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 HT International Realty LLC 

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

住宅  
  
“
 
売買∙ 賃貸∙ 投資” は信頼と実績 の

    

お客様の大切な不動産、親切丁寧に

お仕事いたします。 

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

7 月 05 日　選挙年齢引き下げ
　アメリカで選挙権が与えられる年齢を 21歳から 18歳に引
き下げる「憲法修正第 26条」が発効、1971 年

7 月 07 日　七夕
　旧暦の 7月 15日の夜に戻って来る祖先の霊に着せる衣服を
機織して棚に置いておく習慣があり、棚に機で織った衣服を備
えることから「棚機」という言葉が生まれた。その後仏教が伝
来すると、7月 15日は仏教上の行事「盂蘭盆 ( 盆 )」となり、
棚機は盆の準備をする日ということになって 7月 7日に繰り
上げられた。
　これに中国から伝わった織女・牽牛の伝説が結び附けられ、
天の川を隔てた織姫 ( 織女星、こと座のベガ ) と彦星 ( 牽牛星、
わし座のアルタイル)が年に一度の再会を許される日とされた。

7 月 15 日　中元
　半年生存の無事を祝い、祖先の霊を供養する日。
　元々は正月 15日の上元、7月 15日を中元、10月 15日の
下元をあわせて「三元」とする道教の習慣で、中国仏教ではこ
の日に祖霊を供養する「盂蘭盆会」を行った。日本では江戸時
代から商い先やお世話になった人等に贈り物をするようになっ
た。

7 月 20 日　月面着陸の日
　1969年のこの日、アポロ11号が月面の「静かの海」に着陸し、
人類が初めて月面に降り立った(日本時間では7月21日早朝)。
アームストロング船長は「この一歩は小さいが、人類にとって
は大きな飛躍である」とのメッセージを地球に送った。

7 月 23 日　土用の丑の日
　「土用の丑の日」とは、土用の期間中におとずれる丑の日の
こと。昔の暦では十二支で日にちを数えていたので、「丑年」
が 12年周期で回ってくるのと同様に「丑の日」も 12日ごと
にあります。
　土用とは「土旺（王）用事（どおうようじ）」の略。立春（2
月 4日ごろ）、立夏（5月 5日ごろ）、立秋（8月 7日ごろ）、
立冬（11月 7日ごろ）の前 18日間のことをいいます。
　土用は夏にしかないと思われがちですが、年に 4回、各季節
にあります。

7 月のカレンダー
7 月 01 日	 国民安全の日
7月 02日	 公民権法制定
7月 04日	 米国独立記念日
7月 05日	 選挙年齢引き下げ
7月 07日	 七夕
7月 15日	 中元
7月 20日	 月面着陸の日
7月 23日	 土用の丑の日

7 月 01 日　国民安全の日
　1960 年 5月の閣議で、産業災害・交通事故・火災等の災害
防止を図る為に制定。「全国安全週間」の初日。
　暑さで気の弛みから事故が多発する、夏場の一日が選ばれた。

7 月 02 日　公民権法制定
　アメリカで、黒人の公民権を認める「公民権法」が制定、
1964 年

7 月 04 日　米国独立記念日
　1776 年のこの日、英国からの自由と独立を宣言し、アメリ
カ合衆国が誕生した。
　また、1584 年にイギリスの探検家ウォルター・ローリーが、
北米開拓の為にヴァージニア州に上陸したのもこの日だった。

