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「メモリアルデー」とは？アメリカの夏のはじまり
アロマテラピー◎タウンゼント瞳
Hello! Atlanta◎鎌田桃佳

外務大臣表彰◎在アトランタ日本国領事館

バイリンガル求職者の就職・転職事情◎PASONA
人生100年時代の備え◎京橋直樹

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

こどもの日に！簡単手作り柏もち
クラシファイド広告
編集後記
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5 月のカレンダー

5

APRIL

日本国憲法は 1946 年 11 月 3 日に公布され、半年の準備期
間を経て翌 1947 年 5 月 3 日から施行された。前文と 11 章
103 条の本文で構成され、「国民主権」「戦争放棄」
「基本的人
権の尊重」を基本理念としている。
なお、公布日の 11 月 3 日は、日本国憲法が平和と文化を重
視していることから「文化の日」になっている。
5 月 04 日

5 月のカレンダー
5 月 01 日
5 月 02 日
5 月 03 日
5 月 04 日
5 月 05 日
5 月 25 日
5 月 01 日

メーデー
八十八夜
憲法記念日
みどりの日
こどもの日
メモリアルデー
メーデー

1886 年にシカゴの労働者が「8 時間労働制」を求めてスト
やデモを行ったことを記念し、1889 年の第二インターナショ
ナル創立大会でこの日を国際的な労働者の祭典・万国労働者団
結の日と定めた。翌 1890 年に第 1 回メーデーが開催された。
日本でのメーデーは 1920 年 5 月 2 日に上野公園で行われた
ものが最初で、その後全国に広がったが、1936 年に政府によっ
て禁止され 1946 年まで中断された。
元々は、ヨーロッパでこの日に行われていた春祭りで、花の
冠を被らせて「5 月の女王 (May Queen)」を仕立て、遊戯等し
て楽しむ日だった。
5 月 02 日

八十八夜

八十八夜（はちじゅうはちや）とは季節の移りかわりの目安
となる雑節（ざっせつ）のひとつで、この頃から霜がおりなく
なるので、稲の種まきや茶摘みの目安とされてきました。その
名の通り立春から数えて 88 日目で、毎年 5 月 2 日頃になりま
す。
5 月 03 日

憲法記念日

日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する国民の祝日。
1947 年のこの日に日本国憲法が施行したのを記念して、1948
年 7 月公布・施行の祝日法によって制定された。

緑の日

自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐく
む国民の祝日。
元々は昭和天皇の誕生日である 4 月 29 日で、昭和天皇が生
物学者であり自然を愛したことから 1989 年より「みどりの日」
という祝日とされた。2007 年より 4 月 29 日は「昭和の日」
となり、みどりの日は 5 月 4 日に移動された。
5 月 05 日

こどもの日

端午の節句

こどもの人格を重んじ、こどもの幸
福をはかるとともに、母に感謝する国
民の祝日。1948( 昭和 23) 年 7 月公布・
施行の祝日法によって制定された。
邪気を払う為、菖蒲や蓬を軒に挿し、
粽や柏餅を食べる。
「端」は物のはし、つまり「始り」と
いう意味で、「午」は「五」に通じる
ことから、元々「端午」は月の始めのの五の日のことだった。
その中でも数字が重なる 5 月 5 日を「端午の節句」と呼ぶよ
うになった。
日本ではこの日、男性は戸外に出払い、女性だけが家の中に
閉じ蘢って田植えの前に身を清める神聖な儀式の日だった。
しかし、「菖蒲」が「尚武」と同じ読みであることから、鎌倉
時代ごろから男の子の節句とされ、甲胄・武者人形等を飾り、
庭前に鯉のぼりを立てて男の子の成長を祝うようになった。
戦没将兵追悼記念日（メモリアル・デー）5 月最終月曜日
戦没将兵追悼記念日とは、アメリカ合衆国の連邦政府の定め
た祝日で、5 月の最終月曜日である。戦没将兵記念日、戦没者
追悼記念日、などとも呼ばれる。かつては、「デコレーション・
デー」として知られていた。 この祝日は、兵役中に死去した
アメリカ軍兵士を追悼する日である。
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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：

カーネル・サンダース

生

1890 年 9 月 9 日 -1980 年 12 月 16 日 -

国

：
：

職業：

カリフォルニア州サイプレス
アメリカの実業家

カーネル・サンダース (Colonel Sanders) は、ケンタッキー
フライドチキンの創業者として世界的に知られるアメリカの実
業家本名は「ハーランド・デーヴィッド・サンダース」(Harland
David Sanders)。
日本では「カーネルおじさん」や「ケンタッキーおじさん」
の愛称で親しまれているが、
「カーネル」というのは名前では
なく、ケンタッキー州に貢献した人に与えられる「ケンタッ
キー・カーネル」という名誉称号に由来。
サンダースは 6 歳のときに父親を亡くしたため、10 歳頃か
ら農場に働きに出るようになり、14 歳の時に学校をやめてか
らは、農場での労働のほか市電の車掌として勤務。16 歳の時
に軍に入り、翌年に除隊。
その後、機関車修理工、保険外交員、セールス員など様々な
職を経て、30 代後半にガソリンスタンドの経営を始め、40 歳
の時にガソリンスタンドの一角を借りて、６席だけでの小さな
レストラン「サンダース・カフェ」をオープン。
しかし、65 歳の時に経営難により閉店を余儀なくされ、ほ
とんどの資産を失ってしまう。ここからサンダースは再起を図
り、世界初となる「フランチャイズ」のビジネスモデルを考案。
その方法は、ワゴン車でフライドチキン片手に片っ端から色々
な会社を回り、
「フライドチキンの調理法を教えるから、かわ
りに売り上げの一部をくれ。
」というもので、1009 社もの会
社に断られ続けたものの、1010 社目で契約をとることに成功。
1960 年にアメリカとカナダで 400 店舗、1964 年には 600 店
舗を超えるフランチャイズ網を築き上げた。
またほぼ時を同じくしてケンタッキー・フライドチキンとい
うブランドも誕生し、失敗続きだったサンダースは誰もが羨む
成功者への入り口に達、1980 年に亡くなったときにはビリオ
ネアになっていました。

どんな失敗も、光明への踏み石となりうることを忘れてはなら
ない。
人を幸せにすることに引退はない。
何を始めるにしても、ゼロからのスタートではない。
失敗や無駄だと思われたことなどを含め、今までの人生で学ん
できたことを、決して低く評価する必要はない
私がやったことなど、誰にもできる事だ。ポイントはただ一つ。
心から『やろう』と思ったかどうかである。
心が思わないことは、絶対に実現できない。
自分自身に正直であれば、自分が良い仕事をしているか、
そうでないかわかるはずです。
私にはたった二つのルールしかなかった。
できることはすべてやれ。やるなら最善を尽くせ。
これが何かを達成する感覚をつかむ唯一の道だ。
最も奉仕する者が最大の利益を得る。
我が身の前に他人に奉仕せよ。
人生は自分でつくるもの。
遅いということはない。
いくつになったって、自分の人生をより価値あるものにするた
めの努力をするべきだ。何の問題も起こらない人生が、素晴ら
しい人生なわけがないのだから。
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ニュースダイジェスト

ニュースダイジェスト
ウクライナへ追加の安全保障支援を発表
米国のバイデン大統領は 4 月 21 日、
８億ドル
（約 1000 億円）
規模の追加の軍事支援をウクライナに提供すると発表した。同
国でロシアが行う戦争について重大な局面に入ったとの認識を
示す一方、さらなる軍備の供与には議会の行動が必要になると
警告した。

き続き、屋内の公共交通機関でのマスク義務付けは公衆衛生の
ために必要だと判断していると説明。今後も公衆衛生の状況を
注視して命令の継続が必要かどうかを判断するとした上で、
「こ
れは合法的な命令であり、公衆衛生を守ることは CDC の法的
権限の範囲内だと確信する」と強調した。
4 月 18 日の判決は、米政府や航空業界、各地の運輸交通局
の不意を突く内容だった。判決を受けて航空会社や公共交通機
関の多くが義務付けの解除を決めているが、司法省は上訴審で
義務付けの延長を認めるよう求めている。
ただし司法省は、マスク義務付けの再導入を目的とする地裁
命令の差し止めまでは請求しなかった。急を要する状況の場合、
一般的には差し止め請求が行われる。これは上訴の重点が、新
型コロナウイルスの現在の状況よりも、今後に備えて CDC の
権限を保つことの方にあることを物語る。
ホワイトハウスのジェン・サキ報道官は 4 月 20 日、公衆衛
生に関する CDC の権限を保つためには上訴が重要だとＣＮＮ
に語り、「公衆衛生の専門家が今後も必要に応じて確実に対策
を講じられるようにしたい」と述べた。

世界最大の石油商社、ロシア産原油の購入停止へ
バイデン氏は演説の中で、ウクライナの戦闘に勢いをもたら
したいとする意思を表明。ロシアのプーチン大統領が「ウクラ
イナ全土の支配、占領に成功することは決してない」と述べた。
ただ、自ら議会に対して追加の支出を求めていることは、バ
イデン氏が紛争の早期終結を想定していないことをうかがわせ
る。政権も数万人のウクライナ難民の受け入れを発表しており、
ロシアによる戦争の将来的な影響を見据えた計画を立てている
とみられる。
バイデン氏が明らかにした供与の中身には、重兵器と砲弾
14 万 4000 発が含まれる。同氏はこのほか、米国の港湾への
ロシア船舶の入港を禁止する方針も表明した。
バイデン政権は１週間前にも別の８億ドル規模の安全保障
パッケージを承認していた。今回のパッケージが承認されれば、
ロシアによる侵攻が始まった２月２４日以降、米国がウクライ
ナ向けに約束した軍事支援は総額約３４億ドル規模となる。

マスク義務付け無効の判決
米司法省は 4 月 20 日、公共交通機関のマスク義務付けを違
法とした連邦地裁の判断を不服として上訴した。
米疾病対策センター（CDC）は声明を発表し、現時点では引

世界最大の独立系石油商社「ビトル・グループ」は年内にロ
シア産原油や製品の取引を停止する。事情に詳しい情報筋が明
らかにした。
ビトル・グループはエネルギーやコモディティー（商品）を
扱うオランダの商社。情報筋によると、新規取引も行わない方
針だという。この件については米ブルームバーグ通信が先に報
じていた。ビトルはブルームバーグの記事は正確だと確認した
ものの、それ以上のコメントは控えた。
ロシアが２月にウクライナに侵攻して以来、米国や英国、カ
ナダ、オーストラリアはロシア産石油の禁止に動いている。
英シェルや仏トタルエナジーズ、フィランドのネステなどの
大手企業も、すでにロシア産原油の購入を停止したか、今年末
までに停止する方針を表明。銀行や商社、海運会社、保険会社
の間で欧米の制裁違反を避けようとする動きが広がり、事実上
の禁輸状態になっている。
ロシア産石油を敬遠する買い手の増加に伴い、指標となるウ
ラル原油は世界市場でかつてない割引価格で取引されており、
ブレント原油との価格差は１バレルあたり 34 ドル（約 4000
円）に広がった。
各国経済が新型コロナウイルス対策の封鎖措置から再開し、
世界の石油需要が回復したのを受け、ビトルの昨年の売り上げ

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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はほぼ倍増となる 2790 億ドルに拡大した。公式サイトによる
と、原油やその他の製品の取引量は昨年、１日あたり 760 万
バレルに上っていた。

ウォーホルの英女王肖像画

在位 70 周年で展示へ

ポップアーティストのアンディ・ウォーホルが制作し、これ
までほとんど人の目に触れてこなかったエリザベス英女王の肖
像画が来月、女王の在位 70 周年「プラチナジュビリー」を記
念し英競売会社サザビーズが開く特別展で一般公開される。
特別展では、英国の歴代女王 7 人の肖像画を展示。エリザベ
ス女王の肖像は、
1977 年の在位 25 周年「シルバージュビリー」
に撮影された写真を基にウォーホルが 1985 年に描いたもので、
個人コレクションから貸し出される。

