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FOOD & HEALTH

「イースター」とは？意味や由来、楽しみ方など
アロマテラピー◎タウンゼント瞳
Hello! Atlanta◎鎌田桃佳

US-JAPAN NOW◎ジョージア日米協会
Japan Art Festival

日本美術祭り

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

歩

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

健康とカイロプラクティック◎矢島敬朗

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

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

4

APRIL

4 月のカレンダー
4 月 01 日
4 月 08 日
4 月 17 日
4 月 22 日
4 月 29 日
4月1日

エイプリルフール
新年度
灌仏会・花祭り
復活祭（イースター）
地球の日
昭和の日
エイプリイルフール

罪のない嘘をついて良いとされる日。日本では「四月馬鹿」
とも呼ばれる。
その昔、ヨーロッパでは 3 月 25 日を新年とし、4 月 1 日ま
で春の祭りを開催していたが、1564 年にフランスのシャルル
9 世が 1 月 1 日を新年とする暦を採用した。これに反発した人々
が 4 月 1 日を「嘘の新年」として位置づけ、馬鹿騒ぎをする
ようになったのがエイプリルフールの始まりとされている。
また、インドでは悟りの修行は春分の日から 3 月末まで行わ
れていたが、すぐに迷いが生じることから、4 月 1 日を「揶揄
節」と呼んでからかったことによるとする説もある
4月1日

新年度

学年度始めの日。4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日を「年度」
として括る。
元々日本では、特に入学の時期は定められておらず、年中入
学可となっているのが普通だった。
1886( 明治 19) 年 10 月に、高等師
範学校が学年暦を 4 月 1 日からと定
め、1888( 明治 21) 年から全国一斉
にこれにならうようになった。ただ
し、大学や高等学校では欧米の習慣
に合わせて 9 月に新学期を始めてい
た。

4 月 1 日生まれの人は、前年度の 3 月生まれの人と一緒に入
学することになる。これは学校教育法で保護者は、子女の満六
歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初から ( 中略 )
就学させる義務を負う。と規定しているためである。
「年齢計算ニ関スル法律」では年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算
スとし、「民法」第 143 条では年を単位として期間を定めた場
合には、起算日の応答日の前日に期間が満了することとしてい
る。つまり、4 月 1 日に生まれた人は、その 6 年後の 3 月 31
日をもって五歳の期間が満了することになり、その翌日の 4 月
1 日に始まる学年から小学校に入学するのである。
4月8日

潅仏会・花祭り

「灌仏会（かんぶつえ）」は、仏教の開祖・釈迦（しゃか）の
生誕を祝う仏教行事である。地域や寺院によっては月遅れの 5
月 8 日に行われる。
釈迦の降誕を祝して行う法会。各地の寺では花御堂を設け、
堂の中に水盤を置いて釈迦の立像を中央に安置し、参詣者が御
像に甘茶を注いでお参りする。
甘茶をかけるのは、釈迦の誕生の時 9 つの龍が天から清浄の
水を注ぎ産湯を使わせたという伝説に由来する。
4 月 17 日

復活祭 ( イースター，復活の主日 )(Easter)

春分の後の最初の満月の日の次の日曜日。キリストが死後 3
日目にして甦ったことを記念し、春の自然の甦りを祝うお祭り。
復活の象徴の卵を食べたり、ペインティングした卵を贈り合っ
たりして、盛大に祝う。
イースターの日どりは、325 年の
第 1 ニカイア公会議で「春分の後
の最初の満月に次ぐ日曜日」と決定
された。ただし、これでは、時差の
関係で春分の日が場所によって異な
り、イースターの日附も異なってし
まうため、春分を 3 月 21 日に固定
して計算されている。
4 月 22 日

地球の日

アースデー世界協議会等が主催。1970 年のこの日、アメリカ
の市民運動指導者で、当時大学生だったデニス・ヘイズが提唱。
1970 年から 1990 年までは 10 年に 1 度実施されていたが、
1991 年からは毎年開催されている。
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偉人の名言

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

エルドリック・タイガー・ウッズ

生

1975 年 12 月 30 日 -

国

：
：

職業：

カリフォルニア州サイプレス
プロゴルファー

1975 年、ロサンゼルスの郊外サイプレスで生まれたタイ
ガー・ウッズ。本名はエルドリックで、
「タイガー」というニッ
クネームは父親の友人の名前に因んで付けられました。
幼児の頃からゴルフに親しみ、多くのジュニア大会で優勝す
るなど早熟の才能を見せます。アマチュア時代には全米アマ
チュア選手権で最年少優勝・3 連覇、マッチプレーで 18 連勝
と、輝かしい成績を残しました。1996 年にスタンフォード大
学を中退してプロ転向すると、あっと言う間に勝星を重ね、翌
1997 年には初出場のマスターズで最年少優勝。21 歳で PGA
ツアー史上最年少の賞金王となります。2008 年には全米オー
プンを制し、トリプル・グランドスラム（4 大メジャーそれぞ
れの大会で 3 勝以上を果たすこと）を達成。2013 年には 5 勝
を挙げ、4 年ぶり、10 度目の賞金王に返り咲きました。
PGA ツアー通算 82 勝、メジャー 15 勝、永久シード権獲得
など、素晴らしいキャリアを積み上げているタイガーですが、
2014 年から体の故障に悩まされ、幾度かの手術も受けながら
戦線を離れていました。スキャンダル騒動もあり心身ともに疲
れ果てたタイガーを見て、世界のファンたちもタイガーの復活
を半ば諦めかけていました。
復活の兆しが見えたのは 2018 年。大会の出場にブランクの
あったタイガーでしたが 2018 年からは積極的にツアーに参加
し、成績も順調に伸びてきました。そして 9 月のプレーオフ最
終戦で 2013 年以来、5 年ぶりとなる優勝となる奇跡の復活を
果たしたのです。すると翌年の 2019 年メジャー大会の第 1 戦、
マスターズ・トーナメントで 14 年ぶり 5 回目の優勝を掴み取っ
たのです。伝説のタイガー・ウッズが帰ってきた瞬間でした。
ケガや私生活のトラブルで低迷していた 43 歳が 11 年ぶりに
メジャー大会を制し、見事な復活劇をとげたニュースは世界中
を駆け巡りました。

大きな夢を持って、その夢を持ち続けるんだ。その夢はきっと、
君を他の人とは違う、特別な存在にしてくれる。
僕の中には、いつも闘争心あります。それは決してなくならな
いし、僕も決して諦めない、それは確かです。たとえ劣勢にあっ
ても、逃げないこと。たとえどんなに負けていても、自分は勝
てると、いつも信じなくてはならない。自分自身を信じなくて
はいけないんです。そして正直に本音を言えば、それほど大勢
の選手がそう信じているわけじゃないし、不安を感じることも
あるでしょう。僕も前はそうだったし、そういう時はプレーも
うまくいきません。でも何度か試練をくぐりぬけ、学び、成長
すると、自分を信じられるようになるんです。
土壇場の重圧の中で最高のショットを成功させる。このスリル
は何物にもかえがたい。
夢を捨てるってことは希望を捨てるということ。希望を失えば、
人には何も残らない。
出場回数が何回であろうと関係ない。自分の最高のゲームを自
らどう醸し出せるかだ。
いいかい、ゴルフの上達に近道はないし、人生にも近道はない
んだ。一生懸命努力しなくちゃならない。夢は大きく持って、
自分のためにその夢を持ち続けるんだ。
今回みんなに伝えたいことは、“ 努力は続けた分だけ結果が出
る ” ということ。一生懸命努力すれば、必ず結果が出る。そして、
どんな時でも、楽しむということを忘れないで欲しい。
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ニュースダイジェスト

ニュースダイジェスト
ウクライナ国内外の避難民、1000 万人

FRB による利上げは 2018 年 12 月以来。新型コロナウイル
スの流行を受けて 2020 年 3 月に導入したゼロ金利政策が終わ
ることになる。

ロシア軍が侵攻したウクライナで、自宅を離れて国外や国内
への避難を強いられた人が 1000 万人に上っている。フィリッ
ポ・グランディ国連難民高等弁務官が 3 月 20 日に明らかにし
た。

「戦争を行う者たちの責任として、自宅からの避難を強いら
れた民間人が苦しみを負わされている。ウクライナの戦争はあ
まりにも悲惨だ。これまでに 1000 万人が避難した。国内で逃
れ、あるいは国外で難民となって」
。グランディ氏はそうツイー
トした。
国際移住機関（IOM）が 3 月 18 日にまとめた数字よると、
国内の避難民は３月１６日現在、648 万人に上っている。

米 FRB、2018 年以来の利上げ
米連邦準備制度理事会（FRB）は 3 月 16 日、政策金利の誘
導目標を 0.25 ～ 0.50％に引き上げると発表した。政策金利の
引き上げは 2018 年以来となる。
連邦公開市場委員会（FOMC）が２日間にわたって開催され、
利上げ発表の可能性は高いとみられていた。
FRB のパウエル議長は記者団に対し、
「我々は経済が非常に
力強いと感じており、より厳しい金融政策に耐えることができ
るだろう」と述べた。
パウエル議長は過去数カ月間、繰り返し、利上げの可能性を
示唆していた。パウエル議長は今月、議員らに対し、0.25％の
利上げを支持する考えを明らかにしていた。

多くの米国人にとって過去１年間で物価は上昇し、FRB が長
期目標とする２％を上回っている。FRB の使命は物価の安定と
雇用の最大化だ。
しかし、新型コロナウイルスが流行するなか、高い需要やサ
プライチェーン（供給網）の混乱、エネルギー価格の高騰を受
けて物価は上昇した。今年２月は消費者物価指数（CPI）
は 7.9％
の上昇、生産者物価指数（PPI）は 10％の上昇だった。
FRB は今後、政策金利を段階的に引き上げる。2023 年には
金利 2.8％となる見通し。

ファイザー CEO、４回目接種は「必要」
米ファイザーのブーラ最高経営責任者（CEO Ｏ）は新型コロ
ナウイルスのワクチンについて、流行の再発を防ぐためには当
面４回目の接種が必要との見方を示す一方、あらゆる変異株に
対応するワクチンの開発も進めていると語った。
同氏は 3 月 13 日、米 CBS テレビの番組で、今後多くの変異
株が登場するだろうと述べ、オミクロン株はワクチンの効果を
巧みにすり抜ける最初の例だと指摘。オミクロン株への現行ワ
クチンの効果について、入院や死亡はかなり予防できるものの、
３回接種後も感染予防はあまり期待できず持続期間も長くない
と語り、４回目接種の必要性に言及した。
米国では現在、これまでにファイザーまたは米モデルナ製の
ワクチンを３回接種した人のうち、免疫不全患者については４
回目の接種が認められている。食品医薬品局（FDA）が今後、
健康な 10 代や成人への 4 回目接種を承認するかどうかは不透
明だ。
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5 ～ 11 歳の子どもについては２回の接種が承認されている
が、追加接種は未承認。ファイザーが現在、臨床試験を進めて
いる。５歳未満の子どもには接種自体が承認されていない。ファ
イザーが子ども向けの分量を２回接種した臨床試験の初期デー
タでは、２～５歳への効果が予想を下回ったため、現在は３回
接種の試験が進行中だ。ブーラ氏によれば、来月には結果が出
るとみられ、FDA の承認を得て５月に接種が始まる可能性もあ
る。
ファイザーとモデルナは現在、オミクロン株に特化したワク
チンを開発中だが、ブーラ氏はさらに、全変異株に対応するワ
クチンの開発を目指すと表明。効果が少なくとも１年間持続す
るワクチンをつくることが目標だと述べた。