7
JULY

7 月のカレンダー
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文化を尊ぶ文明社会をつくるべきだ。

考える力、答える力が落ちていると言いますが、最も心配なの
は「問う力」がほとんどないこと。

世界は元々多様性に満ちているもの

日本には、美しい言葉をはじめとする固有の文化、誇るべき伝
統があり、今後、国家としてその質を維持し、さらに高める工
夫が必要です

時代が求める人材となるには世界を巡り価値観の違いを肌で感
じ触発されたり、そうした中で人脈を広げていったりといった
体験がきっと必要になる。

経営者には大局観にもとづく秩序形成の覚悟が必要です。成り
行き任せは、責任放棄になります。

ニュートン自身もすごい科学者でしたが、ガリレオやケプラー
の業績の上に乗っていたからこそ「遠くが見えた」と。科学の
本質は知識の積み上げです。

（日本は）グローバル化時代にもかかわらず、国際的な頭脳循
環がうまくいっていません。

未知に挑んだ結果、失敗したとしても、そこに名誉を与えなけ
ればいけない。

大事なのは事実の発見よりは価値の発見だろう。

　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：　野依 良治（のより	りょうじ）
国　：　日本・兵庫県出身
生　：　1938 年 9 月 3 日
職業：　日本の化学者（有機化学）

　野依	良治（のより	りょうじ、1938 年 9月 3日 [1]	-	）は、
日本の化学者（有機化学）。学位は工学博士（京都大学・1967年）。
2001 年に「キラル触媒による不斉反応の研究」が評価されノー
ベル化学賞を受賞した。

　1938 年 9月、兵庫県武庫郡精道村（現在の芦屋市）に野依
金城・鈴子の長男として生まれた。1945 年に終戦を迎え、疎
開先から神戸の六甲に戻り、兵庫師範学校男子部附属小学校（神
戸大学附属住吉小学校の前身）に学んだ。
　1951 年 4月、私立灘中学校に入学。ナイロンは石炭と水と
空気から出来ているという話を聞き、化学への志を抱いた。そ
の後、灘高等学校を経て 1957 年 4月に京都大学工学部に進ん
だ。
　1963 年 4月、京都大学工学部にて野崎一の研究室の助手
となった。1967 年 9月には工学博士の博士号を取得した。
論文の題は「The	chemistry	of	metastable	species	leading	to	
strained	homocyclic	molecules（歪をもつ炭素環の合成におけ
る不安定体の化学）」。
　1968 年 2月、名古屋大学理学部にて助教授に就任。1969
年 1月、アメリカ合衆国にわたり、ハーバード大学博士研究員
としてイライアス・コーリー（1990 年ノーベル化学賞受賞）
の下、1970 年 3月まで研究を行った。この時期、後のノーベ
ル化学賞共同受賞者となるバリー・シャープレスとの交流が始
まる。
　帰国後の 1972 年 8月、名古屋大学の理学部教授に昇進した。
その後、1983 年にはメントールの量産化に成功し、1986 年
には BINAP- ルテニウム錯体を発明するなどの業績を残した。

偉人の名言

偉人の名言
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ニュースダイジェスト
ウクライナ侵攻、「何年も続く可能性」
　ロシアがウクライナ東部のドンバス地方で支配地域を拡大さ
せるなか、西側諸国からはロシアによるウクライナ侵攻の長期
化に備える必要があるとの見方が出てきている。

　北大西洋条約機構（NATO）のストルテンベルグ事務総長は、
独紙ビルト・アム・ゾンタークの取材に対し、紛争がどのくら
い続くのかは誰にもわからないとしつつ、「我々は何年も続く
可能性に備える必要がある」と述べた。
　ストルテンベルグ氏は、軍事的な支援だけでなく、エネルギー
や食料の価格が上昇するなどして代償が大きくても、ウクライ
ナへの支援をとめてはいけないと語った。
　英国のジョンソン首相も英紙サンデー・タイムズへの寄稿で、
ロシアのプーチン大統領が消耗戦を用いるなかで、西側諸国は
長期戦の覚悟を決めなければならないと述べた。ジョンソン氏
は 6月 17日に２度目となるウクライナ首都キーウ（キエフ）
への訪問を果たしていた。

米ガソリン価格
　全米自動車協会（AAA）によると、6月 19日の米国の無鉛
ガソリン平均価格は１ガロン（約 3.8 リットル）当たり 4.98
ドル（約 670 円）と、前日の同 4.99 ドルに続き５ドルの大台
を下回った。
　ガソリン価格は 6月 18日までの１週間を５ドル以上で推移
した。6月 14日に過去最高値の 5.02 ドルを記録した後は毎日
徐々に下落していた。
　ただ、価格下落は一時的なものになりそうだ。まもなく多く