さらに、エリザベス 1 世を描いた有名な「アルマダの肖像画」
が、英邸宅ウォバーン・アビーのプライベートコレクションか
ら出展される。1588 年のスペイン無敵艦隊打破を祝い制作さ
れたこの作品は、エリザベス 1 世の肖像画としては最高峰の部
類に入るものとされる。他の 5 人の女王についても、英国の名
高いコレクションから肖像画が貸し出される予定だ。
この他、貴族所有の宝飾品、貴重な書籍や資料、1953 年 6
月 2 日のエリザベス女王戴冠式で使用された聖書の複製を含む
英国・欧州の王族ゆかりの品々も展示される。
特別展は、サザビーズがロンドンに持つギャラリーで 5 月
28 日から 6 月中旬にかけて開催。芸術関連の特別講演や討論会、
音楽や演劇のパフォーマンスも予定されている。
エリザベス女王の在位期間は英国の君主としては過去最長。
プラチナジュビリーの祝典は 1 年を通じて続き、英国各地で特

別展やコンサート、パーティー、パレード、さらにはデザート
のコンテストに至るまで、
さまざまなイベントが開かれている。

セルフタンニング用「鼻スプレー」
、危険性も
太陽の紫外線が肌にもたらす危険を知りながらも日光浴を楽
しむ人は多い。多くの人は、日焼けした肌を目指して直接太陽
を浴びたり、日焼けした肌を演出するスキンクリームや日焼け
スプレー、タニングベッドを利用したりしている。
皮膚科医らによると、日焼けしたような肌を本当に手に入れ
たい場合はクリームやスプレー（あるいはただ色がついたメー
キャップでもよい）が最も安全な選択肢だ。しかし、紫外線は
どのようなものでも、肌の完全な状態に非常に深刻な影響を短
期・長期的にもたらしかねず、あらゆる種類の皮膚がんのリス
クも高まる。
ティックトックではこのほど、新たな憂慮すべきトレンドが
生じている。屋内でも肌を日焼けさせるための、メラノタンと
呼ばれる物質（メラトニンとは混同しないこと）を含む鼻腔用
スプレーの宣伝だ。
メラノタンは合成的に誘導された化学物質で、メラニン細胞
刺激ホルモンと呼ばれる体内のホルモンの作用を模倣するもの
だ。このホルモンは人によって異なる量で存在し、一部の肌細
胞に色素の生成を促すだけでなく、最も死亡率が高い皮膚がん
である黒色腫（メラノーマ）の増殖を誘発する場合もある。
メラノタンはその危険性が知られているにもかかわらず、イ
ンフルエンサーの動画で紹介されてきた。インフルエンサーら
は動画内で、米食品医薬品局（FDA）の承認を得ていない無認
可の同物質を含む鼻腔用スプレーを使用し、その後メラノタン
を「活性化」させるため紫外線タニングベッドを使用している。
肌の日焼けはタニングベッドによるものである可能性が高い
が、メラノタンは肌のメラニン細胞を刺激し過度に活性化させ
るため、ほくろができたり、20 代の若者の間でさえメラノー
マが生じたりする。ネットで購入できるこのスプレーを使用す
ることで、吐き気や嘔吐（おうと）、頭痛、目まいが生じる可
能性もある。
鼻腔用日焼けスプレーを宣伝する動画の多くは削除された
が、こうしたティックトック動画の視聴回数は 1 億 5000 万回
以上になり、人気を保持している。
しかし、医薬品の使用について（今回のものは医薬品かつ、
規制されていない危険なものだ）インフルエンサーの話を聞け
ば、このトレンドが消えるまでにがん専門の皮膚科医など医療
専門家の元を訪れる羽目になるかもしれない。
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FOOD & HEALTH

FOOD & HEALTH
体に良い抗酸化物質
シリアルやチョコレート、サプリメント、そしてスキンケ
ア製品など、近年ではさまざまなものに含まれる「抗酸化物質」
が注目を集めている。だが、実際のところ抗酸化物質とは、一
体何なのだろうか。そして、健康にどのような役割を果たすの
だろうか？
抗酸化物質とは？なぜ重要？
抗酸化物質は、主に植物に含まれる天然由来の化合物。細胞
プロセスの一部を抑制し、
体をフリーラジカルから守る。フリー
ラジカルは、酸化ストレスをもたらす不安定な分子であり、酸
化ストレスは時間の経過とともに、細胞や組織、タンパク質に
ダメージを与えることが分かっている。
また、酸化ストレスはアルツハイマー病や慢性疲労症候群、
がん、糖尿病、パーキンソン病、心臓疾患など、慢性疾患のリ
スクを高めるとされている。一方、抗酸化物質は目の健康を促
進したり、炎症を抑えたりするほか、コレステロール値を低下
させ、免疫系をサポートするなど数々のメリットがある。
ただ、特効薬のように、それだけ取れば十分という抗酸化物
質はない。それぞれ異なる役割を果たすことから、より多くの
種類の野菜やフルーツを取ることが重要だとされている。つま
り、食事は色取り豊かなほど、健康的だということになる。
多く含む食品は？
以下、より多くの抗酸化物質を取ることができる食品の一部
を紹介する。
• 豆類─赤インゲン豆（レッドキドニービーンズ）には、フリー
ラジカルを消去して酸化を抑制する働きがあるフラボノイ
ドのアントシアニンが含まれている。
また、黒インゲン豆（ブラックビーンズ）やうずら豆（ピ
ントビーンズ）には、いずれも抗酸化作用があるフラボノ
イドのケンぺロール、ケルセチン、サポニンが含まれる。
• ベリー類─ブルーベリー、ブラックベリー、ストロベリー、
ラズベリーなど、ベリー類はいずれも、アントシアニンや
エラグ酸、ケルセチン、レスベラトロールといった抗酸化
物質の優れた供給源。これらの植物性化合物（ファィトケ
ミカル）には抗炎症作用があり、フリーラジカルのダメー
ジから細胞を守ってくれる。
• ニンニク─ニンニクには、最も強力な抗酸化物質の一つと
して知られるアリシンが豊富。また、低密度リポタンパク

質（LDL、悪玉コレステロール）の酸化を抑え、フリーラ
ジカルによるダメージを防ぐ機能をサポートする S- アリル
システイン、二硫化アリル（ジアリルジスルフィド）など
も多い。
• プルーン─プルーンは DNA の修復を促進し、がんのリスク
を低下させる効果が期待されているネオクロロゲン酸、ク
ロロゲン酸といったフェノール化合物を多く含む（ドライ
プルーンも同様）。食物繊維、鉄、マグネシウム、カリウム、
骨の健康を促進するビタミン K も多い。
• アーティチョーク─慢性疾患や炎症に関連した酸化ストレ
スと戦うアントシアニン類、フラボノイド類、ポリフェノー
ルを豊富に含む。食物繊維のほか、ビタミン K、葉酸、カ
リウム、カルシウム、マグネシウムの含有量も多い。
• ナッツ類─ピーカンナッツ、クルミ、クリは、ナッツ類の
中でも特に多くの抗酸化物質を含む。
ピーカンナッツは、フリーラジカルの生成を抑えて酸化ダ
メージを軽減し、免疫系をサポートするビタミン E も豊富。
クルミもまた、ポリフェノールに加え体内の悪玉コレステ
ロールを低下させる脂溶性の抗酸化物質、ビタミン E を多
く含む。クリには炎症を抑え、細胞の酸化を抑える 2 種類
のポリフェノール化合物、エラグ酸と没食子酸が多い。
• シード（種）類─カロテノイドとビタミン E が多いかぼちゃ
の種は、心臓の健康に最もよいとされるもののひとつ。また、
ヒマワリの種には脳の健康を促進するセレン、ビタミン E、
亜鉛が多い。その他、チアシードやフラックスシード、ヘ
ンプシード、セサミシードなど、種子類は抗酸化物質が豊富。
• 濃い緑色の野菜─ブロッコリーやケール、ほうれん草、キャ
ベツなどには、α - リポ酸、β - カロテン、ルテイン、ケン
ぺロール、ケルセチン、スルフォラファンなどの強力な抗
酸化物質が含まれている。
• ビーツ─ビーツルートには、ベタレインという強力な抗酸
化物質が多い。このファイトケミカルは、抗酸化、抗炎症
の両方の効果を持つ。さらに、がんの発症リスクを抑えたり、
がん細胞の増殖を抑制したりすることにも関連していると
される。
• ピーマン─特に赤ピーマンには、カプサンチン、ビタミン
C、ビオラキサンチン、ルテイン、ケルセチンなどの強力な
抗酸化物質が豊富。
そのほか抗酸化物質を多く含む食品には、アーモンドやレーズ
ン、サツマイモ、ダークチョコレート、アボカド、リンゴなど
がある。
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「メモリアルデー」とは？アメリカの夏のはじまり

「メモリアルデー」とは？
アメリカの夏のはじまり
メモリアルデーとは？

メモリアルデーの歴史

アメリカ各地で海開きなども行われ、
本格的に夏の始まりを告げるメモリアル
デー。
メモリアルデー（Memorial Day）は、戦
没将兵追悼記念日（せんぼつしょうへい
ついとうきねんび）です。戦争で亡くなっ
たアメリカ合衆国の兵士の死を、いたみ
悲しむ日です。
毎年、５月の最終月曜日と決まってい
て、祝日になります。土日月の３連休で
すね。
バーベキューができるロング・ウィー
クエンド、という人が多いですが、戦争
で家族や恋人、友人を亡くした人には、
大切な日となっています。

1865 年の春に終わった南北戦争は、
アメリカの歴史上のどの争いよりも多く
の命を奪いました。そして、国として最
初の、国立共同墓地の設立が必要となり
ました。
メモリアルデー発祥の地と言われる、
ニューヨーク州ウォータールーの墓地で
初めて追悼が行われたのは、1866 年の
ことです。ドラッグストアの店長、ヘン
リー・ウォルズの提案で、５月５日に北
軍兵士のお墓に生花や十字架が供えられ
ました。
1868 年５月５日、南北戦争の北部組
織のリーダーだったジョン・Ａ・ローガ
ン将軍が、全国規模での記念日を呼びか
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けました。
「1868 年５月 30 日は、内乱で国を守る
ために亡くなった仲間の墓に花を飾る日
にしよう。彼らの遺体は今、あちこちの
都市、村、集落の墓地に眠っている。
」
その日は、デコレーション・デーと呼ば
れました。
初めてのデコレーション・デーには、
ジェームズ・ガーフィールド将軍がアー
リントン国立墓地でスピーチをしました。
５千人の参加者が、２万人の南軍と北軍
の両方の兵士の墓を飾りました。その日
は、和解の日でもあったのです。
1882 年、デコレーション・デーはメ
モリアルデーと改称し、すべての戦争で
亡くなったアメリカ兵士を称える日とな
りました。

また地元の記念館や記念碑でも同様です。
家族とアメリカの歴史を勉強する
メモリアルデーは、アメリカ人にとっ
て、古い写真を眺め、祖先の話、特に国
に奉仕して亡くなった人たちについて、
家族の歴史を学ぶ時間です。
リンカーンのゲティスバーグ演説や、
愛国的なスピーチを読む機会でもありま
す。
ポピーを身に着ける