ウクライナ戦争でグローバル化は「終焉」
資産運用で世界最大手の米ブラックロックは２４日、ロシア
のウクライナ侵攻で我々の知るグローバル化は終わりを迎えた
との見方を示した。
ブラックロックのラリー・フィンク最高経営責任者（CEO）
は株主宛ての書簡で、ウクライナ攻撃を受けたロシアの「世界
経済からの切り離し」により、各国政府や企業は他国への依存
の見直しを迫られていると指摘した。
「ロシアのウクライナ侵攻で、我々が過去 30 年にわたり経験
してきたグローバル化は終わりを迎えた」とも記している。
ブラックロックの運用資産額は 10 兆ドル（約 1220 兆円）
に上る。ロシアの孤立をきっかけに、
「世界の企業や政府は依
存を見直し、製造や組み立てのあり方を再分析することを迫ら
れる」とフィンク氏は予想する。
一方で、企業が事業を国内回帰させたり、比較的近い地域に
移動させたりするのに伴い、一部の国は国内産業育成に注力す
ることで恩恵を受ける可能性もあるという。
フィンク氏によると、
新型コロナウイルスのパンデミック（世
界的大流行）は既にこうした動きを始動させていた。
流行が始まった当初、各国は中国製の個人防護具（PPE）の
確保に苦慮していた。経済再開にともない重要が急増すると、
サプライチェーン（供給網）の目詰まりの影響でインフレは数
十年ぶりの水準に達した。特に半導体不足は自動車メーカーか
ら IT 企業に至る各種産業の悩みの種になった。
そこにロシアのウクライナ攻撃が発生。それに続く欧米の迅
速で厳しい制裁や、企業の相次ぐ撤退もあり、国際輸出市場に
は混乱が広がる。世界的な指標となるブレント原油価格は今月

上旬、供給不安から一時１バレル＝ 139 ドルを超えたが、そ
の後は下落している。

iPhone 使ったデジタル免許証
米アリゾナ州で、運転免許証や州の身分証明書をアップルの
スマートフォン iPhone の「ウォレット」アプリに登録して、
空港の保安検査場で提示できるようになった。デジタル身分証
明書を導入した州は全米で初めて。ただし今のところ、使用で
きる場面は非常に限られる。
アリゾナ州の住民は 3 月 23 日
から、米運輸保安庁（TSA）が運
営する事前検査プログラム「TSA
PreCheck」を利用して、フェニッ
クス・スカイハーバー国際空港
にある TSA の一部保安検査場で、
iPhone や Apple Watch に登録し
た運転免許証や身分証明書を提示
できるようになった。
ただし別の州（アップルのプロ
グラムに参加していない州）に出
かけてアリゾナ州に戻る便に搭乗
する場合は、引き続き現物の免許
証や身分証が必要になる。
さらに州内であっても、バーに入店する時や証明書の交付を
受ける時、交通取り締まりで提示を求められた時などは、やは
り現物を見せる必要がある。
この機能についてアップルは昨年、ジョージア、コネティカッ
ト、アイオワ、ケンタッキー、メリーランド、オクラホマ、ユ
タなどの州と連携して実現を目指していることを明らかにして
いた。
アップルは 3 月 23 日、コロラド、ハワイ、ミシシッピ、オ
ハイオの各州およびプエルトリコでこの機能を導入する計画を
発表した。
ユーザーは正式な身分証であることを確認するため、免許証
や身分証の写真をスキャンしてアップロードした後に自分の写
真を撮影する必要がある。さらに、顔認証機能の「フェイス
ID」登録時と同様に、顔や頭を動かすことを求められる。
登録が完了して承認されると、iPhone や Apple Watch をタッ
プして保安検査場の ID 読み取り機に読み取らせ、検査官が情
報を確認できるようになる。

住宅 “売買∙ 賃貸∙ 投資” は信頼と実績 の

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

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

FOOD & HEALTH
美肌づくりは食べ物から
最近肌荒れが気になる……その原因は食生活にあるかも。
栄養が足りていないと肌荒れが続くことも。肌のために必要な
栄養素や食材をしっかり補給して、ストレスにも強いお肌を作
りましょうにもない。

またビタミン E は肌を紫外線などの刺激から守り、シミや
シワが増えるのを防いでくれます。（※ 4）
• 鉄
鉄は体中に酸素を運ぶヘモグロビンを作る働きがあります。
鉄分が足りなくなると貧血を起こす原因となります。
（※ 5）
それだけでなく、顔色が悪くなったり、肌のうるおいやツ
ヤが不足することもあります。鉄を多く含む食品はレバー
が有名ですが、小松菜やほうれん草にも多く含まれていま
すよ。
美肌レシピを簡単につくるには？

美肌につながる栄養素
• たんぱく質
たんぱく質は体内のあらゆる細胞を作っているため、健康
的な美肌を作るために欠かせない栄養素。たんぱく質は肉、
魚、卵、大豆製品などに多く含まれています。
カロリーカットだけを考えたダイエットは、たんぱく質不
足になりがち。やせてキレイになるつもりが、お肌がシワ
シワになって逆に老け込んだ……とならないように注意し
ましょう。
• ビタミン C
• ビタミン C は、肌の弾力を保つコラーゲンの生成に深く関
わっていると言われています。肌のハリ、ツヤを保つため
に必要なビタミン C を多くふくむ食品はブロッコリーやパ
プリカなどの野菜やキウイ、オレンジなどです。
ビタミン C は一度にたくさん摂っても吸収できず、排出さ
れてしまうのでこまめにとりいれるのがポイントです。
• ビタミン E
ビタミン E は老化の原因となる活性酵素を除去してくれる
働きがあります。酸化を予防してくれることから若返りの
ビタミンとも呼ばれています。ビタミン E はアーモンドや
くるみなどのナッツ類に多く含まれています。そのほか、
かぼちゃやモロヘイヤなどの野菜にも豊富です。

美肌になるために必要な栄養素はわかったけど、料理するの
は面倒……とくにフレッシュの野菜はすぐに傷んでしまって腐
らせてしまうこともあるのではないでしょうか。
そんなときは、休日や空いた時間を利用して、半調理をして
おきましょう。半調理とは下ごしらえだけしておく作り置きの
こと。
野菜類はカットしてさっとゆでて冷凍しておくことで、その
ままミキサーにかけてスムージーにしたり、スープの具材とし
ても使えます。
和えるだけデリ！まるごと 1 本で「キャロットラペ」
フランス定番の家庭料理として親しまれている“キャロット
ラペ”。にんじんをまるごと 1 本使い、マリネ液と合わせてさっ
ぱりとした味わいに！お肉料理のつけ合わせにもおすすめで
す。
＜材料＞
にんじん...............................................................1 本
塩..............................................................小さじ 1 杯
☆酢.........................................................大さじ 1 杯
☆レモン果汁.......................................小さじ 1 杯
☆はちみつ....................................... 大さじ 1/2 杯
☆塩こしょう..................................................... 少々
☆オリーブオイル..............................大さじ 1 杯
＜作り方＞
1. にんじんを 5cm 長さの千切りにします。
2. ボウルに①を入れ、塩を振ってもみ込みます。しんなりす
るまで 5 分ほど置いて水気をよく絞ります。
3. 別のボウルに☆の調味料を混ぜ合わせて②に加え、よく和
えて完成です。

ANIS ATLANTA - April 2022
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「イースター」とは？意味や由来、楽しみ方など

「イースター」とは？
意味や由来、楽しみ方など
イースターとは？

イースターはいつ？

イースターは何をする？

イースター（Easter）とは「イエス・
キリストの復活記念日」です。

イースターの日付は「春分の日の後の
最初の満月の次の日曜日」とされていて、
毎年日付が変わります。
日付は、グレゴリオ暦とユリウス暦で異
なりますが、日本ではグレゴリオ暦を用
いています。
どちらもお祭りとしてお祝いして問題な
いそうで、当日だけではなく、その日の
40 日前から 50 日後までの 90 日間が、
イースターのお祝いをする期間に該当し
ます。
2022 年のイースターは、4 月 17 日（日
曜日）
（グレゴリオ暦）です。

クリスマスのように、家族でご馳走を
食べるなどして過ごしたり、イースター
エッグと言って、卵にカラフルな色付け
をしたり、装飾をしたものを飾り付けま
す。
卵（エッグ）は、キリスト教において
生命誕生の象徴で、キリスト復活祭であ
る、イースターのシンボルになっていま
す。また、イースターでは、室内や庭に
隠された、イースターエッグを探す「エッ
グハント」や、イースターエッグをスプー
ンに乗せて競争をする「エッグレース」
、
卵を転がす「エッグロール」などのゲー
ムで遊びます。

ユダの裏切りで十字架にかけられ、処刑
されたイエス・キリストは死んでしまい
ますが「3 日後に復活する」との予言を
残し、3 日後の日曜日に予言通り復活し
たと言われています。
その奇跡の復活を記念した祝祭として、
イースター（復活祭）が誕生しました。
キリスト教を信仰する人々にとっては重
要な祝祭で、クリスマス以上に重要なイ
ベントとなっています。
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イースターエッグに絵柄を付けるとき
には春らしい明るい色を選びましょう。
塗ってるだけで楽しくなりますよ。

イースターの楽しみ方と遊び方
イースターをどのように楽しんでいる
のでしょう。イースターって具体的に何
をして楽しむのか気になります。
春を祝うイベントとして生活習慣に取
り入れたくても何をしていいのかがわか
らなかったら何もできませんよね。海外
でのイースターの楽しみ方をご紹介しま
す。
エッグハント

敬虔なクリスチャンは断食！

イースターのモチーフを紹介！

敬虔なクリスチャンは、イースターの
40 日前の水曜日からイースターの前日ま
での期間、肉を断食して過ごします。
これをレント（Lent）と言いますが、キ
リストの受難に倣うという意味があるそ
うです。
このレントの期間には、いろいろな名
前が付いていて面白いので紹介しますね。

イースターと言えば何を思いつきます
か。イースターのモチーフとなっている
もの、その由来についてご紹介します。

ファット・チューズデイ （Fat Tuesday）

レントの前日（火曜日）です。お肉が
食べられなくなるので、思い切り飲んで
騒いで過ごします。太った火曜日って、
そのままですね！
アッシュ・ウェンズデイ （Ash Wednesday）

レントの初日（水曜日）です。教会で
額に灰（アッシュ）を十字に付けてもら
います。グレーな気持ちが現れてます。
グッド・フライデイ（ Good Friday）

イエス・キリストが十字架に架けられ
た日です。聖金曜日と言われています。
そして復活のイースター（日曜日）！
断食の解禁日ですから、肉料理や動物性
食品を並べてお祝いしたくなるのも分か
る気がしますね。

家族で集まりご馳走を食べる
メニューは様々ですが、お肉だとハム
やラム、いわゆるご馳走！ホット・クロス・
バンズは、十字の模様をかたどって焼き
上げた、イースターに欠かせない甘めの
パンです。そしてイースターにちなんで、
卵やニンジンを使った物や、ウサギを模
した色とりどりのお菓子などがテーブル
に並びます。

イースターエッグ
イースターと言えばイースターエッグ
です。イースターのイベントの際には必
ず卵が使われていることにお気づきです
か。
卵はそれそのものが命の象徴です。キ
リストの復活、永遠の生命を祝して卵を
飾ったり食べたりします。卵をモチーフ
にしたチョコレートやお菓子なんかも発
売されます。
イースターバニー
ウサギは子供をたくさん産むから、子
孫繁栄の象徴としてイースターのお祭り
ではかかせない存在となりました。この
時期になるとウサギの形のチョコレート
も発売されます。
また一説では、野ウサギがイースター
の前夜にイースターエッグを隠すとか、
野ウサギがイースターエッグを運んでく
るとも言われています。
イースターの色
イースターエッグの色はポップな春の
色です。イースターは復活祭であり、春
のお祭りでもありますから、春を象徴す
るようなポップで明るい色が喜ばれます。
例えば春のお花に多い黄色、それからピ
ンク、グリーン、明るいブルーなど。春
のお花や新緑、お日様や空の色です。暗
くて寒い冬が終わりを告げ、イースター
を境に待ち望んでいた春が訪れたことを
祝うように、明るい色が好まれます。