の学校が夏休み入りし、夏の旅行シーズンが到来すれば、ガソ
リン需要は上昇し価格も上向く。AAA向けにガソリン価格を
追跡している石油価格情報サービス（OPIS）の専門家は、夏の
うちに 6ドルに達する可能性があると語る。
　OPIS のデータによると、AAAの調査対象となるガソリンス
タンド 13万カ所のうち３分の１近くはレギュラーガソリンを
5ドル超で販売している。地域別では、17州と首都ワシント
ンでは平均価格が５ドル以上で、最も高いカリフォルニア州で
は平均 6.40 ドルとなっている。
　ガソリンや石油の価格は家計予算の大きな制約となってい
る。標準的な家庭では１カ月で約 90ガロンのガソリンを消費
するが、昨年に比べ平均１ガロン当たり 1.91 ドルの値上がり
で費用は月 172 ドル（約 2万 3000 円）以上増える。
　ガソリン価格の高騰で消費者が他の小売り消費を控えざるを
得ない兆候が見えており、経済がリセッション（景気後退）に
陥る可能性に懸念が示されている。

米 FRB、0.75％の利上げ　1994 年以来
　連邦準備制度理事会（FRB）は 6月 15日、0.75％の大幅な
利上げに踏み切った。景気を悪化させ、消費者を苦しめ、バ
イデン政権を足止めさせているインフレ抑制のための強硬策。
0.75％の利上げは 1994 年以来となる。
　エコノミストや投資家は今週まで、過去 22年で２回目とな
る 0.5％の利上げを予想していた。しかしインフレに関する 6
月 10日の報告書で値上げが経済全般に及んでいる実態が明ら
かになると、FRB がさらに大胆な利上げに踏み切るとの観測が
強まった。
　会合後の記者会見で FRB のジェローム・パウエル議長は
0.75％の利上げについて「異例の大きさ」だと認め、「この規
模が普通になるとは思っていない」としながらも、7月 26～
27日に開かれる次回会合では利上げ幅を0.75％とするか0.5％
にとどめるかについて話し合うことになるだろうと述べた。
　発表を受けて米株式相場は軒並み上昇。市場は FRB がイン
フレ抑制に向け強い姿勢を示したと受け止め、ダウ工業株平均
は 500 ポイント以上値上がりした。
　連邦公開市場委員会（FOMC）が 6月 15日発表した声明に
よると、投票ではメンバー 11人のうち 10人が 0.75％の利上
げに賛成した。カンザスシティー連銀のエスター・ジョージ総
裁は 0.5％の利上げに１票を投じた。
　声明では「インフレを 2％の目標に戻すことに力を入れる」
と強調した。

ニュースダイジェスト
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QS 世界大学ランキング
　英大学評価機関クアクアレリ・シモンズ（QS）による世界大
学ランキングでは今年、米マサチューセッツ工科大学（MIT）
が 11年連続の首位となった。
　ランキングでは、世界各国の1418校が順位付けされた。トッ
プ 20の約半数（9校）は米国の大学だったが、一方で米大学
全体の順位は後退した。ランキング入りした米大学 201 校の
うち、半数以上（103 校）が前年から順位を落とした。前年と
同順位だったのは 44校、順位が上昇したのはわずか 29校だっ
た。25校は今年新たにランクインした大学だ。