メモリアルデーに何をする？
メモリアルデーは、学年末と重なるこ
とが多いので、夏の始まりを意味する３
連休でもあります。
そのため、海や山へ出掛けたり、様々
なスポーツイベントも行われます。
とはいえ、一般的にすることは次のこ
とです。
1. 国旗を掲げる
2. お墓参りをする
3. 国をあげての追悼に参加する
4. 地元の退役軍人の家や病院を訪問する
5. メモリアルデーパレードに参加する
6. 記念館や記念碑を体験する
7. 家族とアメリカの歴史を勉強する
8. ポピーを身に着ける
国旗を掲げる
メモリアルデーには、星条旗を竿の最
上位までいったん掲げてから、半分の位
置にまで降ろし、正午まで半旗の状態で
掲げます。
午後からは、通常の位置に戻して掲げ
られます。
お墓参りをする
メモリアルデーは、もともとデコレー
ションデーと呼ばれていたとお話ししま
した。
今でも、多くのアメリカ人が、特別な
フラワーアレンジメントを作り、愛する
人や祖先のお墓参りをします。
戦没者追悼式
バージニア州のアーリントン国立墓地
にある無名戦士のお墓に、大統領が毎年、
献花を行っています。

国をあげての追悼に参加する
ナショナル・モーメント・オブ・リ
メンブランス（National Moment of
Remembrance）は、2000 年に議会で可
決されました。
アメリカ人はどこにいても、午後３時
になると、アメリカのために亡くなった
兵士のため、１分間の黙祷をします
地元の退役軍人の家や病院を訪問する
アメリカに住んでいる多くの退役軍人
は、長期的な医療や住居の援助を必要と
していて、忘れられていると感じている
ことがよくあります。
メモリアルデーは、彼らの犠牲に感謝
したり、戦いで失ってしまった彼らの家
族や友人たちのことを知る絶好の機会で
す。
＃アメリカは軍人をとても大切にし、敬
います。

メモリアルデーに赤いポピー（ケシの
花）を身に着ける習慣は、ジョン・マクレー
の 1915 年の詩「フランドルの野で（In
Flanders Fields）」がきっかけでした。
モイナ・マイケルという女性が戦死者
を称えるため、その日に赤いポピーを身
に着けることを提案、ポピーを売って、
困窮している軍人に売上を寄付しました。
この習慣は、アメリカ、イギリス、フ
ランス、オーストラリア、50 以上の国で
採用されています。

メモリアルデーの習慣
アメリカのメモリアルデーの習慣とし
ては、戦没者たちのお墓を飾るのはもち
ろんですが、多くの人々が楽しみにして
いるのが、ピクニックをしたり、ビーチ
へ訪れたり、バーベキューしたり、バケー
ションに出掛けたりなどです。
昨年は旅行やイベントを控えていた人
が多かったと思いますが、今年は大きな
イベントは控えるところもありますが、
アメリカはこの日に向けて開放化に向
かっているので、各人の夏休みの始まり
の楽しみは例年通りかないそうですね。
また半期に一度の大セールシーズンな
ので、様々なブランドが夏の大セールを
開催します。

メモリアルデーパレードに参加する
メモリアルデーのパレードは、アメリ
カ中の都市で行われている由緒ある伝統
的なものです。
アメリカのために犠牲を払った人々を誇
りに思い、隣人たちが集まります。
ナショナル・メモリアルデー ・パレード

首都であるワシントン DC で行われて
いるパレードで、TV や Youtube でも放
送され、150 万人が視聴する最も有名な
ものです。
記念館や記念碑を体験する
メモリアルデーには、ワシントン DC
の記念館や記念碑を訪問したり、それに
関する本を読んだりします。
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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
アロマで心も身体もリフレッシュ
5 月になるとアトランタは随分と夏らしくなってきますね。木々の緑もいっそう生い茂り芝生も青々として
緑の美しい季節です。そんな新緑の季節にぴったりなオイルはサイプレス。詩人バイロンや画家ゴッホなど多
くの芸術家の作品にも登場する糸杉のことです。森林浴効果で気持ちをリフレッシュさせれくれるオイルです。
日中はだいぶ暑くなる季節。サイプレスで心も身体もスッキリさせてみませんか？

サイプレス（ヒノキ科）
クリスマスに生木のツリーとしてサイプレスも人気です。ツリーファームで何か爽やかな匂いがすると思っ
たら、それがサイプレスの香りです。すーっとしたウッディーで爽やかな香りが特徴です。
作用
抗菌、抗感染、抗微生物、粘膜溶解、消毒、デオドラント、利尿、リンパ管および前立腺充血除去、リラックス、
及び血管収縮など。
伝統的用法
古代には泌尿器系に対して使用されたほか、発汗、下痢、月経出血などで体液が過度に失われた場合に使用さ
れました。肝臓、及び呼吸器系に対する効能があったことから、中国ではサイプレスを重宝してきました。ま
たフランスにおける医療用途でも関節炎、気管支炎、結構左飛込み、リウマチ、月経困難症、胸膜炎などさま
ざまな場面で古代から現代において使用されています。そのほかにも、スキンケア、毛細血管壁の強化やセル
ライトの減少などのサポートにも使用されています。
参考文献：Modern Essential
そんな多くの機能を備えたサイプレスですが、いくつか使い方をご紹介します。
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森林浴ブレンド ディフューザー
森林浴のような気分を味わいたい時におすすめのディ
フューザー。抗菌、消毒作用もあるため、部屋の中をスッ
キリさせたい時にもおすすめです。

ルームスプレー
ディフューザーと同じブレンドで作ります。各オイル７滴、
70％ Ethyl alcohol（薬局やスーパーで買えます）
、もしく
はウォッカ (vodka) 小さじ１、空のスプレーボトル（50ml）

おすすめのレシピ
サイプレス........................................ 2 滴
シダーウッド................................... 2 滴
プチグレン........................................ 1 滴

作り方
1. 各オイルをよく混ぜ合わせる
2. １に上記のいずれかのアルコールを入れる
3. 水を 45ml 加えて蓋をし、よく混ぜる。使う前はよく振っ
てから使用
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むくみケア
利尿作用や血管収縮機能があるサイプレス。むくみケアにはぴったりです。だいぶ暑くなるこの時期は薄着
にもなりますし、室内ではどこもクーラーが強すぎるほど効いていたりしますよね。足元が冷えるとむくみや
すくなります。むくみをそのままにしていると疲れがとれないだけでなく、全身がむくみ、体重の増加にもつ
ながります。1 日のむくみはその日のうちに解消したいですね。バスソルトを入れた湯船に浸かるか、フット
バスをするだけでもだいぶむくみを解消することができます。湯上がり後にはエッセンシャルオイルの入った
マッサージオイルでマッサージして代謝をあげると、さらに効果が期待できます。
マッサージオイルレシピ
キャリアオイル.............................. 大さじ１
サイプレス........................................ ２滴
ラベンダー........................................ １滴
ローズマリー................................... １滴
（キャリアオイルはオイグレープシードオイル、ホホバオイ
ル、ココナッツオイルなどがおすすめ）
作り方
これらのオイルを綺麗な容器に入れて混ぜます。
なるべく一回で使い切るようにしましょう。

バスフィズ
発泡するタイプの入浴剤です。サイプレスの他にも利尿作
用のあるラベンダーとや発汗作用のあるペパーミントで
すっきりさっぱりできるバスです。
おすすめのレシピ
サイプレス........................................ 5 滴
ラベンダー........................................ 3 滴
ペパーミント................................... 2 滴
作り方
1. ボールに重曹大さじ５、クエン酸（citiric acid -- スーパー
やネットで購入できます。）小さじ５、コーンスターチ
小さじ２、海塩（sea salt) 小さじ２をよく混ぜ合わせる。
2. そこにはちみつ小さじ１を入れて、よく混ぜ合わせる。
3. エッセンシャルオイルを加えてさらに混ぜ合わせ、ラッ
プに取り分けて丸めたら完成。10 分程度で固まります。
バスタブに入れてお使いください。

たるみケア
たるみの原因の一つにはむくみです。むくみをそのままにしておくと浮腫んだフェイスラインが定着してし
まい、結果たるんだ顔になってしまいます。特に疲れた日や食べ過ぎ飲み過ぎなどで浮腫んだ顔は早めにケア
をしてあげることが大事です。収れん作用と利尿作用のあるサイプレスと老化防止作用のあるフランキンセン
スとヘリクリサムを使ってクレイパックを作ります。
作り方
1. クレイパウダー（Amazon などネットで購入できます）
大さじ１、お手持ちの化粧水もしくはローズウォーター
などを小さじ１を様子を見ながら少しずつ入れよく混ぜ
合わせる。
2. サイプレス１滴、フランキンセンス２滴、ヘリクリサム
１滴を入れてクレイとよく混ぜ合わせます。（一回分）

メイク落としと洗顔をした後化粧水で保水し、そこに目の
周りを避けてクレイパックを載せます。パックが乾く前に
ぬるま湯で丁寧に洗い流します。その後はいつものスキン
ケアをします。浮腫んだ顔をスッキリさせてくれるだけで
なく、血行がよくなり美白効果もあるのでトーンアップに
もなります。

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
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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

【
【グリーティングカード】
世界に一枚の手描きカー
ド。何十枚もあるので選び
甲斐あります。
(Flotsam & Co)

〜ハワイ編〜

サラッとした空気でリフレッシュ
学生時代、家族旅行でアメリカに一度だけ来た事があります。

オニギリだけという日々。旅の数日間で体重が 3kg 落ちるとい

最初の 10 日間だけ家族全員で、その後両親だけアメリカ国内

うナチュラルダイエットに成功。唯一ヒットを飛ばした ( いや、

を一ヶ月間転々と旅行しました。私と姉が便乗出来たのは最初

父にとって人生一の奇跡のヒットと言っていい ) 朝食カフェの

のニューヨークだけ。人生初めての海外に、一体どんなカル

サンドイッチと搾りたてオレンジジュースだけが、私にとって

チャーショックが待ち受けているのかとワクワク！ですが建ち

良い思い出です。その後アメリカ旅行から戻った母が「あんた

並ぶビル群を見て、
「え？東京と何が違うの？異国感どこ？！」

行く場所間違ったわね〜。ニューヨークじゃなくてカントリー

と早くもガッカリ。期待が大きかっただけに、失望のブーメラ

サイドの方が絶対好きだったわ。ハロウィンのデコレーション

ンも大回りして返って来たわけです。母も姉もブランド物大好

した可愛い家並みとかあったわよ〜♡」と言われ、地団駄踏ん

きだったので 5 番街を満喫していましたが、私はフラッと入っ

だものです。そしてハワイにも行った母達。行くまでは日本人

た洋服屋のセーターの＄700 の値札を見て、テンションだだ下

だらけな事を冷ややかな目で見ていたくせに、一言で言うなら

がり。バスの中からチャイナタウンを通過した時だけ、異国感

「やっぱりみんな大好きハワイ！」だそうで。なのでいつか行っ

に独りテンション爆上げでした。ブロードウェイに『Cats』を

てみたいと思ってました。暑過ぎずサラッとした空気に、南国

観に行けば、前席のおじいさんが曲シーンで必ず気持ち良さげ

らしい彩りの食べ物達。陽の光が満ちているので、どこで写真

に歌い出すため、私の中の名曲「Memory」はおじいさんの歌

撮ってもボヤけ知らず。レナーズ ･ ベーカリーのマラサダもブー

声しか Memory されませんでした。オマケに父が美味しいレ

ツ & キモズのマカデミアパンケーキも食べ損ねてしまいました

ストランを嗅ぎ分ける勘が絶望的なため食べ物がことごとく合

が、人生初サーフィンも試せたし美味しい和食も食べれたし、

わず、最後の数日はホテルで留守番して食事はテイクアウトの

満足です！

【Prince Waikiki の部屋から】

~ 他お勧めどころ ~
Angels by the Sea Hawaii( 服 & 雑貨 )
Coco Mango( 服と雑貨 )
SoHa Living( 雑貨 )
南山枝魯枝魯 Nanzan Giro Giro( 和食懐石 )
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【ワイキキビーチ】

【ミニトート】
ミニトートはセカ
ンドバッグとして
も重宝します。
(Honolulu
Coffee)

【ブレスレット】
たっぷりシラーの入ったラブラド
ライト。水着 & 白いロングガウン
のコーデに合いそう。
(Mahina)

