は無意味だ。スタンスやフォームが多少崩れてい
ても力が入っている型をやれ」

　今日の審査は、少年部二人が緑帯を受けるので私の方が心
配だった。緑帯の審査は、それまでの審査とは一段上のレベ
ルを求める。子供だからと言って審査基準を下げるわけには
いかない。パフォーマンスによっては再審査というもの十分
あり得る。
　少年部の一人の悠人は、おとうさんのやまみっちゃん（山
道）と家で稽古をしていて、いつも気合十分なので心配ない
のだが、もう一人のジェイコブは身体能力は申し分ないのだ
が、集中力がない時があるので心配だったのだが、道場に入っ
てきたときからいつもと顔つきが違ったので、第一関門は通
化しホッとした。

　審査はその場での基本稽古、動きながら基本の技を行う移
動稽古、移動稽古を組手の動きに体系化した型と進めてゆく。
型のあとは相手が持つミットを叩いたり蹴ったりさせ体をな
らしてから、ミットなしで相手に対してのコンビネーション
と受けをチェックしてから、審査のメインイベントである組
手となる。
　極真空手の昇段審査は初段 10 人、二段 20 人と受ける段位

によって組手の人数が決まっていたが、我々も元々は極真な
ので昔はそのシステムだったのが、もうそこまではやっては
いない。

　でも私が内弟子現役の頃はその精神が残っていて、私が黒
帯の受審者の相手になったときなどは「オレでこいつの審査
を終わらせてやる（審査続行不可能にしてやる）と本気で相
手を倒しにいっていたのだから若いという事は恐ろしい。
　今ではたまに本部道場の黒帯審査で相手をするときなど、
相手に当い技を出させたり、技を受けさせてりと相手の良さ
を引き出す組手に徹している。我ながら良い年の取り方をし
たもんだと思う ( 笑 )

　審査の組手は少年部二人から開始。相手
にはジェイコブの最初の相手には 190cm 
110kG のプロレスラーのアーネスト、一番
小さい悠人には 190cm 130kg で一番でか
いハイムをあてる。アーネストは攻撃をす
るのも上手いが、相手の良さを引き出す技
術が凄い。さすがである。ジェイコブもそ
の気になって最近いい感じで決まる後ろ蹴
りを何発も決めてくれた。
　悠人の得意技は回し蹴り。ハイムの自分の身体より太い脚
にローキックをビシビシ決める。彼らは計 5 人との組手を完
遂した。終わったときには拍手が巻き起こる。

　次は大人の三人。大人の審査の組手は結構キツイ。勿論、
身体のサイズは運動神経によってどのくらいきつくするかは
変わるが、青帯二人はチームファイトに出るほどのファイター
なので彼らの相手をした 3 人はガンガンいっていた。
　そして緑帯を受けたやまみっちゃん。彼は元々息子の悠人
が始めるならと未経験で入ってきたのだが、まじめな性格で
派手さはないがコツコツ稽古をしていたので、気が付いたら
回し蹴りや前蹴りが結構強くなっている。
　今日も最後はヘロヘロになりながらも見事 5 人組手を完遂
した。彼は身長は私より高いが体
重は軽量級。そんな彼が 5 人のヘ
ビー級、スーパーヘビー級相手に
組手をしている姿を見ると空手を
教えていてよかったな～という感
慨に浸ってしまった。

　審査は当然当日に力いっぱいや
ることが重要だが、それよりも審
査を受けるまでの稽古、受けると
決める一歩前に出る事を決断する
方が大切なのかな思う。私がそう
でした。押忍。

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

昇級審査
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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

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

アイエイアイ米国法人
営業とエンジニアを募集中。
詳細は板屋まで 678-354-9470

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

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

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。
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

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

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。

レストラン求人
鮨処はや川 スタッフ募集
サーバー、マネージャー補佐急募。フル
タイム優遇、経験不問、能率給有り。フ
ルタイム給与（month）	1.5K	~	5.5K、完全
週休 2日、有給休暇（夏冬、計 3週間 )
☎ 770-986-0010	or	☎ 404-488-9178