今年のトップ 20校は以下の通り。
1位	 マサチューセッツ工科大学（米国）
2位	 ケンブリッジ大学（英国）
3位	 スタンフォード大学（米国）
4位	 オックスフォード大学（英国）
5位	 ハーバード大学（米国）
6位タイ	 カリフォルニア工科大学（米国）
6位タイ	 インペリアル・カレッジ・ロンドン（英国）
8位	 ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（英国）
9位	 スイス連邦工科大学チューリヒ校
10位	 シカゴ大学（米国）
11位	 シンガポール国立大学
12位	 北京大学（中国）
13位	 ペンシルベニア大学（米国）
14位　	 清華大学（中国）
15位	 エジンバラ大学（英国）
16位タイ	 スイス連邦工科大学ローザンヌ校
16位タイ	 プリンストン大学（米国）
18位	 エール大学（米国）
19位	 南洋理工大学（シンガポール）
20位	 コーネル大学（米国）
（編集部注：日本の大学の最高位は東京大学の 23位）

QSのランキングは今年が 19回目。以下の 6指標で各校を評価
した。（かっこ内の％は評価で重視される割合）
1.	 学術界での評判（40％、高等教育の専門家へのアンケート
調査に基づく）

2.	 雇用者からの評判（10％、学生のキャリア形成に大学がど
れだけ貢献しているかについてのアンケート調査に基づく）

3.	 教員・学生の比率（20％、教員数を学生数で割って算出）

4.	 論文の被引用数（20％、過去 5年間に大学の研究論文が引
用された総数を教員数で割って算出）

5.	 留学生の割合（5％、全学生数に対する外国人の割合）
6.	 外国人教員の割合（5％、全教員数に対する外国人の割合）

景気後退が起きても継続すべき 3つの習慣
　米国では最近、リセッション（景気後退）入りの可能性が取
り沙汰されている。だが実際にどうなるかはわからないし、心
配しても始まらない。できるのは、自分の力の及ぶことについ
て集中することだ。リーダーシップを発揮し、冷静さを保つこ
と。以下に、景気後退が起きたときに続けるべき 3つの習慣を
挙げる。
1.	 節約を続ける	
景気後退の可能性について聞き、まず真っ先に「貯金しな
ければ」と思うなら、あなたは危ない状態にあるかもしれ
ない。緊急事態に備えた一定額の貯金は、普段からしてお
くべきだ。普段から倹約の習慣を続けよう。

2.	 常に大局を見る	
「景気後退」と聞くと、不安に駆られる人は多い。人は、
景気後退を失職や損失と同義に捉えてしまう。また、お金
にかかわることには感情的になる。	
自分の貯金が減っていくのを目にするのは気持ち良くない
し、解雇されてしまえば絶望的な気持ちになる。だが、景
気後退が永遠に続くわけではないことを心に留めておこ
う。景気は後退した後、回復する。経済は最終的に、自然
と上を向くのだ。	
ジェットコースターはテーマパークだけで十分だと思いた
いものだが、それと同じような急激なアップダウンは人生
にも訪れる。上昇するには、下降もしなければいけない。

3.	 自分と周囲に投資を続ける	
景気が後退したからといって、自己研磨をやめてはいけな
いし、周囲の人々の成長機会を奪ってもいけない。新たな
スキルを身につけて、仕事での成長に投資し続けよう。部
下がいる立場であれば、みんなの能力を伸ばす機会を与え
続けること。優先順位が変わる可能性はあるが、人への投
資を続けことが大事だ。	
世界は変化を続けており、常に自分の都合のよい方向に向
かうとは限らない。それでも、自分の生活やキャリアにつ
いては、自分が決めることができる。日ごろから蓄えを持
ち、冷静さを保ち、自分自身と周囲への投資を続けること。
外からの力によって、自分の進む道を外してはいけない。	
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ていねいな暮らしや豊かな時間を創出してくれる、こだわり家
電や本格派アイテムを求める人が増える予感。そんなニーズを
満たす充実アイテムも話題になるはず！

●スマ飲み
おうち時間にアルコールをヘルシーに楽しみたい人が増え、微
アル・ノンアル商品が充実。その日の気分やシーンに合わせて
賢くお酒を選択するスタイルとして、「スマート」に選んで「ス
マイル」で飲む、楽しく笑顔でヘルシーな「スマ飲み」が定番
になるでしょう。