【ピンバッジ】
ネオンカラー並
みに鮮やかな色
合いの南国モ
チーフがデザイ
ンされた、ハワ
イ感たっぷりな
ピンバッジ達。
(MORI by
Art+Flea)

【ウッドピアス】
逆 U 字に小さな
ドットが散る
ポップなピアス。
(Mahina)

【Fellow プルオーバーケトル】
蓋に温度計付き。キッチンには極力物を置きたくない
派ですが、これは常時置きっぱなしを許す可愛さ♡
(Kona Coffee Purveyors)
【アート】
ハワイで行った雑貨屋
さ ん の 中 で、こ こ が 一
番好きでした。ローカル
アーティストの作品や、
所々に散らばったヴィ
ンテージな雑貨達。広い
スペースではないです
が見応えあり。
(MORI by
Art+Flea)

【アサイーボウル】
ほぼ無味と聞くアサイーですが、
半シャーベット状が溶けていく
につれて、独特な香りがありまし
た。キンキンに冷えた状態で一気
に食べるべし！ (Tropical Tribe)
【クイニーアマン】
ハワイで食べた物で一番美味しかっ
た！プレーンとセサミがお薦め。
(b patisserie)

【オムレツとパンケーキ】
マカデミアナッツ & バナナ & マスカルポーネクリームが乗ったパンケー
キと、奥はシーフードオムレツ。彩り鮮やかなサラダが映えます。
(Hula Grill Waikiki)

ANIS ATLANTA - May 2022
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登録・投票は簡単です

用意する物

・旅券
・申請書
・居住している事を
証明できる書類

選挙人証
大使館
電話 又は 葉書

（在留届を提出済の方は
不要です。
）

※申請書や選挙人証が海外・国内を往復するため受取までに数か月かかります

※選挙人証受取は郵送又は窓口での受取が選べます

在外選挙登録資格
❶ 満18歳以上で

在外公館投票

❷ 日本国籍を持っていて

郵便等 投票

日本国内 で 投票

❸ 海外に3か月以上お住まいの方
（出国時登録申請を除く）

※申請書と申出書は領事窓口または総務省のホーム
ページから入手できます。

詳しくは、在アトランタ日本国総領事館

在ナッシュビル日本国総領事館
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直接日本大使館・総領事館
（領事事務所）
に出向いて
投票する方法。
外務省

申請者の上記書類と署名入り在外選挙人名簿
登録申請書と申出書 ※、代理の方の旅券を御用
意ください。

投票用紙等を事前に請求して、
記載の上、
登録先の選挙管理
委員会へ郵送する方法。

一時帰国した方や帰国直後で転入
届を提出して3か月未満の方は、
日本国内でも投票できます。

1.平成22年5月に憲法改正国民投票法が施行されました。在外選挙人証をお持ちの方は国民投票にも投票できます。
2.平成30年6月から出国時登録申請が始まりました。国外転出する際に市区町村の窓口で申請できます。

TEL：(404) 240-4300
TEL：(615) 340-4300

Mail：ryoji@aa.mofa.go.jp

Mail：con1@nv.mofa.go.jp

または
外務省 在外選挙

検索

まで。

外務大臣表彰◎在アトランタ日本国領事館

ランカスター氏、ジョンソン氏外務大臣表彰
在アトランタ日本国総領事館
2021 年（令和 3 年）の外務大臣表彰を受賞したデイ・ランカスター氏（NAI/ ブラネン・ゴダード社日系企業サービス部上級副社長）
並びに、ロバート・ジョンソン氏（ジョージア州公立チャータースクール理事長）の授与式が 4 月 12 日在アトランタ日本国総領
事公邸で行われました。ランカスター氏は日本とアメリカ合衆国との経済関係促進、ジョンソン氏は日本とアメリカ合衆国との 相
互理解の促進に寄与したことが評価されました。
竹内一之在アトランタ日本国総領事より、外務大臣表彰を授与された
ジョンソン氏は、「この名誉ある賞を受賞できたことを光栄に思います。
私は日本文化や言語、日本のすべてが大好きです。福岡に姉妹都市のお
祝いのために出かけたことは、とても感慨深い出来事でした。JapanFest
や ICAG の進行のためにご助力下さった日米協会、そして日本のコミュ
ニティの皆さんに感謝します。」と、喜びを語りました。
同じく外務大臣表彰を授与されたランカスター氏は、「この名誉ある賞
を受賞できたことを光栄に思います。私は日本で生まれました。幼い頃
は小さな町に住んでいたため、パンなどが手に入らなかったのを覚えて
います。11 歳の時に出会った日本の方から言われた「日本を決して忘れ
ないでください」の言葉が、今の私に繋がっています。南部文化である
ホスピタリティは日本にとても似ていると思っています。そしてジョー
ジアには日本企業がたくさんあり、私が日本のコミュニティに貢献でき
る機会となりました。今日の受賞に感謝します。」と、喜びを語りました。

ANIS ATLANTA - May 2022
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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
いざ転職が決まったら、手放しで喜びたい気持ちになります
が、引継ぎの前にしなければいけない大仕事が待ち構えていま
す。それは現職に退職の意思を伝えることです。これを失敗す
ると後々まで響きますから、もめることなく、スムーズに退職
することが非常に重要になります。一見簡単なように感じます
が、転職は日常的なことではないので、その時になって戸惑う
方も実際のところ多くいらっしゃいます。第一印象には気を付
ける人が多いですが、現職における、自分の“最終印象”をしっ
かり考えたことはありますか？同僚や上司に不快な思いをさせ
ず、今後も良好な関係を続けていくために、現職への配慮は欠
かせません。では、どのようなステップを辿るといいのでしょ
うか。
1. まず初めに直属の上司に伝えることが基本です。上司と直接
退職について話す機会を設けます。時間を決めて、対面また
はウェブ会議で伝えましょう。Email などの文面だと、人に
よって感じ方が異ったり、自分の意思がうまく伝わらないた
め、ミスコミュニケーションが起こる場合があります。また、
上司に話す前に同僚や上位役職者に伝えるのはお勧めしませ
ん。順序を間違えると、自分が話す前に上司に間接的に退職
の意思が伝わってしまうことも考えられます。そうなると、
せっかく築いてきた信頼関係が崩れ、退職が円満に進まない
可能性が生じます。単純なことでありますが、伝える順番に
は気をつけましょう。また、退職届の提出が求められること
がありますので、事前に用意しておきましょう。
2. 話す内容を準備します。退職する意思と理由、退職希望日、
転職先の入社日、現在の業務状況が最低限必要な情報です。
この時に気を付けたいのが、本当のことであっても、必要な
い情報はあえて話さないことです。現職で感じたネガティブ
なことを話すより、自分の将来を考えた時にもっと適切な仕
事を見つけた、と話す方が、送り出す側にとっての印象も良
くなるのではないでしょうか。また、今まで現職で受けてき
たサポートや成長機会に対し、感謝の気持ちを伝えることは
忘れないで下さい。最終日については、双方の希望と現在の
業務状況を加味し、上司とともに決めます。それを基に企業
は引継ぎ、採用など、業務遂行の準備をしますので、退職す
る際は、遅くとも 2 週間前に知らせることが一般的です。転
職先について尋ねられると思いますが、全てを伝える必要は
ありません。どこまで開示するかは、個人の匙加減によりま
すが、場所や業界、職種などの差し支えない程度の情報を伝
えるのがいいのではないかと思います。状況により即日、ま
たは 2 週間より早く退職してもよい、と言われる場合も十分
考えられますので、私物やメールは予め整理しておくとよい
でしょう。
3. 退職の際によくあるのが引き止め（カウンターオファー）で
す。事前に引き止めを想定し状況に備えましょう。引き止め
が発生した際、それに応じるかどうかは前もって決めておき

ましょう。もしカウンターオファーに応じると決断した場合、
一度は辞めると意思表示していることで、現職での立場が気
まずくなる可能性は頭に入れておいてください。カウンター
オファーは、給与や役職など待遇面での提案が多いですが、
実際には何も変化しない場合もあります。引き止めを受けた
際は「お申し出いただき、ありがとうございます」や「この
会社で過ごした時間はとても貴重なものでしたが、新しい仕
事が自分のキャリアを考えた場合、最善のオプションです」
などのシンプルに敬意を表して断ることができます。その引
き止めは本当にあなた自身のキャリアを考えてのものか、会
社のためのものかはしっかり見定めましょう。
4. もし、電話やビデオ会議でも直接上司に退職伝えることがで
きない場合、メールで退職の意思を伝えざるを得ません。こ
の場合は、明確な件名をつけ、本文は簡潔で前向きな内容に
し、退職届を添付します。
転職は長期的な自身のキャリアパスを考えて決断し行動した
結果ですが、退職を伝えることができて、初めて転職活動が完
了します。退職を伝える際は簡潔、ポジティブ、誠実、敬意を
心掛け準備をすることで、スムーズに進みます。現職を辞めた
後も、リファレンスや雇用証明を将来的にもお願いするなど、
長期に渡ってのお付き合いが続くことをお忘れなく。もし、退
職に関してのご質問がある場合は、弊社リクルーターまでお気
軽にご連絡下さい。

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

Akiko Komura
ANIS ATLANTA - May 2022
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人生 100 年時代の備え◎京橋直樹

LIFE SHIFT

100 年時代の備え

人生

アメリカの金融商品の特徴
“人生 100 年時代”に備えて資産形成をする上で大事なアメ
リカの金融商品の特徴に関して、TAX Benefit という観点から見
ていきましょう。アメリカの金融商品には、大きく分けて 3 つ
の商品群があるイメージです。① Taxable ( 課税対象 ) ② TaxDeferred ( 税金繰延 ) ③ Tax Advantage ( 税優遇 )。就業収入
発生中の税金は払うのが前提という感覚ですが、将来リタイヤ
メント資産から税金を払うのは心もとないという方は、この②
③を熟考し、どの Tax Benefit を活かしてリタイヤメント資産を
形成するか、リスクと特徴も理解しながら運用することをお勧
めします。
まず、① Taxable ( 課税対象 ) は、株・投資信託・債券・定期
預金・不動産等が分類され、元本資金に対しても運用益にも、
両方に所得税が発生します。ハイリスク・ハイリターンという、
お馴染みの特徴に加えて、
”Sequence of Return”というリスク
を抱えています。この、
”Sequence of Return”は、お選びにな
る商品によっては、②③にも関係してくるマーケットリスクに
なります。こちらの図を比較してみましょう。老後 67 才から
投資信託商品を毎年 $5,000 ずつ引き出しながら、年金として
充てていこうとしている A さん、B さん。この商品の 10 年間
の平均利回りは、両者とも 5％です。66 才の残高は、二人と
も $100,000 ですが、76 歳の時点で何故、二人の資産に差が
(-$40,266) も生まれるのでしょうか。
平均利回りが高ければ勝手に資産は増えると、漠然としたイ
メージがあります。しかし、元本割れするリスクのある商品は、
定年時の 67 歳の時に B さんのシナリオのように市場が下降気

24

ANIS ATLANTA - May 2022

流の場合、将来資産が枯渇する可能性があります。図の両者の
利回りのパターンを見ると、A さんは 21% で始まり (-16％ ) で
終わり、B さんは (-16％ ) で始まり、21% で終わったという 10
年間の値動きでして、利回りのパターンを反転しただけです。
つまり、市場価格の変動に直接左右される商品は、同じ平均利
回りの商品であったとしても、定年時の市場の浮き沈みの状態
のタイミングというリスクを抱えている、という特徴がありま
す。このようなリスクを回避出来る金融商品もアメリカには多
数ございますので、ファイナンス全般的な事も含めましてご質
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。次回の記事では、②③にも触れたいと思います。