イースターに子供たちが行う遊びです。
イースターのエッグハントは自宅や教会
などで行われる他、大きなショッピング
モールなどイベント会場で行われます。
エッグハントの遊び方は簡単です。イー
スターの前夜にイースターバニーが隠し
た卵を子供たちが探します。もちろん隠
すのは大人達です。イースターエッグは
野ウサギが前夜に隠したことになってい
るので、隠す側はちょっと大変です。子
供たちにばれないようにしなければいけ
ません。
きれいにペイントされたイースター
エッグを庭や家の中に隠し、それを見つ
けたら食べてもよいという遊びです。中
身は卵の形をしたチョコレートやお菓子
などであることがほとんどです。子供た
ちもお菓子が食べたいから必死になりま
す。
イースターエッグとは本来、ペイント
したゆで卵だったのですが、今ではエッ
グハントのイースターエッグと言えば中
身はお菓子であることの方が多いようで
す。ゆで卵をいっぱい食べたらお腹が大
変なことになりそうですものね。

イースターにまつわる小話
イースターはいろんなところに影響を
及ぼしています。例えば、チリのイース
ター島。モアイ像で有名な島ですが、名
前の由来は、ちょうど 1722 年のイース
ターの日にオランダ海軍に発見されたか
らだそう。
そのほか、イースターによって変わった
ことがあります。それは、日曜日が休日
になったこと。かつてのキリスト教では、
週の最後である土曜日を休日としていま
した。ですが、キリストが日曜日によみ
がえったとされることからその日を「主
の日」と呼び、礼拝のためにお休みとす
るようになりました。
ANIS ATLANTA - April 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
香りと記憶とエッセンシャルオイル
アメリカに来て十年以上経ちますが、4 月になると年度始まり、新学期、新生活の始まり、という日本のイメー
ジがいまだに抜けません。私は関東出身ですので、3 月の終わりから 4 月の頭にかけてソメイヨシノが満開を
迎えます。桜とともに新生活を迎えるというのが 4 月でした。新学期どころか、子供たちはあと何週間かで学
校が終わるというときだし、新年度が始まるわけでもないのに、私にとって 4 月はなんとなくソワソワし、新
しいことを始めたくなる、そんな月です。

香りと記憶
ジョージアも 3 月頃から一気に花が咲き始めて、4 月は霜も降りなくなりますから、家庭菜園を始める人も
多いでしょう。トマトの苗を植えるときに、トマトの茎の香りが手に残ったり、庭の花の香りがふわっと漂っ
てくると、私の脳裏には子供の頃に住んでいた家や近所の状況がふっと頭の中に浮かび上がってきます。皆さ
んの中にもきっとある香りを嗅ぐと昔の記憶や感情が蘇るという人もいると思います。香りと記憶にはとても
深い関係があるのです。今月はその香りと記憶について深く掘り下げてみたいと思います。

香りと脳のメカニズム
いい香りがしてなんとなく気分が良くなった、という経験をし
た人は多いことでしょう。人が香りを感じるとき、まず芳香成分
が鼻の奥の嗅細胞を刺激します。その刺激が電気信号となって感
情や本能をつかさどる脳の「大脳周辺系」へ伝達されます。そし
てそこから自律神経系をつかさどる「視床下部」に情報がつたわ
ります。そこから、信号が体の細部にわたり、リラックスさせたり、
体温の調節をしたり、発汗を促したり、頭痛の改善や疲労の回復
などアロマ（香り ) で体の変化が起こります。香りがもたらす変化
はこういったメカニズムによるものなのです。

香りと記憶が結びつくのはなぜでしょう？
そこには私たちの脳の仕組みと関係があるのです。人間の五感
の中でも香りを感じる嗅覚だけが記憶をつかさどる海馬という脳
の部位にほぼ直接信号を送ることができます。香りと記憶が一体
し海馬に記憶されていますので、香りを嗅ぐだけで何も考えてい
なくても感情や記憶がふわっと蘇るのです。
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香りを上手に作用させるには ?
アロマがリラックス効果で安眠を誘ったり、車の酔い止め防止になったり、やる気を起こさせてくれたりと
効果はさまざまですが、この香りだからこうなる、と必ずしも当てはまるものではないのです。以前、酔い止
めのために毎回特定のエッセンシャルオイルを使用していた人がその香りを嗅ぐだけでこれから車に乗って酔
うという記憶が蘇り、返って気分を悪くしてしまうという人がいました。例えば、ラベンダーはリラックスや
安眠効果があるとされているオイルですが、その香りにいい記憶がない人にとってはリラックスするオイルに
はならないこともあるのです。大切なのは本人にとって「心地の良い香り」なのです。マニュアルにはこうあ
るから、という観念に囚われすぎないことが大事です。

嗅覚と老化
年が進むと視力が落ちたり、聴力が落ちたりするように、五感である嗅覚も老化とともに鈍くなっていきます。
最近の研究では香りが認知症の改善に効果的であることも知られているように、香りは記憶力の改善や脳の活
性に非常に効果的です。筋肉をつけるためにはエクササイズをするように、嗅覚の老化を防ぐためにも記憶力
をアップするためにも普段から良い香りを嗅ぐことはとても大切になってきます。

記憶力アップ＆嗅覚の老化を防ぐのに効果的なエッセンシャルオイル

• ローズマリー
• ペパーミント
• フランキンセンス

最近忘れぽくなったな、と思ったら、これらのエッセンシャルオイルをディフューザーに入れてお部屋に芳
香したり、ティッシュなどに垂らして持ち歩いてみたりしてみてください。単品で使ったりブレンドしてもい
いでしょう。お子さんの大事なテストのお守り代わりにこれらのエッセンシャルオイルを垂らしたティッシュ
をポケットに忍ばせてあげるのもおすすめです。

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

〜ゲストルーム編〜

想い出が積み重なっていく部屋
以前住んでいた家のゲストルームは、地下でした。正確には地下ではなく一階にあ
たるのですが、ニ階のウッドデッキが一階の光を遮り日中も真っ暗なため、我が家で
は「地下の牢屋」と呼んでいました。低い声でその呼び名を言うと本当に深刻みが増
してしまうので、我が家では「地下の牢屋」と言う時は「地下の牢 ~ 屋 ~ ↑♪」と歌
う事が暗黙のルール。ガレージの真横にあるその部屋を通り過ぎる時は、ひんやりと
した空気が一瞬ふわりと絡まって来て、白目の視界越しに映る薄暗さが何か潜んでい
そうでとても怖く、ビビリの私はいつも見ないように目線を外して通っていました。
薄暗く湿気を帯び人の出入りも無いとなれば、はい、足が一杯のウネウネうごめく憎
い奴らには天国です。ですが幸か不幸か害虫駆除の薬がしっかり効いているため、部

【スタンドライト】
シンプルな円柱
型シェードと合
わせる事で、木
彫りデコの主張
が抑えられ上品。
(Restoration
Hardware)

屋の隅にはいつもゲジゲジの死体が数匹干からびてご臨終。更に足が遠のくという、
まさに負のスパイラル。とはいえ、家の中で無駄に一番広い部屋。両親が日本から泊
まりに来る事になった時、ゲストルームが無かった我が家は意を決して、地下の牢屋
をゲストルームに変身させる事にしました！暗さを緩和するために濃い色のインテリ
アは徹底的に避け、オフホワイトやベージュで統一し間接照明を多用。なんとか「地
下の牢屋」とはおさらば！あぁ、
家に“開かずの間”が無いって素晴らしい・・両親が帰っ
た後「もうバーバ達居ないんだね・・」とその部屋で独りポツリと呟く息子。ですが
その部屋には、目には見えないけれど両親の気配が確かに残っており、もう怖い部屋
ではなくなりました。部屋はやっぱり使ってなんぼ。誰かが泊まる度に人の気配や想
い出が積み重なり、ゲストルームへの愛着も強まっていきます。想い出と共に変化す
る我が家のゲストルームの小物達を紹介します。

【枕カバー】刺繍の縁取りがエスニック
な印象。(HomeGoods)
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【ランタン】自然素材が斜めに編まれてるとこ
ろがユニーク。(HomeGoods)

【本】英語の本は表紙を外して、中のハードカバーの
色とタイトルデザインで選びます。(GOODWILL)

【チェスト】季節によって使わない毛布類を収納したかった
ので、デザインより収納力を重視してセレクト。(Target)

【置時計】
葉模様と上部
のデザインが
可愛い置時計。
(Hobby
Lobby)

【アニマルアート】
Amy Peterson の、動物の赤ちゃんがバス
タブに座ってるシリーズ。(HomeGoods)

【クッション】
一面に細めのモダンカリグラフィーがプリ
ントされたクッションは、一つで主役級！
(All Inspired Boutique)

【ゲストルーム Now】
可憐な小さな花柄のキルトは Studio McGee のもの。全面使いするとかなり
甘い雰囲気になるので、一部だけ覗かせて出る面積を少量にしました。

【ゲストルーム Before】
「地下の牢屋」から変身。全体をオフホワイトとベージュで統一し、
黄色い花のリースを挿し色に。

ANIS ATLANTA - April 2022
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US-JAPAN NOW ◎ジョージア日米協会

US-JAPAN NOW:
Geostrategic Impacts on a New World
去る 3 月 22 日火曜日にジョージア日米協会は、笹川平和財
団 (SPF) 、全米日米協会 (NAJAS)、並びにジョージア工科大学
CIBER (Scheller College of Business) と共催で、米国と日本に新
政権が誕生したことにより、両国の変化する世界において独自
の戦略的課題及び、日米間の政治、安全保障、同盟関係につい
て専門的な討議を行いました。
米国のジャーマンマーシャル基金（GMF）のアジアプログラ
ムディレクターのボニー・S・グレイザー氏より、お話しを伺い
ました。ボニーさんは以前、アジアの上級顧問であり、戦略国
際問題研究所の中国電力プロジェクトのディレクターでした。
また 2003 年から 2008 年半ばまでは、CSIS 国際セキュリティ
プログラムのシニアアソシエイトでした。CSIS に参加する前は、
国防総省や国防総省など、さまざまな米国政府機関のコンサル
タントを務めていました。
グレイザー氏は、中国の脅威に対する認識と戦略的環境の見
方、中国の外交政策、中米関係、米中軍事関係、両岸関係、朝
鮮半島の中国の評価、ミサイル防衛に関する中国の見方につい
て幅広く執筆しているらっしゃいます。中国の対外政策と安全

ジョージア日米協会
The Japan-American society of Georgia

保障政策に関連する問題に取り組んでおられ、鋭い角度からの
討議が行われました。中国とロシアの共通の関心と彼らの世界
観の違いをわかりやすく、そして中国の選択肢の限界について
もお話し頂きました。
松田康博氏は、東京大学東洋文化研究所の教授を務めていら
一社います。 松田氏はアジアの政治と外交の歴史、中国と台湾
の政治と対外関係、そして海峡を越えた関係を専門としていま
す。 1992 年から 2008 年まで、防衛省の一部門である防衛研
究所の副研究員および上級研究員を務めました。
東アジアにおける安全保障環境は複雑さをましており、中国
は軍事力経済力を利用して現状変更行動を始めており、周辺諸
国の摩擦を増大させている。その行動が日本や米国といった現
状維持国やその他の周辺諸国にどのような影響を及ぼすのかな
どをお話し頂きました。
今後の協会の活動等に関しては、ジョージア日米協会のホー
ムページ：http://www.jasgeorgia.org/ 又は、404-842-1400 ま
でお問合わせください。
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Japan Art Festival