●進化系オートミール
「米化」や「ちょい足し」「アレンジレシピ」などに挑戦する人
も多いなか、2022 年は調理しなくてもラクして、おいしく、
ヘルシーにとり入れられるお菓子やミール系インスタント食品
など、自炊しない派にもうれしい、進化系オートミールが増え
ること間違いナシ！

●パーソナル腸活
コロナ禍で免疫力強化、メンタルの健康という点からも関心が
高まっている腸活ですが、腸内環境は個々人によって異なるた
め、合うケアもそれぞれ。2022 年はあらためて自分にとって
最適な腸活を求める人が増え、そのためのサービスやアイテム
も進化するでしょう。

●多様性プロテイン
ロテイン飲料はすっかり浸透した感がありますが、2022 年は
形や組み合わせを変えて、手軽においしくたんぱく質がとれる
商品がさらに増えると予想。麻の実や藻由来のたんぱく質の躍
進に期待。

「健康促進」のための簡単な方法５選
　まだまだパンデミックが続く中 2022 年を迎え、"新しい年、
新しい自分 "の活気はあるけれど、ソーシャルジェットラグ（社
会的時差ボケ）を生き抜くことから決断疲労を克服することま
で、正直、私たちにはやることがいっぱいある。だが、だから
と言って健康の最適化を優先事項にしないないわけではない。
むしろ逆だ。ただ、幸福感を犠牲にしないでやるということだ。

１：“サイクルシンチング”を活用する
　"サイクルシンチング "とは、ライフスタイルや栄養、運動を、
月経周期の異なる段階に合わせて修正すること。
　月経周期の健康は、子どもを産むためだけに大事なのではな
く、健康のあらゆる側面に関わってきます。アメリカ産科婦人

FOOD & HEALTH
ヘルスケアトレンド 2022
	　コロナ禍で新しいスタイルへシフトした人や健康に対する
意識が高まった人が多い昨今、新しい時代へ向けた 2022 年の
ヘルスケア事情を、深掘りしながらお届けしていきます。

●ポジティブナチュラル
　「前向き×自分らしさ＝ポジティブナチュラル」はありのま
まの自分と向き合い、自分の個性を生かした美しさをポジティ
ブに表現していくという意味。世界的な SDGs や LGBTQ の流
れを背景に、2022 年は“私らしい美しさ”を探求する動きが
さらに加速するでしょう。

●うちトレ
おうち時間に手軽に姿勢を整えたり、リリースしたりと体の土
台・内側からケアするアイテムが増えましたが、2022 年はさ
らにアイテムの機能性、デザイン性、利便性がバージョンアッ
プしていくはず。「体の内側×おうち＝うちトレ」がもっと盛
り上がる予感。

●頭皮・表情筋ケア
マスクと自粛生活で一気に注目度がアップしたのが頭皮と表情
筋。老け顔対策としても欠かせないだけに、マスクをはずした
生活に戻るかもしれない 2022 年は、脱マスクに向けてさらに
頭皮・表情筋ケアへのニーズが高まるでしょう。

●ハイスペックおやつ
おやつもヘルシーに栄養価値をつけたものが続々登場。低糖質
が当たり前になり、たんぱく質やビタミン、乳酸菌など摂取し
たい栄養や成分をオンしたおやつや「完全栄養食」と銘打つも
のまでさまざま。2022 年もおやつの概念を変える、新トレン
ドに期待！

●フェムケア
テクノロジーで女性特有の健康課題を解決する商品やサービス
を指すフェムテックに対し、テクノロジーを使わないのがフェ
ムケア。まずは身近な生理用品やデリケートゾーンケアといっ
た日常アイテムから、“フェムケアデビュー”する人が増えて
いくでしょう。