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

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。

特急申請適用範囲拡大

3 月 29 日に移民局は各種移民申請書類の審査時間の大幅な
遅れを解消するために、特急申請の適用範囲を広げる方針を
発表しました。トランプ政権時に移民審査の厳密化を目指し
た方針が数多く発表されたために、移民局の審査時間に大幅
な遅れがでました。その後、
新型コロナの影響により、既に滞っ
ていた審査時間にさらに拍車がかかり、永住権や特急申請を
利用できない就労許可書や旅行許可書の申請、さらに学生ビ
ザ滞在資格への変更や延長、家族の滞在資格の延長の審査に
大幅な遅れがでています。
このような状況を改善するために、2022 年 5 月 31 日以降
は、特急申請の適用範囲が徐々に拡大される予定です。2022
年には学生ビザへの滞在資格変更申請（I-539）
、学生ビザや
J1 交換ビザ保持者の就労許可書申請（I-765）
、さらに雇用主
スポンサー移民申請（I-140）の国際管理職枠と国益免除枠の
特急申請を段階的に実施する予定です。その後 2025 年まで
の３年間にわたって、短期就労ビザの配偶者の滞在資格延長
申請（I-539）
、その他の滞在資格保持者の就労許可書申請（I765）にも特急申請を段階を追って適用していく予定です。
それぞれの申請カテゴリーによって特急申請料金と審査時
間が異なります。今のところ、下記のように予定されていま
すが、申請時には変更がないか必ず移民局のウエブサイトを
確認したほうがよいでしょう。

【就労カード】 学生、配偶者や永住権申請などに伴う就労カー
ドの審査も大幅に遅れており、現時点でおよそ７～ 12 ヵ月ほ
どかかっているために、就労開始の遅れ、或は延長中に既存
カードが失効し、仕事が一時中断するなどの問題がよくみら
れていました。特急申請の適用範囲が拡大されれば、特急申
請料金＄1500 を支払えば 30 日以内の審査が可能となります。

また、学生ビザや永住権申請に伴う就労ビザ延長申請の場合
は、延長中は既存のカードが失効しても 180 日間はカードが
自動的に延長される措置がとられていましたが、今後はその
他のビザ保持者にもこの 180 日の自動延長措置が適用される
予定です。
尚、E と L ビザの配偶者は、2022 年 1 月 31 日以降国外か
ら入国した場合、I-94 のビザ種類に E1S、E2S、L2S と配偶者
を示すＳが追記されるようになりました。I-94 にこのＳの追
記があれば、就労カードがなくても就労できるようになりま
した。

【短期就労ビザ】 現時点では、特急申請の適用は短期非移民
就労ビザでは E-1、E-2、E-3、H-1B、H-3、L、O、P、Q、TN
に限られており、特急申請料金＄2500 を支払えば 15 営業日
内に審査されます。H-2B 短期季節労働者や R 宗教ビザの特急 【目標】 また、移民局が現在の審査時間の大幅な遅延状況を
申請料金は＄1500 に設定されています。ただ、今までは学生
改善するために、特急申請以外にも各種申請書類の審査時間
ビザへの滞在資格の変更や延長申請や配偶者の滞在資格の延
を短縮するための目標を発表しています。特急申請を伴わな
長申請には特急申請を利用することができませんでした。そ
い場合でも、就労ビザ審査は２か月以内、学生ビザや観光ビ
の為に、州によっては運転免許の更新に支障が出てくること
ザ滞在資格への変更や延長申請、家族の滞在資格の延長申請、
もあり、子供の学校の送り迎えにも影響がでていました。特
就労許可証、旅行許可証などは３か月以内、その他の申請書
急申請の適用範囲が拡大されれば、F-1、F-2、J-1、J-2、M-1、 類は６か月以内に審査が終わるように目標を掲げています。
M-2 等学生ビザや同伴家族ビザへの変更申請や E-1、E-2、
E-3、H-4、L-2、O-3、P-4、R-2 など短期就労ビザや同伴家族
ビザ滞在資格への変更や延長申請も、特急申請料金＄1750 を
執筆：大蔵昌枝弁護士
Taylor English Duma LLP 法律事務所
支払えば 30 日以内の審査が可能となります。
【移民ビザ】 永住権の第１、２、３優先枠の雇用主スポンサー
移民申請は特急申請料金＄2500 を支払えば 15 営業日内に書
類審査が終わりますが、第１優先枠の国際管理職枠と第２優
先枠の国益免除枠（NIW）は適用外となっていました。特急
申請の適用範囲が拡大されれば、国際管理職枠と国益免除枠
も特急申請料金＄2500 を支払えば 45 日以内の審査が可能と
なります。

＊ Copyright reserved. 著作権所有
1600 Parkwood Circle, Suite 200,
Atlanta, GA 30339
DIRECT: 678.426.4641
OFFICE: 770.434.6868
E-Mail: mokura@taylorenglish.com
www.taylorenglish.com

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

遺産相続人の話
親が亡くなると相続額の多寡に関わらず遺産相続手続きが発
生する。その手続きをやる前にやらなければならないのが、遺
産相続人の確定という作業である。
この確定手続き、簡単であったり、複雑であったり、夫々の
家庭の成り立ち状況によってかなり異なる。この確定手続きの
眼目は、自分の親双方に自分（達）以外の血の繋がった兄弟姉
妹が存在するか否かを明確にすることである。
この確定作業、実際にやってみると面倒ではあるが、実に面
白い。欧米人が遠い先祖を辿る Family Tree には及ばぬが、直
近三代までのルーツを辿る世界に浸れるからだ。自分の知らな
かった世界を垣間見るような、一種のスリルさえ感じる。この
作業を通じて、日本の戸籍制度が重要な役割を担っているのが
よくわかる。なかなか、
この制度はすてたものではないのである。
実際の作業は、遺産被相続人（即ち亡くなった人）の住居の
変遷を直近から出生届が出された所まで逆に辿っていき、途中
離婚再婚などによる出生子の有無を確認することである。従っ

て、生まれも育ちも一カ所で現在に至れば話は簡単だが、そう
でなければいささか面倒なのである。この作業は、普段知らな
かった親の過去の一端を知る手掛かりにもなって、大変興味深
い。参考までに筆者の作業は以下のものであった。
奈良県で同居していた母は、父の死後に東京の A 市から転入
してきたので、まず A 市の戸籍抄本を取り寄せた。そこには父
との婚姻により、長野県 B 市から転入してきた記載がある。そ
こで B 市から抄本を取り寄せた。兼ねてより母の出生は B 市と
きいていたので、作業はこれで完了かと思ったが、そうではな
かった。複雑な家族関係とともに、初婚の事実が記載されてい
た。今度は、初婚で嫁いでいた長野県 C 村から抄本を取り寄せ
たのだが、結婚後１７日で夫は戦死、子供無し、の記載であった。
戦争中、恋仲の二人が出征を前に結婚したが、夫は戦地に赴く
輸送船が撃沈され、子供を授かることもなく、戦争未亡人となっ
た。
かくして、母の子供は父との間に生まれた筆者を含む３人の
子供以外に存在しないことが確定した。

聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉
だから、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。
マタイの福音書 7 章 12 節
この聖書箇所は、
『ゴールデン・ルール』とも呼ばれています。
自分のことだけではなく、相手のことを考える。相手にとって
何が有益で、何が助けになり、どうすれば相手の気持ちが軽く
なり、救われるか。
。他の人への配慮、肯定的な思いは、まず自
分の心を通過して行きますから、その思いが通過している段階
からすでに自分も幸せです。そして、思いが相手に流れて行っ
た時に、相手が幸せを感じて、幸せな顔をしてくれたら、その
顔を見た自分も幸せになります。自分がした事で、幸せを感じ
た人と一緒にいると、こちらは、さらに幸せになります。その
ように、幸せな人は、何もしなくても周りを幸せにしてしまう
ものです。
このゴールデン・ルールは、どのような事柄に関しても応用
できる基本的な考え方ではないでしょうか。それは、結果とし
て自分の得（徳）にもなり、生き甲斐・やりがいが与えられ、
自分を支える基となります。では、どうしたら、人の得、人の
益を考える生き方ができるのでしょう。それは、私達の得や益
だけを考えてくれる人との『出会い』が鍵です。
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By ますみ

その人は、イエス・キリストです。世界中どこを探しても、
彼以外に、このような御方はいません。しかし、約 2000 年前、
愛と善意と優しさに満ちた御方が、十字架にかけられ殺されま
した。私たちの罪、全世界の罪が、イエス・キリストを十字架
にかけたのです。でも、それで終わりではありませんでした。
イエス・キリストは、聖書の預言どおりに、３日目の朝、復活
されました。それが、イースター（復活祭）です。
（今年のイー
スターは４月 17 日でした。）
繰り返しますが、「自分がしてもらいたいことを他の人にもし
てあげなさい」という、聖書の教えを実行しようとする前に、
私達を愛してくださる神の一人子、イエス・キリストと出会い
がありますように。イエス・キリストを、救い主と信じて、受
け入れ、交わりを深め、いつも一緒に歩んでいただきましょう。
人は、いつも一緒にいる人に影響され、似てゆくものです。
気づかぬ内に、生き方が変わっているのに気づきます。
今も生きておられるイエス・キリストは、真実な御方だと信じ
て、主イエスと共に歩む時、人の得や益を優先に考える人になり、
その生き方は祝福をもたらし、気がつくと、自分自身が豊かな
日々を生きる人になっていることでしょう。
神は愛です。 私たちは愛されています。

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

考えてみよう、我が家の生活リズム

子供は毎日たくさんのことを吸収しています。子供が子供

将来のことを漠然と考えたり、自分と向き合って過ごしてい

らしくイキイキと過ごすためには、しっかりとその日の疲れ

るのです。これは自分を育てることにもつながる大事な時間

を取り、必要なエネルギーを蓄えることが大切です。その基

です。リラックスタイムはあいた時間に取ればよいのでは？

本となるのが「睡眠」
「食事」
「リラックスタイム」です。こ

と後回しに考えがちですが、子供の様子を見ながら、時間を

の三つができて子供たちは積極的に活動できます。毎日の生

取る意識をもちたいものです。

活リズムが安定してくると、子供は健康で病気をしにくくな
り、気持ちも落ち着き安心感をもてるようになります。そう
なれば心身ともに余裕ができ、余力を他に向けることができ
るので積極的になり、社会性が生まれてきます。

ゆとりある生活リズムを
生活リズムを考えるには、まず日々の子供の様子を見て「元
気に過ごせているかな？」と気にかけているのが大切です。
規則正しくスケジュールをこなしているように大人から見え