日本美術祭り

去る 3 月 26 日、ジョージア日米協会と JapanFest は、ジョー
ジア州立大学ペリメーターカレッジダンウッディと協力して、
米国南東部の日米の人々の相互理解と感謝を促進することを目
的として、日本の芸術と文化を祝う「日本美術祭り」を開催し
ました。 こちらは無料のイベントで、さまざまな種類の日本美
術を宣伝する文化ブース、日本関連の出展者、ベンダー、盆栽、
生け花、アニメ、日本のダンスや音楽のライブパフォーマンス
が行われました。
いつも大人気の「祭座」のパフォーマンスは、彼らの奏でる
太鼓の迫力のある響きが、心にグッときて、魂が揺さぶられる
ような、言葉では説明できない何か大きなエネルギーを感じ、
とても感動しました。やっぱりライブは素晴らしいです。
2020 年からイベントが延期されていたこともあり、久しぶり
に沢山の方とお会いする機会ともなりました。また秋のジャパ
ンフェストで、お会いできることを楽しみにしています。
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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
現在のトレンドである、多くの労働者が自らの意思で退職し
ている状況は、The Great Resignation や the Big Quit と呼ばれ
ています。パンデミックの影響により自分のキャリア、労働条件、
長期目標を考え直した労働者は、これまでの仕事を辞め、新し
い働き方やより自分に合う生活を求める傾向があります。パン
デミックの際にリモートワークを経験した労働者は、企業がオ
フィスに労働者を戻すタイミングで転職を考える場合がありま
す。リモートワークの自由さ、
スケジュールの柔軟性、
そしてワー
クライフバランスのとりやすさなどが大きな要因でしょう。
現在、特に 30 歳から 45 歳、企業の中では中堅にあたる層の
転職が多くなっています。雇用主は、一定の経験値があり、あ
る程度臨機応変に様々な状況に対応できる中堅層の採用を求め
ており、労働者にとって魅力的な求人が多くなっているのが理
由の一つです。通常企業では、中堅層に仕事が集まりやすかっ
たり、人手が足りない分をカバーしたりと、中堅層には多くの
負担がかかるケースが多く、状況が改善されないため、現職に
見切りをつけて新しい職場を見つけるという現象も起きていま
す。更に、子育て世代である 30 歳から 45 歳は、子供たちの学
校の状況の先行きが見えなかった事で、ワークスタイルの転換
を希望したケースも少なくありません。

現在、労働者が有利な採用市場です。どんどん魅力的な仕事
の情報が入りますが、転職のチャンスがやってきた際、すぐそ
の仕事に飛びつくのではなく、根本的に何に不満があるのかを
しっかり分析する必要があります。今の給与、環境、何もかも
なくなったことを想像し、それでも新しい仕事をすればその不
満が解決されるのか？または、その不満は他のところから来る
ものなのかはしっかり見極めましょう。そうすることによって、
転職が自分にとってプラスで、不可欠である事を理解すること
ができ、その後十分な情報を得た上で決断することができます。
情報は流動的ですが、それに流されることなく、主体的に判断
しながら対応していく事が大切です。尚、不満があって転職す
る場合、その不満が満たされても、次に別の不満が見つかるこ
ともあり得ます。結局環境を変えても、自分が変わらなければ
いけない事は、どこに行っても直面しますし、新しい環境や仕
事を生かすも殺すも自分次第。何を学び、達成し、会社に貢献
していくのかを事前に想定しながら、環境に左右されないよう
に自分をしっかり持つ事が転職の秘訣と言えるでしょう。
Cf.: New York Post‘I want my old job’: Great Resignation quitters
unhappy with new gigs*Online career platform the Muse’s survey result

では、転職した人達はその後どうしているでしょうか？全員
が満足していればいいのですが、2021 年後半により良い機会を
求めて退職した 400 万人以上の労働者のうち *70％以上が、新
しい職が期待したものでなかったと感じており、前職より状況
が悪化したというストレスを感じていると言われています。優
秀な労働者がキャリアアップという大きな希望を持ち、より良
いと思われる新しい仕事に就きましたが、中には燃え尽き症候
群に苦しんだり、ワークライフバランスが取れない、同僚と上
手くいかない、退屈であるなどの惨めさを語っています。入社
を待っている間に担当者が辞めてしまい、研修も何もなく実務
をこなさなければいけない状況が起きたり、リモートワークが
多いこの時代、以前の職場のような親密さを同僚と築くことが
できないなど、転職の際には予期しなかったことも起こってい
る様です。また、転職を決断したタイミングが、自分人生で沢
山の事が起こっている時期だった場合、不満の原因を深く考え
ず、短期的に、また感情的に転職を決断したため、転職では適
切な決断ではなかったと後悔している方もいるようです。

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

Akiko Komura
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雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士

アイアイアイ キャリアからの

お知らせ

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。

F-1 学生の就労選択肢

の開始日である 10 月 1 日の前日まで OPT の期限を延長す
学位取得目的の F- １学生ビザ保持者は学業目的で滞在して
ることができます。これは移民局に申請書類を提出しませ
いますが、特定の条件を満たせば、就学中も就労することが
んが、H- １B の受領通知書を学校の DSO に提示し、I-20 に
できます。
H-1B の自動延長の旨を記載してもらいます。自動的に延長
【Practical Training】 学位取得を目的とする学校にフルタ
された期間は、H-1B が却下、拒否、もしくは取り消された
イムで９ヶ月以上在籍した学生は、Practical Training とい
時点で終了します。
う就労許可を申請することができます。プラクティカル・ト
＜非雇用期間制限＞注意すべき点は、最初の 12 ヶ月の
レーニングには Curricular Practical Training (“CPT”) と
OPT 期間中に雇用が合計で 90 日以上中断すれば OPT が失
Optional Practical Training (“OPT”) の２種類があります。
効してしまいます。また、追加 24 ヶ月の STEM-OPT 期間
• CPT とは、大学の授業の一環として単位取得を目的とする
は 60 日以上（つまりＯＰＴ全 36 ヶ月間に合計で 150 日以
就労、もしくは就労経験が学位取得のために必要な経験で
上）雇用が中断すれば、OPT が失効してしまいます。したがっ
あると学部が認めた場合に申請することができるものです。
て、OPT が失効しないように、雇用中断期間が規定日数を
CPT で就労するためには、事前に大学の所属学部に雇用内
超えないように心がけることが大切でしょう。
容が学位に関連していることを証明します。学部の許可を
もらえれば、インターナショナル・オフィスの Designated
School Official (“DSO”) が SEVIS システムに雇用期間を記
入し、新たにＩ - ２０を発行します。CPT はパートタイム
でもフルタイムでも申請できますが、大学の単位取得のた
めの就労でなければ、学期中は週２０時間まで、夏休み中
はフルタイムで申請することができます。ただ、CPT をフ
ルタイムで 12 ヶ月間以上利用した場合、OPT の申請資格
を失うので注意が必要です。
• OPT とは、大学の専攻分野で実践的経験を積むことを目的
【ハードシップ】 Ｆ - １学生ビザで一年間フルタイム在籍し
に与えられる就労許可証です。DSO が I-20 に OPT の裏書
た学生は、予期できない経済的困難に陥れば、ハードシップ
をし、学生は移民局に就労許可証を申請します。学生は勤
による就労許可証を申請することができます。例えば、学費
め先が変わる都度に学校のインターナショナル・オフィス
送金者が病気になり送金不能になった、自国の通貨価値が下
に報告しなければなりません。卒業前の 90 日前から卒業後
落したなど、自分がコントロールできない理由により経済的
の６０日までの間に OPT を最長で 12 か月間申請すること
困難がきたらされたことを証明しなければなりません。
ができます。卒業前にＯＰＴを使うこともできますが、学
期中は週 20 時間まで、夏休み・冬休みなどはフルタイムの 【学校内での仕事】
Ｆ - １学生ビザは、学期中は週２０時間まで、
OPT を申請することができます。卒業後に OPT を申請す
夏休み中はフルタイムで学校内の仕事をすることができます。
る際に、卒業前に使ったＯＰＴの期間を差し引いた残りの
例えば、大学の図書館、コンピューター室、カフェテリアな
日数分だけ申請することができます。OPT は学位毎に申請
ど、学生にサービスを提供するような職種が該当します。また、
することができるので、学士レベルで申請した後、修士号、 学部が企業からリサーチ・プロジェクトなどを請け負ってい
博士号を取得する度に新規に OPT を申請することができま
る場合、マスター・レベル以上の学生は学校を通してその企
す。
業のリサーチ・プロジェクトに参加することができます。い
＜ STEM-OPT ＞ Science, Technology, Engineering,
ずれも大学のインターナショナル・オフィスに学校内での就
Mathematics (STEM) など理数系専攻の学生であれば、次の
労を申請します。
条件を満たせば、OPT 期間をさらに 24 ヶ月間延長できま
執筆：大蔵昌枝弁護士
す。
（１）STEM 分野で学士、修士、博士の学位を取得済み
Taylor English Duma LLP 法律事務所
であること、
（２）OPT 就労資格で米国雇用主のもとで専
＊ Copyright reserved. 著作権所有
1600 Parkwood Circle, Suite 200,
門分野と関連した職務に従事していること、
（３）雇用主は
Atlanta, GA 30339
E-Verify 雇用資格確認システムに登録していること。雇用
DIRECT: 678.426.4641
OFFICE: 770.434.6868
主は学生の解雇や帰国を大学のインターナショナル・オフィ
E-Mail: mokura@taylorenglish.com
スに報告する義務があります。本年度 H-1B の抽選に当選し
www.taylorenglish.com
なかった STEM 学生は、ＯＰＴをさらに延長し、来年度も
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
再度 H-1B を申請することができます。
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
＜キャップ・ギャップ・エクステンション＞ H-1B の抽選に
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
当選した人は、H-1B の申請中に OPT が失効しても、H-1B
とによって生じる結果や損失に関して何ら責任も負うことは出来ませんのであらかじめご承知おき下さい。
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我楽多横丁こぼれ話◎野呂利

歩

我楽多横丁こぼれ話

野呂利

歩

Cold Case と遺伝子系図捜査（Investigative Genetic Genealogy）
今、米国の犯罪捜査で、30 ～ 40 年前の Cold Case（迷宮入
り事件）が次々と解決され、その数はこの数年で 150 件に達し
ている。この目覚ましい成果を可能にしたのが、従来の DNA 鑑
定データと米国人が Family Tree 作成で利用する民間 DNA 解析
データのコラボという、極めて興味深い捜査手法なのである。
1986 年英国で初めて事件解決の突破口を開いた DNA 鑑定は、
犯罪捜査では欠かせないものになった。だが、弱点がひとつあ
る。採取された犯人の DNA を当局にある犯罪者 DNA データベー
スで照合するのだが、データベースにない人物が犯人なら、照
合はお手上げとなる。捜査は別の角度からの捜査となり、時間
が経てばお蔵入り（Cold Case）となる。DNA 鑑定が主流となっ
た現在でもお蔵入りはあるが、それが無い時代では多くのお蔵
入り事件があった。
近年の DNA 解析テクノロジーは個人が民間企業から Kit を
購入し、自分の DNA を調べてもらうことで、自分の先祖を辿
ることが容易に出来るようになった。欧米人は元来自分及び家
族の先祖を Family Tree という形で記録するのが好きだが、こ
れに科学的根拠が明らかな DNA で裏付けが可能となった。こ

うして、DNA で先祖を辿る Family Tree 作りに拍車がかかり、
FamilyTreeDNA 社や GEDMatch 社には貴重な DNA データが蓄
積されることとなった。これらが犯罪捜査に活用されるのであ
る。
遺伝子系図捜査への突破口を開いた Metro Denver Crime
Stoppers と United Data Connect 社による事件解決例を紹介し
たい。
1980 年 1 月、マサチューセッツからデンバーのラジオ局に
卒業前のインターンとして来たヘレン・プルジンスキーが来て
一か月も経たないうちに職場からの帰途、何者かに拉致され、
翌朝近くで死体で見つかった。そしてお蔵入りとなった。
2017 年遺伝子系図捜査がのろしを上げる。2019 年デンバー
の捜査官がヘレン殺害犯人の DNA データを GEDMatch にアッ
プロード、犯人の DNA と部分的に抵触する人物約 3000 人を抽
出。これらに対する聞き取り調査を開始、Family Tree 情報など
を開示してもらいながら絞り込んでいき、二人の兄弟にたどり
着く。そして弟の DNA が犯人のものと見事に符号し、
逮捕となっ
た。

聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉
神のなさることは、すべて時にかなって美しい。
伝道の書

3 章 11 節

物事が自分の思い通りには行かないという事を、誰もが経験
するのではないでしょうか。誰にも、自分の人生は、決して自
分の思い通りにはならなかったし、信仰や確信があったにして
も、突然、不意の事態が起こるのではと、不安に駆られる事が
あるでしょう。また、どんなに願い祈って も、苦しい状態か何
も変わらず、事態が全然動かないと、祈りは聴かれているのだ
ろうかと思うことがあります。それは、自分のタイムテーブル
でしか物事を見ていないからです。私達には最良の時が用意さ
れています。
神には神の御こころ（計画）があり、時間表があり、定まっ
た『神の時』があります。それは、
早くも遅くもなく、
完璧なぴっ
たりの（神の）時です。私達は、待つことが苦手です。待つの
は困難です。しばしば、待ちきれなくて、そのため、自分で突
き進んでしまいます。
旧約聖書時代のサウルという王様は、神の時間を待てなかっ
た人です。神から使わされた預言者サムエルの指示に従わず、
祭司でもないのに自分で生け贄を捧げました。それは、神を畏
れない越権行為でした。しかも、サウル王が生け贄を捧げ終わっ
たその時に、なんと、サムエルが現れました。もう少しだけ待
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By ますみ

てばよかったのです。この越権行為のために、サウルは王位か
ら退けられてしまいました。
この聖書のお話は、私達への教訓となります。神は、最善の
時を、すでに備えておられます。すべてに時があり、神の定め
の時期があるのです。神の御こころを行って、約束のものを手
に入れるために必要なのは忍耐です。待ちくたびれて、自分で
働くなら、祝福を見逃してしまいます。今、聴かれないと思う
ことがあっても、忍耐して、待ち望みましょう。時が満ちる時
には、自分の思いを越えて、突然に事がどんどんと動き始める
のを経験したことがおありでしょう。
『私の 時 は、神の御手の中に在り』ですね。物事が思うよう
にならなくで 、煮詰まってはいないでしょうか。神の時を信じ
て待ちましょう。時もチャンスも、自分が上手く生かさなくて
はと焦る時こそ、『神様の御こころは・・その時はいつなのか』
と祈り、その「時」＝「神の時」を待ちましょう。神は、私達
一人、ひとりに、素晴らしい計画を立てておられます。それは、
素晴らしい『希望のある計画』です。
神は愛です。私たちは愛されています。
＊今年の Easter( 復活祭）は、4 月 17 日（日曜日）です。
キリスト教・教会に行き、復活祭を祝いましょう。素敵な経験
がありますように。

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

脳の活性化

人間が人間らしくしていられる行動や思考を司る脳の部分が
前頭前野です。脳の研究者たちの間で発見された「前頭前野を
鍛える三原則」というのがあります。一つ目は「読み・書き・
計算をする」ということ。ですから、学校の勉強はとても大切
なわけです。二つ目は、
「コミュニケーション」
がキーワードです。
これは、目と目を見て話をするということで、非常に相手の前
頭前野の働きを高める効果があります。目と目を離してはだめ
なのです。電話やテレビ電話を使っても一切働きません。きち
んと会って話しをするということが大事です。ですから、家電
や学校での教育現場でも子供たちとアイコンタクトをするとい
うことが非常に重要なポイントになるわけです。三つ目のキー
ワードは、
「指を使って何かを作る」です。具体的に言うと、楽
器を演奏したり料理をしたり、絵や字を描いたり、手芸や裁縫、
工作をするといった行為が非常に前頭前野の強い活性化、実行
機能を使うことになります。ですから、
学校教科でいう「副教科」
と呼ばれているものが、非常に子供の脳の発達に重要であると
いうことがわかってきました。
その一方で、前頭前野が働かなくなる物が実生活の中であり
ます。それはテレビやビデオです。
「テレビを見ると脳が刺激さ
れる」と言う人がいますが、実際に働く脳は物を見る後頭葉と
音を聞く側頭葉だけで、肝心の前頭前野はどうなっているかと
いうと、目を閉じて何もしてないときよりも働きが下がるので
す。ですから、要は前頭前野を鍛えるどころか、ずっと寝てし
まう方向に行ってしまいます。ですから、例えば教育現場でテ
レビを使って学習させようというのは非常に愚かな事態です。
学習というのは、前頭前野を使わないとできないのですが、テ
レビの刺激を入れることによって前頭前野が寝た状態になるの
です。
テレビゲームの問題を挙げる脳科学者もたくさんいます。実
は、テレビゲームというのは、ゲームをした後にいろいろなこ
とが脳に起こるということが川島教授の研究チームの研究でわ
かってきました。実験では、ゲームをしたあと大学生に迷路を
やってもらうと脳はより働くようになります。物の位置関係を
調べる頭頂葉が主に働きます。しかし、言葉を扱う課題、前頭
前野を使う課題をゲームをやってもらうと脳は全く反応しなく
なります。この影響は 30 分たっても続きます。ゲームが終わっ
ての勉強は机の前でボーっとしてしまい、まさに時間をどんど
ん無駄遣いしていくことになるということも見えてきました。

ているだけで、体の中のばい菌をやっつける「細胞性の免疫」
と呼ばれている免疫群の機能が下がります。その結果、病気に
なりやすくなり、それをきっかけにして子供たちの中には、心
の健康を害する子供たちが出てきます。いわゆる「引きこもり」
を起こすということが本当にわかっています。
今、引きこもりの子供たちの中には、学校に何のトラブルも
ない、家庭にもトラブルがない、よくわからない、でも疲れて
学校に行けないという子供たちがたくさん出てきました。こう
いう子供たちの治療は川島教授の文部科学省研究班で既に答え
が出ています。まず入院させ、日中は強烈な人工太陽の下に置き、
夕方になると徐々に暗くして、夜になると真っ暗に中に置きま
す。ただこれだけのことです。体の細胞の隅々にきちんとした
昼夜のリズムをつけることで、大体３週間ぐらいで子供たちは
元気になって学校にもどることができるそうです。それだけ人
間にとってリズムって大事だということですね。
また、私たちの脳は、午前中に一番良く働くという性質を持っ
ています。「自分は夜型だ」とどんなにがんばっている人でも、
午前中に一番よく働きます。だから、子供たちにとっては午前
中をいかに有効活用するかということがポイントですから、早
起きというのは非常に重要なんです。特に土日に子供が昼や夕
方まで寝ているというのは本当に人生の無駄遣いだということ
です。このこことが納得できない方はぜひ単純な一桁の足し算
のプリント（公文式２A 教材）を用意してもらって 100 問解く
のに何分かかるか計ってみてください。それを午前中、朝ごは
んを食べた後と、自分が一番得意だと
思う夜と計ってください。怖いくらい
タイムがどんどん遅くなっています。
私たちの脳は夕方からどんどん時間が
遅くなると働きがどんどん悪くなりま
す。子供たちにもこういう実践で早起
きと脳の関係を教えてあげるのも一つ
の方法かもしれませんね。
パートタイムスタッフ急募
水曜日と土曜日教室日勤務可能な方

早寝・早起きと脳
そこで川島教授の研究チームは、テレビ、ゲーム、漫画といっ
た子供の大好きなものが脳を逆にリラックスさせるというよう
な事実にぶち当たったときに、もしかしたら子供たちの生活習
慣によって、一番大事な前頭前野の発達に差が出るのかもしれ
ないという大きな仮説をたて、それを検証するために文部科学
省の補助により全国調査をしています。起きる・眠るという睡
眠のリズム、こういうことが子供たちの心身にものすごく大き
な影響を与えるということがわかっています。その一番大きな
影響は何かと言うと、睡眠覚醒のリズムが乱れることによって
最初に免疫機能が下がります。私たちが土曜・日曜に昼まで寝
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髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

髪＆ヘアケア

『ワックス無しでもキマるメンズ髪の乾かし方』
男性のヘアスタイルは、髪の乾かし方がすごく重要です！き
ちんと乾かすとワックスをつけなくても収まりやすくなり、つ
ければスタイリングが長持ちします。また、きちんと乾かすこ
とにより、頭皮のにおいや地肌のトラブルも回避する事ができ、
将来の薄毛予防にも効果的です。
シャンプー後タオルで髪の水分を十分に取り、ドライヤーを
かけます。この時まず最初にするのが、日本人特有の絶壁をカ
バーするために、後ろは根元に対して下から風を当てます。こ
の時ドライヤーの先端は左右に振り動かすようにすると一部の
毛束だけがたちあがってしまうことがありません。続いて、全
体の頭の上の方は手を左右に振って立ち上げながら乾かします。
（美容師はほぼこう乾かしています）細かく説明すると、ドライ
ヤーを持っていない方の手をパーにしてそれぞれの指の腹に力
を入れ ( これが大事なポイント！ )、地肌を擦るようなイメージ
で手のひらを左右に振り動かし、そこにドライヤーの風を当て
ます。その時の手のスタート位置は、髪のつむじから前髪に向
けて地肌を擦りながらジグザグに前に向かっていき、今度は前
髪の生え際から後ろに向けてジグザグに、この行ったり来たり
を繰り返しながら髪が乾くまで繰り返します。こうすることに
よって髪が柔らかく細めな方でも、硬くて多い方でも、トップ
に自然な立ち上がりができ、スタイリングしなくてもハリとツ
ヤのあるベースが綺麗に出来上がります。
ハチが張りやすい方、髪が硬い、もしくはツーブロックをし
ているのでサイドが浮く方は、これをした後、抑えたいところ
に上から手のひらを当て、冷風でその部分を冷ますように風を
当てるとその部分が自然に寝て落ち着いてくれます。これでワッ
クスなどをつけてセットをしなくても収まりやすくなります！
この後ワックスをつける場合は、ワックスを手に取り両手のひ
らでまず伸ばしてから、根元の方からこするようにして全体的
につけます。スタイルはまずはあまり気にせずに、とりあえず
全体にまんべんなくつけます。この時、ワックスは自分で思っ
ているよりもやや多めにつけてください。( お客様が自分でセッ
トした時と美容室でやった時の一番の大きな違いがスタイリン
グの時にワックスの量が少ないことです ) そしてその髪を全て
上に上げてしまいます。それを今度は手を熊手の様にしてふわっ
と放射状に下におろします。そうすることによって、トップの
根元の方に空気が入り立ち上がり、動きが出せるのと、勝手に
ハチ周りが締まるので、スタイルのバランスが良くなります。
スタイリングを楽にしたい！という方は、トップの髪の毛を
少し長めに伸ばして、トップだけゆるくパーマをかけるスタイ
ルもおすすめです。サイドと襟足は短めにもできるので、暑く
なる春夏もおすすめです。どんな髪質の方でも出来るのでご相
談ください！
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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
フルマラソン挑戦記
先日 2 月 27 日に開催された Publix Atlanta Marathon に参加
して 42.195km を５時間半で完走してきました！奇しくもその
日は私の誕生日。アラフィフ、人生初にしては上出来だったと
自画自賛。自分への良いプレゼントになりました。
当日はあいにくの雨。凍えるような寒さの中、
朝 7 時にスター
トです。途中まではハーフマラソンを走る参加者たちと一緒に
走るのですごい人数でした。レース中はとにかく姿勢、鼻呼吸
と腹式呼吸を意識して走りました。20km くらいで足が痛みだ
し、30km を超えた辺りからは疲労で足も上がらなくなりまし
たが、ここで姿勢と呼吸を崩してはダメだと気合で踏ん張り、
とにかく足が前へ出るように骨盤を立てる姿勢（Pelvic Tilt）を
意識し続けました。ゴールの瞬間は達成感と感動で胸がいっぱ
いになりましたが、同時に２度とフルマラソンは走りたくない
…とも思いました。それくらい当日のレースも、５ヶ月の準備
期間も大変でした。
昨年 10 月、2 月のフルマラソンに挑戦することを決意し、ト
レーニングを開始。一応、空手指導者でカイロプラクターでも
ある身、日々のトレーニングはそれなりにしている方だと自負
していましたが、もともと長距離走はあまり得意ではありませ
ん。最初は 10km が限界でしたが、
約５ヶ月の期間をかけて徐々
に走る距離を伸ばしていき体を鍛えました。
正直、楽な道のりではありませんでした。週に２〜 3 回の８
km ランに加えて隔週末にはロングラン・トレーニング。10km
から始めて５km ずつ距離を伸ばしていきました。しかし、週
末のロングラン・トレーニングの後はだいぶ疲労を感じるので
体のメンテナンスが必須でした。まずは、疲労した筋肉をほぐ
すため、当院スタッフの田口による S R アシスト・ストレッチ
とセラガンで回復を促してもらいました。
また、ロングランの距離が伸びてくると古傷の膝、足が痛み
だしました。これも、アスレチックトレーナーの假屋の診断と
指導を定期的に受け、走行時の足の癖を正したり、アンバラン
スな筋肉の再教育を図りました。それでも、ロングラン・トレー
ニングが 40km を超えた時には足の関節と筋肉を痛めてしまい
ました。さすがにトレーニングを１週間休みましたが痛みがと
れなかったので、キネシオテーピングをしてもらいました。こ
れが効果的面で痛みを全く感じなくなったので、とても驚いた
のと同時に本当にありがたかったです。
（５ヶ月の準備期間中の
治療やトレーニングの詳しいあれこれは、来月、假屋目線での
コラムをお届けする予定です。お楽しみに！）