Umaido スタッフ募集
従業員募集。詳細は☎ 770-335-3070

はじめ スタッフ募集
従業員募集。詳細は☎ 470-428-2388

春一番　スタッフ募集
サーバー、キッチン及び寿司シェフを募
集しています。学生さん大歓迎。詳細は
ミッシェルまで、☎ 770-622-4060

横浜 Yokohama Doraville
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

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

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

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

ハナミズキ　Duluth
深夜まで働ける人を募集。詳細はLiuまで。
☎ 678-428-5043	yijingryu@hotmail.com

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

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

Rusan Tower Place 
フルタイム又は週末のみのサ-バ -を募集。
詳細は藤田迄。404-514-1585

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
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	

日本人ラグビーメンバー募集
日本語でラグビーしませんか。週末にアト
ランタ近郊で練習しています。国籍、年齢、
性別、経験不問！まずは見学にいらして
ください。詳しくはWebをご覧ください。
E	ppqqzzllaa@gmail.com	松谷まで
4046260864		W	https://rb.gy/dkumqv
　

　

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.

アニスアトランタは
あなたのビジネスを応援します !!

クラシファイド広告募集
求人、売買、不動産、
教授、お知らせなど

ANIS ATLANTA
クラシファイド広告募集

クラシファイド広告
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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日頃です。日本人コミュニティのイベント取材依頼
や告知なども受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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

ANIS ATLANTA は以下の場所に配布されています
ジョージア州：

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

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

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

ウィンタースチャペル幼稚園

アトランタ総領事館
倉岡クリニック
ICAGeorgia
日系美容室

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

© ANIS ATLANTA 2022
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All rights reserved. No part of this publication may be 
reproduced in any form without permission from ANIS 
ATLANTA. Advertisements published in ANIS ATLANTA do 
not necessarily represent the views of the publisher. The 
publisher is not liable for errors or omissions.

Published by Anis USA, LLC

4514 Chamblee Dunwoody Rd, 

Suite 249

Atlanta, GA 30338 

Phone :  404-510-8534  

E-mail :  infojp@anisatlanta.com 

Web : http://www.anisatlanta.com

Publisher : Miyuki Morooka 

ANIS ATLANTA
NO.    27

March 2022 

次回 2022 年 4 月号は
4 月 5 日ごろ配布予定

編集後記

　今年の 2 月は気温変動が激しく、氷点下になったかと思
えば、数日の間に 5 月の陽気になり、その温度差に体調の
コントロールが大変でした。春分を境に、昼の時間が少し
づつながくなり、本格的に春の到来となります。

　昨年までは春から秋にかけての各イベントは中止となる
ことが多かったですが、ワクチン接種をしているというこ
ともあり、今年は野外イベントは開催するところが多いよ
うです。まだまだマスクは必要かもしれませんが、ちょっ
とだけ日常が戻ってきたようで嬉しくなります。

　運動不足の解消と体力作りなのですが、有酸素運動を心
掛けています。子供時代は大型犬と一緒に過ごしていまし
たので、雨の日も風の日も 30 分以上散歩に出かけていま
した。14 年間、風邪もひくことなく健康でいられたのは、
この歩く運動だったと思います。有酸素運動はとても効果
的で基礎代謝を上げて脂肪燃焼にもなるそうなので、三日
坊主と言われない様に頑張っています。

　最近は新手の詐欺が流行っていますので、皆さんご注意
下さい。先月号に掲載した QR コードで支払いを促す不正
駐車料金は、アトランタでもすでに被害がはじまっている
ようです。とにかくうかつに何でも信用しないで、確認す
ることが重要。つまらない詐欺事件に引っかからない様に
十分注意しましょう。
　次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。

アニスアトランタ　M.M.
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