睡眠は生活リズムの要
睡眠は、体も心も元気になるとともに、子供の成長に必要

ていても、実は子供が疲れていることもあります。頑張り屋
の子供ほど、忙しい毎日を一生懸命過ごしてしまうものです。

なホルモンが出る大切な時間です。子供によってそれぞれ必

つい親は欲張りがちですが、24 時間を目いっぱい使うのでは

要な睡眠時間はちがいます。睡眠時間が足りているかどうか

なく、ゆとりをもって毎日を過ごしてほしいと思います。

は、午前中の子供の活動でわかります。朝気持ちよく起きて

子供が子供らしく過ごす時間が子供を育てます。２４時間

くるか、午前中の活動や授業で眠くなっていないか、子供や

の中で、「睡眠」「食事」「園や学校」、そして「リラックスタ

学校の先生にそれとなく聞いてみるのもよいでしょう。

イム」という、子供にとってまず必要な時間をその子供に応

夜、子供が「まだ眠くない」と言ってもテレビやゲームな
どの強い光からは遠ざけ、部屋を暗くするなどしてゆったり

じて設定し、残りの時間で何をしたいか、何ができるか、家
族で話し合いながら考えてみてはいかがでしょう。

と過ごし、眠くなる環境をつくるといいですね。また、休日

あっという間に学年最後の月になりました。今年度の学年

は子供に限らず大人も夜更かしや朝寝坊をしがちですが、就

はどうだったでしょうか？２か月の長い夏休みが始まります。

寝や起床の時間のずれは、２時間以内に。それ以上になると

夏休みで生活のリズムが狂いがちです。新学期に後悔しない

体のリズムが狂ってしまい、かえってつらくなります。

ように、この夏の過ごしかたを見直し

特に就寝後最初の２時間は体を作ったり、元気活力の源に

てみましょう。６月、７月入会金無料

なる成長ホルモンが出る大事な時間です。子供にとって質の

キャンペーンを実施します。公文式は

良い睡眠が取れるのは日付のかわる１２時より前。遅くとも

いつでもスタート可能ですが、夏休み

夜１０時までに寝て、朝８時には起きるようにしましょう。

は勉強の習慣や基礎学力の強化、先取

アメリカの学校は７時代の登校が多いので、朝起きるのがつ

り学習をやる絶好のチャンスです。是

らい子供たちは就寝時間の見直しが必須ですね。

非お問い合わせください。

食事面では、三食を決まった時間に食べることは、栄養面
はもちろん２４時間という地球時間に体のリズムを合わせる

パートタイムスタッフ急募

上で大切なことです。中でも一日の始まりの朝食は、午前中

水曜日と土曜日教室日勤務可能な方

のエネルギーを蓄え、体を温める効果があるので大切です。
誰でもおきてすぐに食事をするのは難しいものです。少し早
起きをして、まず水か果物のジュースを飲み、体を動かし出
かける準備をしてから食事を取るとよいでしょう。その後ト
イレに行く余裕をつくっておけば、学校でお腹が痛くなる心
配もなく、便秘になることもありません。
子供に必要なリラックスタイム
睡眠や食事と同じくらい子供に必要なのが、リラックスタ
イムです。リラックスタイムとはゲームなどで遊んでいるの
でもなく、誰かに決められたことをして過ごしているのでも
ない、子供の自由な時間です。何もしないでいると、ダラダ
ラしているように見えますが、子供はこの時間に空想したり、
ANIS ATLANTA - May 2022
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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・サポート編
2022 年 2 月、当院・院長の矢島がフルマラソンに初挑戦し
ました。元々、エクササイズをしているとはいえ５０歳を超え
て、さらに足（膝）に古傷もあるので、
とにかく完走！というゴー
ルに向けて身体のメンテナンス兼トレーニング指導にあたりま
した。今回は、矢島院長のサポート記録と一緒に、役立つラン
ニング・トレーニングの注意点やアドバイスをお届けします。
矢島院長のロングラン・トレーニングが 20 キロを超えると、
徐々に身体に痛みが出始めました。一番厄介なのは、やはり古
傷の膝でした。膝を傷めている人は、だいたい太ももの大腿四
頭筋が硬く可動域が狭くなっているので、まずは膝周りの筋膜
リリースと筋肉トレーニングで膝を安定させました。この時に
正しい走行指導で膝の痛みもだいぶ改善しましたが、最後まで
膝のケアは念入りに行っていました。
次に出てきた痛みは肩まわりでした。これは、携帯電話を腕
に巻いてトレーニングを続けているうちに走行時の腕の振りで
痛めてしまったようです。ロングランの走行時には想像以上に
手を振っていて肩鎖関節を使っています。普段は大した重さを
感じない携帯電話ですが、長距離のトレーニング時には注意が
必要です。肩関節周りの痛みには、カッサでの筋膜リリースを
することで痛みを軽減することができました。
そして、本番まで残り１ヶ月というところで、それまでのト
レーニングの疲労がとうとう足に出てしまい、股関節や足首、
筋肉も炎症を起こして痛むためトレーニングを１週間休んで治
療に専念してもらいました。この時の治療法がキネシオテーピ
ング療法です。怪我や疲労で動きが弱くなっている筋肉に沿っ
て伸縮性のあるテープを貼ることで、筋肉の動きをサポートし、
炎症を抑えることができます。このキネシオテーピングが功を
奏し、その後は本番当日まで大きな痛みが出ることはなく、無
事完走しました。
フルマラソンを走りきる身体を作る。もちろん、日々のトレー
ニングで身体を仕上げていくのは本人の努力です。しかし、個々
に合った効率の良い練習方法、正しい走行姿勢、怪我をしにく
い体づくりは、セルフケアよりも知識を持ったトレーナーに任
せるのが最短で最良の方法です。皆さんもフルマラソに限らず、
体づくりを始める際には、ぜひ「プロのアスレチックトレーナー
指導」という選択肢があることを忘れないでください。
〜ランニング・トレーニング プチアドバイス〜
1. 靴：まずは、一番大事なシューズ選びです。最近はランニン
グシューズを専門的に取り扱っているお店などでは、走り方
の癖をビデオ撮影や３D 画像撮影し、足の特徴や走行時の癖
などもデーター化してそれぞれに合ったシューズを選ぶサー
ビスを提供しているところがあります。ぜひ利用してみてく
ださい。間違ったシューズで走り続けると怪我のもとになり
ますので、ご自分の足に合ったシューズでトレーニングをは
じめましょう。
2. 水分補給：相当な汗をかかない限り水分補給は水だけでも大
丈夫です。しかし、気温や湿度が高い中での運動や、長時間
の運動の際には、スポーツドリンクなどでの塩分・エネルギー
補給が有効です。汗の量や体のコンディションを考えて必要
であればスポーツドリンクを飲んでください。
3. 体重測定：運動前後で体重が減少した場合は水分喪失による
体重減少と考えられます。特に夏場は、トレーニング前後の
体重測定で水分喪失量を把握し、同量程度の水分を飲んで補
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給してください。
4. 筋肉／筋膜リリース：腸腰筋、ふくらはぎ、大腿四頭筋、梨
状筋が硬いと走りのパフォーマンスが悪くなります。フォー
ムローラーやストレッチなど、トレーニング前のリリースが
とても効果的です。
5. トレーニング後のリカバリーケア：フォームローラーやスト
レッチで硬くなった足の筋肉と筋膜をほぐしリンパ節を流し
ましょう。トレーニング後のケアの有無で翌日の疲れ方や体
へのダメージが変わってきます。また、最近はマッサージ・
ガンという手軽なマッサージ器具もあるので、活用してみて
ください。
6. 痛みが出たら：トレーニング後に足や特定の部位に痛みが出
た場合は、痛みが引くまで別のトレーニング（水泳やアエロ
バイクなど）で怪我が悪化しないようにトレーニングを続け
るか、休憩しましょう。その後も痛みが続くようでしたら、
キネシオテーピングやカッピングなどの治療で痛みを軽減し
トレーニングを継続することができます。トレーニング中の
怪我や痛みには早めの治療が大切です。
* 補足（アイシングは今現在の治療法で痛みを抑えるのに効果
的だがアイシングをしすぎると逆に治りが遅くなる場合もある。
炎症は体が自然に怪我を治すプロセスなので、すぐにアイシン
グは決して最善ではない場合がある）
アスレチックトレーナー 假屋洋貴

髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

髪＆ヘアケア
リーガのマナです！「シャンプーは毎日した方が良いので
すか？」とお客様に聞かれる事が多いので、今回は正しいシャ
ンプーの頻度、髪を洗う方法などをお伝えしたいと思います。
みなさんはどれくらいの頻度でシャンプーをしています
か？シャンプーをするときれいサッパリした気分になります
よね。美しい髪をキープするにはシャンプーをこまめにと
思っている方もいれば、毎日シャンプーすると髪が乾燥して
良くないと思う人もいます。
毎日シャンプーする事のメリットとしては、外出時につい
た 1 日の汚れを落とすことができ、ニオイやべたつきを防ぎ
ます。頭皮を健やかに保ち、髪の自然な成長を促すことがで
きます。
毎日洗う方がおすすめな人は、頭皮や髪の油分がもともと
多い人や、ホコリやチリが多い場所や室内で働いていたり、
運動をしていたりする人です。
このような人は毎日髪についた汚れを落とす方が頭皮の臭
いなども防げます。毎日行う際はシャンプーのセレクトにこ
だわってり、洗浄力がやさしいタイプを選ぶの方が頭皮への
ダメージを少なくできます。
髪質によっては間隔をあけることが大切な場合もありま
す。間隔をあけてシャンプーをするのがおすすめな人は、髪
の毛が細めで傷みやすい人や頭皮が乾燥しがちでフケが出や
すい方。このような髪質は、ある程度の間隔をあけてシャン
プーを行う方が良いです。間隔をあけてシャンプーをするこ
とで髪や頭皮にうるおいを保ちやすくなり、ダメージを減ら
すことができます。
ベストなシャワーの温度は 38 ～ 39 度ぐらいのお湯で洗い
流す事で、髪や頭皮への負担を減らします。ぬるま湯でやさ
しく洗い流す事をおすすめします。
そして“ブラッシング”です！シャンプーで髪を洗うこと
ばかりにとらわれず、きちんとブラッシングすることも大事
です。頭皮からきちんと丁寧にブラッシングすることで、汚
れも落とせます。ヘアブラシはこまめに洗ったり、小さなご
みを除去するなど、清潔に保って下さいね。
自分の髪質と頭皮のコンディションを良く知り、自分に合っ
たシャンプー頻度が大事だと私は思います。

ANIS ATLANTA - May 2022
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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：エッセンシャルオイル配合洗口液の効果について教えてください
回答：エッセンシャルオイルとは、植物の樹皮や花、葉、果皮などから抽出、精製された成分（メントール、サリチル酸メチル、
チモール、ユーカリプトール）を含有していて、殺菌作用の他に抗炎症作用を示します。このエッセンシャルオイルを有効成
分としているのが、エッセンシャルオイル配合洗口液です。
エッセンシャルオイルは非イオン性なので、負に帯電しているバイオフィルムの表面にとどまらず、短時間でバイオフィルム
内に浸透していくとされています。広く抗菌作用があり、虫歯菌や歯周病菌のグラム陽性菌や陰性菌だけでなく、カンジダ菌
や一部のウイルスにも有効であるといわれています。

図：日本歯周病学会ウェブサイトより
日常のセルフケアにおいて、ブラッシングやフロスなどの物理的な清掃の補助として使用することで、プラークの付着を抑
制し、歯肉炎を抑える作用があります。洗口液を口に含んで３０秒後には抗菌抗炎症作用が働くというデータが発表されてい
ます。そしてその殺菌効果は、洗口後１２時間経過した後も歯肉縁上および舌上の菌に対して持続しました。また、殺菌抗炎
症作用だけでなく、歯面にプラークや歯石をつきにくくさせる効果もあるようです。
エッセンシャルオイル配合洗口液にはアルコールが含まれた製品と、ノンアルコール製品があります。アルコールの濃度は
21.6-26.9% と製品によって異なります。アルコールが含まれた製品は口腔乾燥症を引き起こしたり、口腔咽頭癌発現のリスク
があると言われることがありますが、様々な研究により、そのような結果は起こらないと実証されているようです。
洗口液はいつ使うのがベストなのかですが、アメリカ歯科医師会（ADA）はブラッシング前後どちらがいいか特に推奨して
いません。一般的には、歯ブラシとフロスをした後に使われることが多いですが、フッ素配合の歯磨き粉を使った効果が薄れ
るという意見や、バイオフィルムに浸透していく効果を応用するために、歯ブラシ前に洗口することを進め
ている歯科医もいます。
エッセンシャルオイル配合洗口液には多様な効果がありますが、口腔内のバイオフィルムは歯ブラシやフロ
ス、歯間ブラシなどを用いて機械的に除去する必要があるため、洗口液はあくまで補助的に用います。洗口
液を上手く取り入れて口腔内の環境を整えましょう。
カンバーランドファミリーデンタル
歯科医師 清水 義仁
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メディカルコラム◎倉岡クリニック