ました！また、出場を宣言していたことで多くの方から励まし
の声をいただきました。本当に感謝です。長距離を走るのはやっ
ぱり苦しかったけど、自分の限界に挑戦できたこと、自分の体
にとことん向き合えたこと、そして、患者さん目線で当院のサー
ビスを受け実感することができたこと…たくさんの物を得るこ
とができました。いくつになっても挑戦することは素晴らしい、
これからも日々チャレンジを続けていこうと改めて思いました。
実は、当院のスタッフ・田口
も今回このフルマラソンに初挑
戦しました！もちろん、彼女は
私よりも楽に完走。田口の挑戦
記は当院のブログで公開して
います。足を３D 撮影してマラ
ソンシューズを新調したり、ス
マートウォッチを購入してより
合理的なトレーニングに励んだ
り、とても興味深いと思います。
ぜひご覧ください！
矢島敬朗

カイロプラクター

さらに、田口と假屋のメンテナンスに加えて、もちろん、カ
イロプラクティック施術も受けました。さすがにセルフ施術は
無理ですので、私の師匠である Dr. Russell Freidman の元に通
いました。彼はカイロプラクティック QSM ３テクニックの開発・
創始者でもあります。その他にも、誘ってくださった患者さん
からはフルマラソンの“いろは”を教えていただき、妻は、食
生活やトレーニング時間をサポートしてくれました。いろんな
方のお力添えで、今回私の初挑戦・完走を実現することができ
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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

質問：抜けた乳歯の下から、乳歯のような小さい歯が出てき

矮小歯は一般的に目に見えている歯冠だけが小さいので

ました。これは大人の歯ですか？

はなく、歯肉の中に埋まっている歯根も同様に小さくな
ります。そのため、ブリッジなどの治療が出来ない可能

回答：生えてきた歯は、歯の大きさが通常の歯と比べて非常

性もあります。

に小さい矮小歯（わいしょうし）と呼ばれる大人の歯でしょ
う。 歯冠が委縮した形態をしており、円錐状、蕾状の形をし

＜治療方法＞

ていて、前歯や親知らずによく見られます。

1.

修復治療
セラミックの被せ物などを使用する修復治療も選択肢と

特に早急に何かしないといけないわけではありませんが、

しては挙げられるかと思います。隙間を埋めることが出

長い目で見ると治療したほうがいいケースもあるので、どの

来るため、見た目や上下左右のバランスは整い綺麗な歯

様なトラブルが考えられるのかなど知っておいてもらえたら

並びになります。ただ、被せ物の劣化なども起こるので

と思います。

定期的なメンテナンスは必須で、将来的に再治療が必要
になる可能性もあります。

2.

矯正治療
上下や左右の歯列のバランスを考えて抜歯などの選択に

＜矮小歯の原因＞

なるかもしれませんが、歯冠や歯根の状態によっては矯

矮小歯の原因は歯の退化現象によるものだといわれていま

正治療で治療することが出来ます。

す。また、遺伝やビタミン D の不足などと言われることもあ
りますが、原因はよく分かっていません。
＜矮小歯の問題＞
1.

噛み合わせ
矮小歯があることによって、左右対称かつ上下の歯が 1
本に対して 2 本が噛み合うことが理想とされているバラ

2.

ンスが崩れてしまうことがあります。このバランスが崩

矮小歯だからといって歯に問題があるわけではありませ

れていると、変な噛み癖がついてしまったり、顎関節に

ん。ただし、歯の形や大きさがどうしても気になる場合は、

悪影響を及ぼしてしまう可能性などもあるため注意が必

ラミネートベニアやセラミッククラウンによって審美的な改

要です。

善が可能です。口元が変わることで表情が

すきっ歯

さらに豊かになるはずです。

上に書いた噛み合わせの問題と似ていますが、歯が小さ
いと隣の歯との間に隙間が出来てしまいます。そうなる

写真：静岡市葵区のみまつ渡辺歯科医院ウェブサイトよ

と本来隣同士で支えあっている歯が安定せず、隙間に向

り

かって倒れてしまったり、見た目にものあまり美しい歯
3.
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並びとは言えないのではないかと思います。

カンバーランドファミリーデンタル

治療方法の限定

歯科医師
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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

花粉症 ... 早めの対策で症状をやわらげよう
毎年 2 月ごろからはスギ花粉、

らもわかるように、鼻やのどに入る花粉が多いほど、くしゃみ
や鼻水なども多くなり、それだけつらい症状になってしまいま

続いて春先からはヒノキの花粉

す。そのため花粉症の予防、あるいは症状を軽くする基本は、

が飛び始めます。すでに花粉症

体内に入る花粉をいかに減らすかにあるのです。体についた花

にかかっている人にとっては、

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

とてもつらい季節です。また、

う。

今までは花粉症と関係なかった
人でも、ある年から急に症状が
出ることがあるので、注意が必要です。

自分でできるケア（外出時）
1. テレビなどの花粉情報を見て、花粉が多く飛ぶ日はできる
だけ外出は控えましょう。花粉が飛びやすいのは「晴れ、

花粉症の 3 大症状は、
「くしゃみ・鼻水・鼻づまり」です。

または曇りの日」「気温が高く、湿度が低い日」などで、と

でもこれらの症状だけでは、ほこりや寒さなどによる軽い鼻炎

くに「前日まで雨で、その後天気が回復し、南風が吹いて

と区別がつきません。風邪とも間違えやすく、風邪薬を使って
我慢していて、症状を悪化させてしまうこともあります。
では、花粉症だと知るには、どうしたらいいのでしょうか。

気温が高くなる日」は注意が必要です。
2. 花粉が飛ぶ季節には、帰宅したら顔を洗い、うがいや鼻洗
いでのどや鼻に付いた花粉もしっかり洗い流します。スチー

わかりやすいポイントは、くしゃみの回数と目の症状です。

ム吸入によって、荒れたのどや鼻の粘膜をケアするのも、

1. 1 邪のくしゃみは、一度に 3 ～ 4 回程度。ところが花粉症
になるとなかなか止まらず、7 ～ 10 回程度は続きます。し
かも 1 日に数回、そうした発作のような連続したくしゃみ

症状の緩和や予防に効果的です。
3. 外出時のコートや上着には、花粉が付きにくい素材を選び
ます。ウールや綿などよりも、ポリエステル製などで表面

がみられます。

がツルツルした素材と加工のほうが花粉は付きにくくなり

2. もうひとつの特徴的な症状は、目のかゆみです。目がかゆ

ます。帽子やメガネ（ゴーグル）を着用すると、より花粉

くなり、充血したり、涙が出てきたりもします。このとき

の影響を防ぐことができます。玄関先にブラシを用意して

に目をこすると、傷つけることが多いので注意しましょう。

おき、家に入る前に洋服全体をブラッシングして花粉を落

こうした症状が 1 週間以上も続く場合は、花粉症を疑って早め
に受診し、適切な治療を受けることが大切です。放置している
と症状がひどくなり、つらい思いをすることになりかねません。
花粉症はなぜ起こる

とし、室内に持ち込まないようにすることも大切です。
自分でできるケア（日常生活）
1.

テン、ソファなどに付着した花粉を取り除くには、こまめ

花粉症とは、どのような病気なのでしょうか。正式には「アレ
ルギー性鼻炎」のひとつで、花粉がアレルギーの原因物質（ア
レルゲン）
となるものをいいます。ではなぜ花粉が原因で、くしゃ
み ･ 鼻水・鼻づまりなどを起こすのでしょうか。
1. 花粉が鼻やのどに入ると、白血球（とくにリンパ球）がそ

に掃除することがいちばんです。
2.
3.

らヒスタミンなどの化学物質が分泌されます。
4. このヒスタミンなどの働きで、くしゃみや鼻水が生じ、花
粉を外に追い出そうとします。また鼻づまりを起こし、花
粉が中に入らないようにもします。
つまり、くしゃみ・鼻水・鼻づまりは、いずれも花粉を撃退
するためのからだの反応なのです。しかし、このメカニズムか

ストレスがたまってイライラすると、アレルギー症状は悪
化しがちです。花粉症そのものが大きなストレスなのです
から、できるだけ気分転換をして、ストレス解消を図りま

2. 花粉を排除するために、リンパ球は肥満細胞などの表面に
3. 再び花粉が入ってくると、抗体が反応し、肥満細胞などか

換気のためには窓開けが大切ですが、花粉が多く飛ぶ日と
飛ぶ時間（日中が多い）には、閉め切るようにしましょう。

れを異物と判断します。
抗体（IgE 抗体）をつくります。

花粉は室内にも入り込んでいます。カーペット、畳、カー

しょう。
4.

たばこはのどや鼻の粘膜を荒らし、症状を悪化させる原因
となります。また、アルコールは鼻粘膜を充血させ、鼻づ
まりをひどくする一因になります。花粉症のときには、ど
ちらも控えめに。

花粉症の治療は、薬によって症状を抑える方法が基本となり
ます。花粉症でつらい症状に悩まされている人は、早めに受診
して医師に相談してください。
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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７～

前回に引き続き、アメリカでの矯正治療についての情報を、「アメリカで歯を治療するとき」（福永玲子著）の中から抜粋して
ご紹介させていただきます。
治療のリスク
矯正歯科治療を受けることの利点についてはすでに述べましたが、治療に伴うリスクが全然ないわけではありません。利点の
方がはるかに大きいのですが、どんな歯科治療にも多少のリスクはつき物です。これらは誰にでも必ず起こることではありませ
んが、たまに起こりうる可能性もあるということです。
• 装置をつけているため、口腔衛生を保つ努力をせず甘いものを食べ過ぎると、治療中に虫歯や歯肉の病気が増加する。
• 歯根吸収といって歯根が溶けて短くなり、
歯が抜けることがある。資格を持った技術の高い矯正歯科医にかかることが大切。
• プラークを完全に除去しないと歯肉の炎症と骨の吸収が起こることがある。
• 矯正後、元に戻ることがある。元に戻るのを防止するには、意識して保定装置をつけるようにする。
• 矯正をしてもしなくても咬合不正がまれに起こることがある。
• 以前にケガをしたことのある歯が痛くなったり、大きい詰め物をしている歯が痛くなったりして、歯髄を取らなくてはな
らないことがある。
• 歯自体をいためる事がある。甘いものを食べたり、歯みがきを怠ると、ブラケットやバンドの接着不良箇所やセメントが
崩壊した箇所でエナメル質のカルシウムが取れることがある。ブラケットをはずしたときに、白い帯状または点状の脱灰
がみられたら、虫歯になる過程の最初の段階なので、気をつけなければならない。歯の色をしたブラケットは、はずした
とき接着面のエナメル質が外れやすい。
• 矯正装置がゆるくなったり、壊れたりして口腔内を怪我することがある。また壊れた装置の一部を知らずに飲み込むこと
もあり得る。
• 治療中や治療後に体の成長により、もう一度矯正や手術が必要になる場合がある。
• 予定より長く治療期間がかかる場合も予想される。
• その他矯正に関連して行う抜歯、手術、保定等の段階で生じるリスクもある。
ブレイスを楽しむ
若い患者は色のついたカラフルなブレイスを選んで、この矯正という新体験を公表しま
す。美しいカラーやデザインのものがいろいろありますから、自分の好みにマッチした
ものが選べます。
アメリカでは矯正は高価なこともあり、一種のステータス・シンボルなので、子供はブ
レイスをはめたがりこそすれ、ブレイスをはめていることでいじめにあったり、ブレイ
スを隠そうとするようなことが余りありません。ブレイスをしている子供が多いことも
あり、自分だけしていて恥ずかしいという雰囲気はみられません。
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
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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】追い込まれてからが本気モードの
よう。ですので最後まであきらめることな
く、必死にしがみついておけば、最後の最
後で一発逆転を叶えることもできそうです。
この 4 月は最後まであがいてみましょう。

【全体運】運気上昇の兆しが見られる月にな
りそう。良いという状態を実感するまでに
は至りませんが、風が自分に向かって吹い
てきているのを感じるくらいには、良い出
来事を予感させる運気を感じるでしょう。

【恋愛運】恋愛運は良いようで、特に良い変
化を伴う結果が多そうです。つまり 3 月と
同じように、身近な異性が恋人になったり、
前から好意を寄せていた異性と急接近した
り、無理だと思っていた相手と交際スター
トなども期待できそうです。

【恋愛運】恋愛面においては、特に変化もな
さそうな安定の気配です。良い状態で安定
でもないので、出会いもあれば別れもあり、
良い関係が崩れることもありそうです。年
の差恋愛をしている人は要注意でしょう。

【金 運】金運はややピンチのよう。お金が
絡む案件のちょっかんが鈍っているようで
あり、また裏目に物事が出てしまう危険性
を持っています。大きな勝負に出ることは
控え、行動の際は守りに回る方を選択しま
しょう。

【金 運】チャンスに敏感になれそうですの
で、新しいビジネスを温めている人は、動
く機会が訪れる気配です。スポンサーを獲
得するかもしれません。あなた自身を積極
的に PR して、売り込むようにしましょう。
宝くじや競馬など、賭け事には向かないタ
イミングとなっています。

【全体運】無理矢理にでも少し休息を入れて
おくべきでしょう。今の不安定さを解消す
る意味でも、また、今後大きく飛躍するた
めにでも、しばしの停止は必要なことです。
ライバルがいても、あまり心配することは
ありません。

座

【全体運】引き続き好調のようで、思ったこ
とが結果につながる良い運気をしているよ
うです。直感を信じ、まずは行動を起こす
ことで自然と望んだ通りの結果になってい
くようです。

【恋愛運】恋愛運は良くも悪くもなく。恋人
との関係も変化を見せない月のようで、あ
まりイベントを期待しないのが良いでしょ
う。また、相手も変化を望んでいないよう
ですから、悪くならないことだけ考えてい
れば良いかもしれません。

【恋愛運】恋愛運は、上下が割と激しいこと
になりそうです。恋人、パートナーと暴風
雨のような激しい衝突もあれば、心ときめ
く新しい縁との出会いもあり、はたまた浮
気や不倫関係への誘惑もありそうで、あな
たの本音や性根が試されることもあり得そ
うです。

【金 運】勝負事には向かない月のようで
す。特にお金絡みの勝負は不安の影がつき
まといます。臨機応変の対応を心掛け、考
えるよりも行動することを意識しておきま
しょう。

【金 運】金運はどちらかと言えば良いで
しょうが、ついつい財布の紐が緩みがちに
なって散財してしまう気配も隣り合わせに
持っています。上限なり歯止めとなる制限
なりを固く持っておくようにしましょう。

♥ 幸運日：3
× 危険日：8

獅子座

乙女座

天秤座

蠍

7/23 ～ 8/22

8/23 ～ 9/22

9/23 ～ 10/23

10/24 ～ 11/22

【恋愛運】出会いに期待が持てそう。ただし、
相手に対する第一印象はそこまで良くない
ので、その縁が良いものだと気付くよりも
前に、すれ違いになってしまうこともあり
そうです。
【金 運】金運は好調で、どのようなことも
望んだ結果になりそうな気配です。財布の
紐を緩めても、さほど痛くもないことでしょ
う。散財でストレスを発散できるタイプの
人は、大いにしてみると良いでしょう。
♥ 幸運日：11 16 28
× 危険日：3 13 26

【全体運】小さな目標を設定して数をこなし
ていくことで、近いうちに大きな目標をク
リアするだけの力を身に着けることができ
る月のようです。進行のレールを敷いてい
くと良いようです。
【恋愛運】出会い運は低く、新しい出会いに
期待は持たない方が良いかもしれません。
ただし、友人が恋人に、といった関係の変
化や進展は大いに期待が持てるので、すで
に知り合って身近にいる異性の友人との関
係を大切にすることを考えましょう。
【金 運】金運は、徐々に上昇する流れ。長
年取り組んでいることが、月末に花開くこ
ともあるでしょう。細かい数字まで気にす
るようにしておきましょう。大雑把な性格
だと自覚のある人は特に、慎重さを発揮す
るようにしましょう。
♥ 幸運日：9 17 25
× 危険日：6 14 27

24
20

16
13

♥ 幸運日：3 15 24
× 危険日：10 18 29

【全体運】徐々に運気も上昇していくので、
勝負をかけるには後半まで待つ必要があり
そうです。前半は準備期間に充 て、計画
を練ることをお勧めします。決断、行動は
待ちの姿勢で、人と少しくらい差ができた
ところで挽回できると強気でいると良いで
しょう。

15
17

♥ 幸運日：8
× 危険日：3

♥ 幸運日：2 14 25
× 危険日：9 18 27

【全体運】好調の気配。特になにかしらの物
事を成す際、あなたが中心となって動き出
すようです。積極的に中心に立つか、先頭
に立つことを目指しましょう。あなたの意
見は多く取り入れられ、自分の意思を反映
させることができそうです。
【恋愛運】出会い運は高め。色々な場所に出
掛けることで、新しい出会いがありそうで
す。ですが、自分の趣味や興味のない場所
での出会いは、良い関係につながるとは言
えないようです。
【金 運】仕事運は良いのですが、金運には
直結していない様子です。頑張りに見合っ
た成果は手にできないかもしれません。で
すが、あなた自身の満足感や、周りからの
評価は高まるので、実益はいったん置いて
おくのも良いかもしれません。
♥ 幸運日：5
× 危険日：3

14
20

25
28

座

【全体運】焦りの気持ちが出過ぎていて、他
人との協調が上手くいかなくて苦労しそう
な気配です。妙に目立つ行動をしたり、大
きな風呂敷を拡げてしまったりは控えた方
が良いでしょう。自信過剰にならないよう
にも気を配り、やや控えめなくらいがちょ
うど良いと知っておくべきでしょう。
【恋愛運】復活愛に関する運気がやや高い傾
向です。同じ職場で、以前の知り合いと再
会などといった可能性もありそうです。バ
イト先やカルチャースクールでの再会、あ
るいは普通に街なかでの再会などもゼロで
はなさそうです。
【金 運】金運は好調な月始まりで、徐々に
下降していきそうです。調子が良いからと
いって強気にならず、勝って兜の緒を締め
よで行くと良いかもしれません。
♥ 幸運日：2
× 危険日：6

17
14

射手座

山羊座

水瓶座

魚

11/23 ～ 12/21

12/22 ～ 1/19

1/20 ～ 2/18

2/19 ～ 3/20

【全体運】変化の月になりそうです。そして
その内容も、月の前半は良い方向へと進む
変化であり、月の後半は事態が悪い方向へ
と転じる変化になりそうです。一喜一憂す
る運気で見れば忙しいひと月になることで
しょう。適度な休息と一人になれる時間を
確保することも大切だと言えそうです。

【
【全体運】他人の影響を大きく受ける月に
なりそう。良い影響も悪い影響もあるので、
自分はどう動くべきか、実際に動くのは熟
考してからにしましょう。挽回ややり直し
ももちろん可能でしょうが、他者との間に
ついた差はなかなか埋められないことも多
いでしょう。

【恋愛運】出会いに期待と言うよりは、今す
でに持っている縁の変化に期待が持てる月
のようです。友人として付き合っていた異
性が恋人になることも、同僚や仲間に恋愛
感情を抱くこともありそうです。

【恋愛運】シングル期間が長い人は出会いへ
の期待もあります。一方、パートナーがい
る人は、相手の浮気を疑うことになりそう
です。特に交際期間が長い人ほど、マンネ
リ化した関係が破局への第一歩になってい
るかもしれません。

【金 運】お金に関しては、やや苦労をする
運気が見えます。それも最近の行動のせい
ではなく、少し前の散財等の影響が今になっ
て表面化する形なのでジタバタしても仕方
がなく、ひたすら耐えるしかないでしょう。
♥ 幸運日：8
× 危険日：3

19
19

27
27

【金 運】仕事でちょっとした気の緩み、慣
れが大きな損失へとつながってしまいそう
です。まずは何事が起っても落ち着くこと
を優先させましょう。
♥ 幸運日：4
× 危険日：2

16
13

25
30

【全体運】全体的に調子をくずしそうで、無
理をしてもなかなか挽回できない難しい状
況に置かれてしまうことでしょう。物事に
執着するのではなく、気持ちの切り替えを
大切にしていきましょう。
【恋愛運】不倫、三角関係、二股といった、
なかなか人に相談しづらい恋愛をしている
人は、関係に決着を見ることになりそうで
す。略奪愛として成就することも、清算し
て新しい出会いに目を向けることも、どち
らもありでしょう。
【金 運】自営業の人は要注意。これまで長
く良い関係を続けていた相手と、意識のず
れが生じてしまいトラブルになる可能性も
あります。ある程度の妥協で丸く収まれば
良いのですが、そうでない場合は選択肢を
いくつも考えておきましょう。
♥ 幸運日：1
× 危険日：4

18
14

27
26

27
26

23
27

座

【全体運】出会いのチャンスが何度かありそ
うな予感を持っています。4 月は人の動く
時期でもあり、その流れにあなたも影響を
受けることになりそうです。特にあなた自
身に職場環境、生活環境の変化があるのな
ら、新しい出会いに大きな期待を持って良
いでしょう。
【恋愛運】恋愛運は特に波もなく、平穏な状
態が続きそうな気配です。パートナーがい
る人は、進展も悪化もせず現状維持でしょ
う。
【金 運】金運は月始めに少しダウンするも
のの、あまり散財するような物欲も起こら
ず、意識せずとも財布の紐を緩める機会も
ないでしょう。なお、仕事運はあまり良く
なく、今年度のスタートダッシュを決めよ
うと頑張っても失敗しそうです。
♥ 幸運日：9 18 24
× 危険日：3 17 30
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ATLANTA お出かけガイド
Let's plan your outing with Atlanta Hangout Guide!