Kuraoka
Clinic

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

アメリカの薬局について
アメリカの薬局には実にい
ろんな薬や商品が売られてい
る。「ファーマシー探訪が大好
き」という人も多いはず。とは
いえ種類が多すぎて、同じよう
な薬があると違いがよく分から
ない。今回は市販薬についてお
話します。
市販薬って？
英語で「OTC」
。
「Over The Counter」medicine の略で、「店
頭医薬品」とも訳すことができます。医師からの処方箋が必要
な処方箋薬（Prescribed Medicine）と違って、OTC は誰でも買
うことができます。
「ジェネリック」って何？
薬には、最初に開発される「先発医薬品」と、その特許期間
終了後に発売される「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」があ
ります。
まず先発医薬品とは、製薬会社が莫大な資金をつぎ込んで開
発する新薬のことです。開発に際して莫大な資金をつぎ込んで
様々な試験を行い、その薬の安全性・有効性を証明し、そのデー
タをもとに米食品医薬品局（FDA）の承認を得て新薬として発
売します。特許期間中は開発会社が独占販売できますが、特許
期間が終了すると、ほかの製薬会社もその薬と同じ有効成分を
使って医薬品を製造、販売できるようになるわけで、それがジェ
ネリック医薬品です。先発医薬品に比べて開発費が少なくて済
む分、安価で発売されます。
OTC にも処方箋薬にもジェネリック医薬品があります。例を
挙げると、CVS や Walgreen など、各薬局チェーンが「ストア

ブランド」として風邪薬や鎮痛剤を製造販売しますが、
あれもジェネリック医薬品です。
先発医薬品とジェネリック医薬品の効き目は同じ？
同じです。薬には有効成分と、それ以外の「付加成分」が含
まれます。有効成分とは文字通りその薬の効果を発揮する成分
で、付加成分とは薬の大きさや形を保ったり、色をつけたりす
る成分のことです。先発医薬品とジェネリック医薬品では、こ
の付加成分が異なるものが多いですが、薬の効き目には影響を
与えず、体にも無害な成分なので、安価なジェネリックも、少
し値が張る先発医薬品も、効果と安全性は同じです。
OTC を服用する時の注意事項は？
•
注意額 ( 注意書き？）を必ず読み、用法、用量を守る。特に、
４歳以下の乳幼児、妊婦はどんな薬でも服用前に医師に相
談すること。
•
薬には必ず副作用があることを理解する。アレルギー体質
や、併用する薬によっては、危険な状態を引き起こす可能
性がある。
•
同じ名前（ブランド）の薬でも、様々な用途があるので、
薬の名前だけでなく、用途や種類も確認してから購入、服
用すること。
•
指定された服用期間を過ぎても症状が改善しない場合は、
必ず医師に相談すること。
アメリカはセルフメディケーション大国
セルフメディケーションとは、ドラッグストアなどで売って
いる市販薬（OTC 薬）やサプリメントなどを使って健康を維持
し、できるだけ病院にかからないようにしようという考え方で
す。日本も医療費が高騰しているので厚生労働省が推進してい
ます。

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

学生や研究者は弁護士や企業サポートがなく、自分でビザ申請を行うことが多いため、
法的問題に対してどこを見てよいかわからないといった問題が多くみられます。そのため、
自分でもビザの申請ができるように解説された本です。
研究者は学生ビザ、研修ビザ、就労ビザなどで渡米されるので、主に F-1・OPT/CPT と
J-1 の申請方法や配偶者の就労について触れていますが、就労としてくる場合の H1B、L、E、
O ビザなども選択肢として簡単に解説しています。
下記のリンクから書籍の概要をご覧いただけます。
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/book/9784758108492/
ANIS ATLANTA - May 2022
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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

最終回
このタイプの保定装置を使用するときは、いつつけるかに
ついて歯科医が細かく支持を与えます。保定装置を壊した
りなくしたときはすぐ矯正歯科に連絡して代わりをもらい
ます。

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。
保

定
矯正の最後の段階が保定（retention）です。矯正した歯が新
しい位置に落ち着くには歯の周囲の骨、歯肉、舌、唇などが新
しい歯の位置に慣れなければなりません。移動後の位置に歯が
安定するように保定しないと、歯は元の位置に戻る傾向があり
ます。
•

保定期間
保定期間は個人差がありますが、かなり長くかかりますの
で忍耐が必要です。平均１年半から２年間で、これより長
くかかる人もいます。あるタイプの保定装置は第三大臼歯
（親知らず）が出てくるまで、または、第三大臼歯を抜歯す
るまで必要です。
• 保定装置（Retainers）
保定装置には着脱式と固定式があり、アクリルのプレート
とワイヤーでできています。上あご用と下あご用がありま
す。
ひどく込み合っていた歯を移動させた場合は固定式装置が
必要されることもありますが、この場合は装置の下にプラー
クが蓄積されていないかどうか、たびたび矯正歯科医に調
べてもらう必要があります。
保定装置は最初毎日、昼も夜もつけているよう（約６ヶ月）
支持する歯科医もいますが、一般には夜間のみ装着します。
場合によってはラバー製またはプラスチック製のマウス
ピースを使ったほうが良い場合もあります。マウスピース
は固定式矯正装置をはずしてから歯の型をとって、僅少の
矯正の訂正をするために使われます。マウスピースは口腔
内で歯を軽くマッサージして押し、矯正した歯が正しい位
置に安定する手助けをします。
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矯正後の歯の将来
未来を予見するのは大変難しいことですが、歯の矯正に関し
ては、矯正の成果が患者さんの協力と矯正歯科の知識と技術に
かかっていることは確かです。矯正後は歯の将来のことを考え
て、いつもよいケアをしたいものです。
•

再調整が必要なことも
患者は矯正した歯は永久にその状態を保ってほしいと思っ
ていることでしょう。アメリカでは、保定の確率は約
９５％です。矯正した歯を使わないでそのまま箱にでも入
れてしまっておけば、もちろんそのままの状態を保ちます
が、歯は毎日使わないわけにはいきません。使っているう
ちに歯が矯正を完了したときの状態と変わることがありま
す。そのときは再調整が必要です。
再調整は矯正が失敗したためではなくちょうど年を取ると
体の部分も変化するのと同じように歯にも自然の変化が起
こるからです。
矯正中も矯正後も、一般歯科または小児歯科で定期検診や
クリーニングを受け、虫歯になったときは虫歯の治療をす
るようにします。
矯正が完成すると、きちんとものが噛めるようにな
容貌が変わって、男女共に美しい歯のこぼれる素敵なスマ
イルがうまれます。きれいな歯並びは一生の宝になること
でしょう。

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

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】喜怒哀楽がハッキリと出る月なの
で、機嫌の良くないときにタイミング悪く
誰かに当たってしまうこともありそうなの
で、すぐにそういったときはフォローする
必要がありそうです。
【恋愛運】4 月に引き続き好調な恋愛運をし
ているようで、特に片思いの運気が良いよ
うです。両想いに変わったり、あるいは意
外なところから告白をされたりして、シン
グル期間の終わりを迎えることになるかも
しれません。
【金 運】金運はやや持ち直し、低いながら
も安定することでしょう。波乱はないので、
まずはプラスマイナスゼロになるまで耐え
ることが肝心です。欲しいものがあっても、
今はグッと我慢しましょう。仕事では、上
昇の切っ掛けをつかみそうです

座

【全体運】仕事も、体調も、人との関係も、
良い方にも悪い方にも転ぶ可能性を持って
います。そういったギリギリのスリルを楽
しめる人は別として、損はしたくない、ネ
ガティブな状況に落ちたくないという人は、
何事においても余裕を持って臨むようにし
ましょう。

【全体運】仕事、恋愛、あるいはそれ以外の
分野でも、なにかとあなたと相対する人物
が出現しそうです。また、その相手との衝
突は、必ずしも正々堂々となるわけでもな
さそうです。そのため、圧倒的に有利な立
場にいたとしても、油断や慢心はしない方
が賢明なようです。

【恋愛運】ややピンチを迎えそうです。パー
トナーの変化に気付けていますか？別の縁
が伸びてきている可能性があるので、浮気
や心変わりには注意しておきましょう。

【恋愛運】片思いが報われるチャンスありで
す。相手の意識にあなたに対するポジティ
ブな思いが割合を占めそうな運気をしてい
ます。思いを直接、ハッキリと伝えると良
いでしょう。

【恋愛運】恋愛運はやや低調な様子。大きく
気持ちが動く出会いはなさそうで、パート
ナーとの間に溝はできそうな気配です。小
さなことにカリカリせず、流すようにして
おくと無意味な衝突を回避することができ
るでしょう。

【金 運】金運は上がったり下がったり。で
すがマイナスにまで落ちることは無いよう
なので、勝負に出てみるのも良いかもしれ
ません。お金の管理は、人任せにしないこ
とが大切です。

【金 運】金銭トラブルの暗示があります。
特に、あなた自身ではなく、身内からもた
らされるトラブルのようですので、対処の
初動が遅れてしまうかもしれません。すぐ
に解決へと進めるように動きましょう。

【金 運】金運は下降したり上昇したり、良
さと悪さとを両方感じる忙しい運気になっ
ています。大きなことを成した直後に、足
元をすくわれる出来事などもあるでしょう。
絶対に大丈夫と思っていたことに、実は穴
があったなどということもありそうです。

【全体運】運気の波はなく安定した状態で推
移して、出会いも別れもあり、また嬉しい
出来事も悲しい出来事もあるような、バラ
ンスの取れた月になりそうです。注意点と
しては、人の言うことをすべて鵜呑みにし
ないこと。

♥ 幸運日：3 15 28
× 危険日：9 17 31

♥ 幸運日：9 18 26
× 危険日：1 14 29

♥ 幸運日：2 14 25
× 危険日：10 20 28

♥ 幸運日：4
× 危険日：2

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

【全体運】なにかと頼られる機会も多く、人
を率いるのに向いている月になるかもしれ
ません。リーダーになるチャンスですので、
別に目立ちたいとか思っていなくても、率
先して人の前に立つようにしていきましょ
う。

【全体運】順調に安定した運気になっている
ようです。その安定を利用して、新しいこ
とにチャレンジしてみるのも良いのではな
いでしょうか。あるいは、苦手分野の克服
に乗り出してみるのも、興味のあるものに
ついて勉強を始めてみるのも良いでしょう。

【全体運】全体的に見るとやや低調気味。月
始めは 4 月の好調さを受けてなんとかなり
そうですが、徐々に下降の一途を辿ること
になりそうです。ただ、どん底と言える状
態まで落ちることはないので、絶望を感じ
るようなこともないでしょう。

【恋愛運】恋愛運はやや下降気味。新しい出
会いに期待よりも、今の関係の進展と、もっ
と進んで結婚が決まるような人も出てきそ
う。相手がなかなか決断してくれないと嘆
いていた人にも、吉報は届くかもしれませ
ん。

【恋愛運】恋愛には追い風が吹いていると言
えそうです。シングルの人は、新しい出会
いを求めるよりも、すでに出会っている人
の中から恋愛に発展するケースが多そうな
気配です。

【恋愛運】シングルの人は、月の前半に出会
いのチャンスがありのようです。警戒心を
強めず、自分の直感に従って行動してみる
のも良いでしょう。

【金 運】金運は好調で、むしろ 4 月よりも
良いかもしれません。多少は調子に乗って
みても良いでしょう。強気な姿勢が、さら
なる成功を手繰り寄せる結果にもなりそう
です。
♥ 幸運日：8
× 危険日：3

14
18

28
30

【金 運】イベントのお誘いや飲み会の誘
い、また自己投資の機会も増えてしまうこ
とで、支出が大きくなる傾向にありますが、
それに見合うだけの見返り、臨時収入、将
来的な出世や飛躍につながる結果を手にで
きそうなので、惜しむことはないでしょう。
♥ 幸運日：7
× 危険日：3

17
18

25
30

【金 運】前半の金運は良さそうで、それな
りに出て行く分も多そうですが臨時収入も
見込めそうです。基本的に、お金に困るよ
うな事態はなさそうです。一転して後半は、
ツキに見放されたようにやることなすこと
上手くいかず、
多少苦しむことがあるでしょ
う。