Event
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

Atlanta Jazz Festival
Piedmont Park
400 Park Drive Northeast, Atlanta, GA 30309.
https://atlantafestivals.com/
■■ 5 月 28 日 -30 日

UniverSoul Circus
Old Turner Field - Grey Lot
150 Ralph D. Abernathy Blvd, Atlanta, GA 30312
(Ralph D. Abernathy Blvd & Central Avenue next to 75/85)
https://www.universoulcircus.com/atlanta
■■ 4 月 14 日
アトランタ近郊で開催されますので、詳細はウエブをご確
認ください。

Spor ts
PGA TOUR

PGA プロゴルフのツアー
2022-2023 シーズンです。
■■ 4 月 7 日 -10 日
Masters Tournament
Augusta National Golf Club, Augusta, GA
■■ 4 月 14 日 -17 日
RBC Heritage
Harbour Town Golf Links, Hilton Head, SC

■■ 4 月 21 日 -24 日
Zurich Classic of New Orleans
TPC Louisiana, Avondale, LA
■■ 4 月 28 日 -5 月 01 日
Mexico Open at Vidanta
Vidanta Vallarta, Vallarta, MEX
■■ 5 月 05 日 -08 日
Wells Fargo Championship
TPC Potomac at Avenel Farm, Potomac, MD

Gas South District

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

Atlanta Braves
アトランタブレーブス
ホームゲームのみの案内です。
■■ 4 月 07 日から
■■ 4 月 11 日から
■■ 4 月 22 日から
■■ 4 月 27 日から
■■ 5 月 06 日から

レッズ
ナショナルズ
マリーンズ
カブズ
ブリュワーズ

4 連戦
3 連戦
3 連戦
3 連戦
3 連戦

Music
Mercedes-Benz
Stadium
1 AMB Dr NW
Atlanta, GA 30313
www.mercedesbenzstadium.com
■■ 6 月 11 日
Coldplay with Special Guest H.E.R.
■■ 8 月 11 日
The Weekend
■■ 9 月 22 日
Elton John

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
■■ 4 月 19 日 -24 日
Jesus Christ Superstar
■■ 5 月 20 日 -22 日
Beautiful: The Carole King
		
Musical
■■ 6 月 02 日 -12 日
Disney’s Frozen
■■ 7 月 08 日 -10 日
Blue Man Group
■■ 7 月 19 日 -24 日
Mean Girls

State Farm Arena

1 State Farm Dr,
Atlanta, GA 30303
☎ 404- 878-3000
www.statefarmarena.com
■■ 4 月 8-9 日
John Mayer
■■ 4 月 15 日
Young Thug & Friends
■■ 4 月 25 日
Journey
■■ 5 月 06 日
Mount Westmore：Snoop Doggs,
			
Too Short, Ice Cube and E410
■■ 5 月 15 日
J Balvin
■■ 6 月 07 日
New Kids on The Block

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

日本にて学生・研究者用のビザ関連書籍を出版
大蔵昌枝弁護士 ジョージア州弁護士

学生や研究者は弁護士や企業サポートがなく、自分でビザ申請を行うことが多いため、
法的問題に対してどこを見てよいかわからないといった問題が多くみられます。そのため、
自分でもビザの申請ができるように解説された本です。
研究者は学生ビザ、研修ビザ、就労ビザなどで渡米されるので、主に F-1・OPT/CPT と
J-1 の申請方法や配偶者の就労について触れていますが、就労としてくる場合の H1B、L、E、
O ビザなども選択肢として簡単に解説しています。
下記のリンクから書籍の概要をご覧いただけます。
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/book/9784758108492/
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Museum
High Museum of Art
近代美術館
1280 Peachtree St Atlanta GA 30309
☎ 404-733-4400
www.high.org
■■ 火－日 10 時―5 時 ( 日曜日は正午から )
◆◆ 大人＄14.50、子供 5 歳以下無料

Atlanta 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）

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 )

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

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

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

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

●● 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

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

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)

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
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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

日米間フライト事件簿
その１

エンジンから火を噴いた事件

その２

チェックイン時間過ぎてしまった事件

今はアトランタから日本に帰国するときは直行便が当たり

いつも国際線フライトの時は、最低 2 時間前にはチェック

前だが、その昔は直行便などという贅沢なものはなくポート

インするために家をフライトの 3 時間前には出るが、その日

ランド経由だった。アトランタ、ポートランド間 7 時間、レ

は途中で KROGER で土産物を買うためいつもより早く家を出

イオーバー 2 時間、ポートランド、成田間 8 時間の計 17 時

発した。

間のトリップだったと思う。
それはポートランド離陸直後に起こった。飛行機が滑走路

何を買うか決めていたので 15 分ほどで買い物を終え、カ
バンに詰めるのは空港でやろうとトランクを閉めた瞬間、血

を飛び立ち高度を上げている時に、いきなり「バン！バン！

の気が引いた。なんとキーも一緒にトランク中に入れてしまっ

バン！」と凄まじいい爆発音が聞こえた。その瞬間乗客全員

ていた。ドアのロックを解除する前にリモートでトランクだ

ビクッとシートから飛び上がり「どうしたんだ？」
「私たちは

け開けていたので完全にお手上げ状態である。

死ぬのか？」というような顔でお互い顔を見つめている。あ
まりにも怖すぎてみんな口もきけない。
すぐ機長から「ただいま管制塔から当機のエンジンから火
柱が見えたとの連絡がありました」乗客「キャー！」
「ザワザワ」

財布と携帯電話はトランクには入れていなかったので速攻
でＡＡＡに電話してロックアウトしてしまった旨を伝え「と
にかく早く来てくれ」と頼む。
30 分で行くと言われたが、結局来たのは 1 時間後。普段は

機長「直ちにポートランド空港に戻り緊急着陸します。ただ

そんな 30 分は大した問題ではないが、搭乗前の 30 分はでか

し離陸直後で燃料が満タンで着

い。出発時間まで 90 分。普通なら出発ロビーでもうすぐ搭

陸するのには重量が重すぎるの

乗だな～と思っている時間である。そこから空港まで最速で

で海上まで飛び、そこで燃料を

40 分。それでもギリギリである。しかしそれにはパーキング

捨てて着陸できる重量にまで機

に車を止めるという作業が入っていない。

体を軽くします」

フライトに乗れないかもしれないという恐怖の中で取った

早くポートランド空港に帰る

行動は、デルタの日本語デスクに電話して、空港に到着する

ものとばかり思っていたら、し

のがギリギリになることをカウンターに伝えてほしいとお願

ばらく飛び続けなければいけな

いした。最悪でも１時間前にはカウンターにチェックインし

いらしい。でも考えたら異常を

なくてはいけないんですけど…と言われたので絶対できない

感じたのは 3 回の爆発音だけで、それ以降は機体の揺れや変

のはわかっていたが「わかりました」と答える。

な音が聞こえることも無かったので、飛行機が落ちるかもし

幸運ことに交通渋滞もほとんどなく空港に近づいたがパー

れないという心配は多少は薄らいでいた。でもなるべく早く

キングをどうするか？を考えていなかった。その時のトリッ

空港に戻れるに越したことはない。

プは 3 泊 5 日というショートトリップだったので単価は高い

しばらくすると機長から「今、外を見て頂けると翼から燃

がターミナルの真横にあるアワリーに泊めることにした。飛

料が放出されているのがご覧いただけます」と能天気なアナ

行機に乗り遅れた時に発生する、フライト変更料や日本の予

ウンスがあったが、今考えるとその能天気のアナウンスが私

定が狂う事を考えたら駐車代をケチっている場合ではない。

を含め乗客に本当のところはどうだったのかわからないが「と

アワリーのパーキングから全走力でチェックインカウン

りあえず今は墜落の恐れはない」と安心させてくれたのかも

ターに走る。着いたのは出発の 40 分前。普通なら完全にア

しれない。

ウトの時間だがカウンターの人は

飛行機は無事ポートランド空港に到着。ロビーではきりに

あっけないくらい普通にチェックイ

「修理ができ次第出発します」とアナウンスしているが「修理

ン手続きをやってくれた。セキュリ

されても火を噴いた飛行機には乗りたくない。別の飛行機を

ティーも待ち時間なく通り抜け、搭

用意しろ」などと機材繰りの苦労など一切わからない文句を

乗ゲートに着いた時にはすでにフラ

誰にともなく言っているうちに結局修理不可能という事でフ

イトクローズの直前だった。あ～危

ライトはキャンセルになり航空会社が用意したホテルに移動

なかった・・。その時以来、国際線

して、翌日のフライトで帰国することになった。

のフライトの時は買い物は必ず前日

この帰りのフライトでは面白いことがたくさんあったのだ
が「事件」ではないので敢えて割愛します。
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までに済ませるという当たり前の
ルールを作りましたとさ。押忍。

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

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

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。

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

アクアスキン スタッフ募集

エステティシャン募集。マツエク、まつ
毛パーマ、まつ毛ティントなどできる方
歓迎。詳細は愛子まで 404-786-3321

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

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

ハンデイーマン

修理，修繕等の仕事いたします。見積もり
無料です。携帯 424-200-5213 ISOKAWA

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

ビ ジ ネス

Duluth

サーバー、キッチンシェフを募集。学生、
未経験者大歓迎。詳細はアベまで。
☎ 770-905-6709

和楽 スタッフ募集

シェフ、キッチンシェフ、ウェイトレス
を募集しています。☎ 678-889-4188 まで

Gekko Sushi スタッフ募集
寿司シェフを募集しています。
詳細は Jack まで☎ 770-906-6936

Sakura Sushi Bar

サーバー、寿司シェフ、キッチンシェフ
を募集しています。Lower Roswell エリア。
詳細は 4 時半以降に☎︎ 770-565-6369 まで

Rusan Tower Place

寿司シェフ、サ - バ - を募集しています。
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E miyabisavannah@gmail.com
☎ 912-352-7300 瀬尾まで。

寿司 KOJI グリーンビル SC

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

SUSHI GO グリーンビル SC

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

寿司勝 グリーンビル SC

寿司シェフ、サーバーを急募しています。
詳細は☎ 864-288-2227 まで

花水木レストラン FL

寿司シェフ・調理師・サーバー募集。フ
ロリダ州オーランド。労働ビザの方は優
遇、ビザスポンサー可。 ☎ 407-363-7200

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

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.
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編集後記
次回 2022 年 5 月号は
5 月 5 日ごろ配布予定

4 月になり新しい年度の始まり、新しい環境で生活を始
める人も多いのかなと思います。ジョージアは桜の花が咲
き始めるとともに花粉が降り積もる季節になるので、要注
意となりますね。花粉を吸い込んだりしない様にし、ロー
カルのはちみつを紅茶や料理にい入れてせっせと摂取して
いますが、皆さんはどんな花粉対策されていますか？
ロシア軍がウクライナに対する軍事侵攻を始めてから、
すでに 1 か月余りとなります。ウクライナの各地でロシア
軍とウクライナ軍が戦闘を続けていて、大勢の市民が国外
へ避難しています。まさか、こんな惨事を目にする日が来
るとは、夢にも思いませんでした。戦争はどんな時でも、
弱い人たちが苦しむことになります。ウクライナの子供た
ちの半数以上が居住先を失っています。戦争で影響を受け
ているご家族の安全を心より願います。

ANIS ATLANTA
NO. 28
April 2022

週末に車が増えていると感じています。イベントも行わ
れるようになり、また買い物に出かけるとほとんどのお店
は、マスクは必須ではなくお勧めとなってきています。こ
れはまさに、コロナと共存していく新しい生活スタイルが
確立されたということだと思います。ここ 2 年間で自分や
家族のこと、仕事についても考え方が大きく変化しました
が、こうしてようやくもどってきた、当たり前だったこの
自由な時間に、感謝をせずにはいられません。
次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。
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Atlanta, GA 30338
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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。
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