16
20

座

【全体運】新しいチャンスに恵まれる月にな
りそう。それは人との出会いによって得ら
れる様子で、中には人生を大きく変えるこ
とにつながりそうな、切っ掛けもありそう
です。
【恋愛運】映画やドラマのような、ロマン
ティックな出会いに夢を見ていませんで
しょうか？この 5 月に恋愛を優先させたい
のなら、自分の理想をいったん封印いて、
現実的な相手との恋愛を楽しんでみる努力
をしましょう。
【金 運】あなた自身がステップアップする
運気。そのために必要な支出はありますが、
不思議な臨時収入がそれらをカバーしてく
れそうです。加えて、誰かが必ずサポート
してくれたり、思いがけないサプライズに
見舞われたりしそうです。

♥ 幸運日：10 19 23
× 危険日：4 14 26

♥ 幸運日：3 17 23
× 危険日：9 16 25

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】精神的にも肉体的にも、両方での
忍耐になりそうです。自身が短気だとか、
我慢を知らないとか、自覚のある人は特に
注意しておきましょう。他人の言葉ひとつ
に対して、あまり過剰に反応しないことが
肝心です。
【恋愛運】恋愛運は好調。シングルの人には、
良い出会いが何度かありそうです。一生の
仲になる相手も、この 5 月に見付かる可能
性もあります。なお、
すでに結婚している人、
恋人がいる人の魅力もアップするようです。
【金 運】使えばその分だけ入って来るし、
そのため節約してもあまり実入りは無いよ
うです。ですので思い切りの良さを発揮す
るのが一番良いのかもしれません。家具や
家電など、割と大きな買い物をしてみると
良いでしょう
♥ 幸運日：3
× 危険日：8

15
18

24
29

【【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】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】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

29
30

座

【全体運】月初めが最も良く、月の後半にな
るに従って波乱が起こりそうな気配を持っ
ています。油断をしていると足元をすくわ
れたり、調子に乗っていると不意を突かれ
たり。突然の変化に対応できるよう、準備
を怠らないことが肝心になってきそうです。

【全体運】先月までにあまり良い出来事に見
舞われなかった人ほど、反動で一気に駆け
上がることが叶いそうです。今までなにか
に耐えてきた人や、人知れずに努力を怠っ
てこなかった人などは、特に良い結果に恵
まれることになりそうです。

【恋愛運】独りの人も、片思いの人も、パー
トナーがいる人も、胸の中に秘めた想いが
実現へと向かう良い運気をしています。新
しい出会いに恵まれることでしょう。

【恋愛運】恋愛に関して言えば、あまり良い
運気にはなっていないようです。特に自分
からグイグイと行くタイプの人は、その積
極性が裏目に出ることの方が多いかもしれ
ません。

【金 運】ひと月を通して、慎重さが求めら
れるようです。大きな波乱の相が見られ、
ピンチに陥ることもあり得るでしょう。山
羊座はお金に頓着しない傾向がありますが、
逆にその固執しなさが損失につながってし
まう可能性があります。
♥ 幸運日：9 18 28
× 危険日：1 14 25

【金 運】支出も収入も増えて、やや波乱を
含んだ金運になりそうな気配を持っていま
す。特に、欲しいものに巡り合えて、つい
つい財布の紐が緩んでしまうことも。大き
な金額になることもあるので、いつも以上
に慎重になっておくべきでしょう
♥ 幸運日：4
× 危険日：1

16
13

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

Event
Fernbank After Dark
Fernbank Museum of Natural History
767 Clifton Rd NE, Atlanta, GA 30307
https://fernbankmuseum.org/experiences/fernbank-afterdark/
■■ 5 月 13 日 7PM-11PM

Atlanta Caribbean Carnival
Central Park
400 Merritts Ave NE, Atlanta, GA 30308
https://www.atlantacarnival.org/
■■ 5 月 28 日

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

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

UniverSoul Circus
https://www.universoulcircus.com/atlanta
■■ 4 月 09 日 -6 月 06 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。
JUNE FESTIVALS

■■ 5 月 12 日 -15 日.
AT&T Byron Nelson.
TPC Craig Ranch,  McKinney,  TX
■■ 5 月 19 日 -22 日.
PGA Championship.
Southern Hills CC,  Tulsa,  OK
■■ 5 月 26 日 -29 日.
Charles Schwab Challenge.
Colonial Country Club,  Fort Worth,  TX
■■ 6 月 02 日 -05 日.
the Memorial Tournament presented by Workday.
Muirfield Village Golf Club,  Dublin,  OH

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。
■■ 5 月 06 日から
■■ 5 月 10 日から
■■ 5 月 13 日から
■■ 5 月 23 日から
■■ 5 月 27 日から

ブリュワーズ
レッドソックス
パドレス
フィリーズ
マリーンズ

3 連戦
2 連戦
3 連戦
4 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

PGA プロゴルフのツアー
2022-2023 シーズンです。
■■ 5 月 05 日 -08 日.
Wells Fargo Championship.
TPC Potomac at Avenel Farm,  Potomac,  MD.

State Farm Arena

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

ご支援・ご協力のお願い
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6400 Sugarloaf Pkwy,
Duluth, GA 30097
☎ 770-813-7600
www.gwinnettcenter.com
■■
■■ 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

Spor ts
PGA TOUR

Gas South District

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
■■ 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

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

6 月に南東部地域で優勝した少年サッカーチームが ECNL ナショ
ナルズに行くための募金活動を行っています。
これはチームにとって大きな成果であり、彼らは優勝を勝ち得
るために大変な努力をしてきました。 しかし、チームが ECNL ナ
ショナルズに出場するためには、カリフォルニア州サンディエゴ
に丸 1 週間滞在する必要があり、すべてのプレーヤーがすべての
費用を支払うことができるわけではありません。 勝利を得るため
には、すべてのプレーヤーが必要です。
どうか チーム全体がナショナルズに行くことができるよう、そ
してメダルをジョージアに持ち帰ることができるように、皆様の
ご支援をお願いしたく存じます。明日世界をリードする今日の若
い世代への投資に是非ご協力ください。
＊ gofundme https://gofund.me/e1d819c1

Atlanta Botanical Garden
アトランタ植物園

Museum
High Museum of Art
近代美術館

MLK Museum キング牧師博物館

1345 Piedmont Ave. Atlanta GA 30357
☎ 404-876-5859
www.atlantabotanicalgarden.org

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

■■ 火－日

9 時―5 時（4 月からは 9 時―7 時）

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

AT L

World Of Coca Cola コカコーラ博物館

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

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

●● Web のイベントガイドを確認してください

CNN Studio Tour
CNN スタジオツアー

Georgia Aquarium
ジョージア水族館

190 Marietta St, NW, Atlanta, GA 30303
☎ 404-827-2300
www.cnn.com/tour/atlanta/

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

●● 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

Zoo Atlanta
アトランタ動物園

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

800 Cherokee Ave. Atlanta GA 30315
☎ 404-624-5600
www.zooatlanta.org
■■ 月―金曜日 午前 9 時半―午後 5 時半
日・土曜日 午前 9 時半―午後 6 時半

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

Stone Mountain Park

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

材

こどもの日に！簡単手作り

料 （6 個分）

作り方

柏もち

上新粉........................... 200g 1. 大きめのボウルに上新粉、砂糖を入れて混ぜ、ぬるま湯を様子をみなが
ら少しずつ加えて、耳たぶぐらいのやわらかさになるまで混ぜ、よくこ
砂糖.......................... 大さじ 2
ね、生地を作る。
ぬるま湯...................... 160ml
2. 蒸し器に水でぬらして水気をしぼったさらしを敷き、1 の生地をひと握
こしあん・市販品............. 240g
りぐらいにちぎって並べて入れ、フタをして強火で 20 ～ 30 分ほど蒸す。
3. 2 の生地をひとまとめにしてボウルに移し入れ、すりこ木で粘りがでる
＊柏の葉の塩漬け 12 枚を用意し、水
まで、水でぬらした手でつやが出るまでよくこねる。
に 10 分ほど浸しておく。
4. あんは１個 20 ｇずつに 12 個丸める。
ギャリーオーク（どんぐりの木）出葉っ 5. 3 の生地を１２等分にして水でぬらした手で丸く形作り、楕円形にのば
し、手前に 4 のあんをのせて２つに折り、まわりを閉じる。
ぱは代用してください。
6. 水気を拭いた柏の葉に 5 を包む。できたものはぬれぶきんをかけて乾燥
しないようにしておく。

こどもの日に！簡単手作り柏もち
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タウン
情報

あなたのビジネスをアニスアトランタのタウン情報に
リスティングしてみませんか？リスティングは無料です。
ウエブからお問い合わせください。

アニスアトランタのウエブに掲示板を作成しました。
知りたい情報を探せるオンラインの交流広場にご利用ください。
個人、法人を問わずどんどん投稿してください。
•
•
•
•
•

イベントの告知や募集
サークルメンバー募集
お料理教室などの案内
ボランティア
個人売買

•
•
•
•
•

期間限定メニューの告知
新規オープン店舗の案内
キャンペーンのお知らせ
ベビーシッター
知りたい情報の投稿など

広告募集
クラシファイド ･ 求人広告 ･ 取材記事 ･ 連載コラム・
コミュニティのイベント取材依頼や告知なども受け付けております。
お問合せは Text: 404-510-8534 E-mail: infojp@anisatlanta.com
36
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クラシファイド広告

クラシフ ァイド広告
Cl a s s i f i ed

一般求人
オフィスアドミン募集

月～金、フルタイム、勤務地 :Norcross,
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

サロンリーガ スタッフ募集

スタイリスト、アシスタント、受付、
ネイリスト、アイリスト。フルタイム、
パー
トタイムどちらも大歓迎です。
E salonlihga@gmail.com 良枝迄

Salon i スタッフ募集

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

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

イセンス者のみ ) 募集。☎ 678-762-7800

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

アクアスキン スタッフ募集

Rusan Tower Place

スタイリスト / アシスタント ( 経験者・ラ

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

寿司シェフ、サ - バ - を募集しています。
詳細は藤田迄。404-514-1585

レストラン求 人

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

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

キッチン・寿司シェフ、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

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

SushiI Avenue Snellville

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 6 月号は
6 月 5 日ごろ配布予定

木々に新芽が芽吹き、色とりどりの花が咲く時期となり
ました。鮮やかな色彩が目に入ると、なんだか気分まで華
やいできますね。同時に、一年で最も日差しが強くなって
くる季節です。紫外線対策をしっかりしましょう。
運動を心がけているにも関わらず、痛感しているのが体
力の低下です。ちょっとしたことでも以前よりも疲れやす
くなっていることに気づいた時の絶望感といったら、あり
ませんでした。こんなことでも疲れをかんじてしまうのか
と・・。先日も風邪をひいたみたいで、気分がすっきりし
ない。薬を飲んで身体を休ませても治らず、しかたなく病
院にいってみたものの、治るまで時間がかかりますよと言
われてしまい、これも体力の低下なのかと愕然としました。

ANIS ATLANTA
NO. 29
May 2022

もう町ではマスクなしが当たり前となり、どんどん自由
になりつつあります。夏休みになれば以前のように、家族
旅行に出かける人たちでごった返すのかなと想像していま
す。しかしながら、今般のガソリン代の高騰とそれに伴う
物価の上昇で、食料品などの身近なものまで価格が高騰し
ており、今後の動向などを考えると手放しで出かけたい気
分になれません。皆さんはいかがでしょうか。
次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。
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ANIS ATLANTA は以下の場所に配布されています
ジョージア州：
アトランタ主要日本食レストラン

アトランタ総領事館 ジョージア日米協会

ウエストミンスター日本人教会

倉岡クリニック

ジョージア日本語補習校

アトランタ日本語バブテスト教会

ICAGeorgia

アトランタ公文アカデミー

ウィンタースチャペル幼稚園

日系美容室

アジアンスーパー

他

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

E-mail: infojp@anisatlanta.com
Phone: 404-510-8534
締切りは毎月 18 日頃です。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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