●時創家電
新しいライフスタイルの模索期を経て、2022 年は高価だけど

FOOD & HEALTH
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科学会は正式に女性の月経周期を "第５のバイタルサイン（生
命兆候）"と分類しています。つまり、体温や脈、呼吸数、血
圧の変化と同様に重要なサインだということです。
　もちろん、女性は男性とは非常に異なる生理機能を持ち、ホ
ルモンの状況は日々変化する。同様に、代謝や栄養状況、必要
なエネルギーや神経伝達物質も変わります。ホルモンの変動に
食べ方や動き方、体のケアのしかたを適応させると、生物学に
逆らうのではなく連携して、日々の経験を改善することができ
るようになるのです。

２：電解質に注目する
　電解質は、典型的にはスポーツドリンクや持久力が必要なア
スリートに関連するものだ。とはいえ、精神的＆肉体的健康に
欠かせないサプリとして、ますます認知されるようになってい
ます。
　筋肉のパフォーマンスや回復に加えて、認知力、精神集中、
気分、倦怠感などはすべて電解質のアンバランスに影響される
のですそして、それは思っている以上によくあることなのだ。
汗で電解質が失われるのは明白だが、多くの日常習慣も電解質
のバランスに影響を与えている。
　カフェインやアルコール摂取、低炭水化物ダイエット、スト
レス、超加工された食品の過度な摂取、腸の不健康なども電解
質のバランスを阻害する。そこで、甘いエナジードリンクでは
なくサプリを試してみて。

３：メタボリズム（代謝）の鍛え方を学ぶ
　代謝を訓練する方法、メタボリック・フレキシビリティは、
体重管理やエネルギー、気分、慢性病予防など、健康に不可欠
です。
　つまり、異なる燃料を利用可能な度合いに応じて効果的に変
化させる代謝の能力のこと。簡単に言うと、いかにうまく炭水

化物と脂肪を切り替えてエネルギーにするかということだ。
　私たちの体はこれを絶え間なく行い、カロリー不足の時（狩
りをして食糧を探し回らなければならなかった時代）や、エネ
ルギー需要が増えた時にエネルギー生成を維持することができ
るようデザインされています。現代の食生活やライフスタイル
はこの不可欠なプロセスを損ないがちで、それが代謝のアンバ
ランスや病気の原因になるのです。
　フレキシビリティ（柔軟性）の欠如の主な原因になっている
のがグルコース代謝の機能低下、特に高インスリン血症（イン
スリン過多）です。基本的に炭水化物と糖分過多の食生活をし
ていると、糖分を燃料の一次供給源として使い、炭水化物と脂
肪を簡単に切り替える能力を失ってしまいます。これは血糖値
や気分、エネルギー、集中力、もちろん体重や免疫力の向上に
も悪いですね。

４：オンラインで栄養学を学ぶ
　健康の世界に目覚めたばかりの人も、既にフィットネスマニ
アになっている人も、栄養の世界に足を踏み入れるのはチャレ
ンジだ。毎週、新しい用語がバズり、対立する派閥がそれぞれ
食べるべきものを主張しているのについていくのは難しい。
　実は、健康的になる方法はたくさんありますが、素晴らしい
状態にたどり着くには時間も知識も実験も必要なのです。
　栄養を考える時に、考えるべき重要な要素は 3つある。基礎
（ベースとなる食生活を構成するもの）、パーソナライズ（それ
を自分の生化学とライフスタイルに合わせて、どう微調整する
か）、一貫性（それを長期にわたって達成する）です。
　人々はその場しのぎの解決策に騙されるのに嫌気がさし、サ
ポートと便利さ、パーソナライズされた知識を求めているので
す。

５：ビタミン D サプリを積極的に摂取する
　ビタミンDは健康と細胞の機能に不可欠。免疫系を強化し、
気分やホルモン、骨、腸の健康の調整にも関わっています。
　ビタミンDは、補充するのに最も効果的なビタミンD3の形
で摂るべきだと彼女は言う。だが、それだけでは最大限の恩恵
を受けるのに十分ではない。ビタミン K2もビタミンD3のメ
リットを全領域で得るのに必要ですから、この 2つが一緒に配
合された上質のサプリをよく見かけるはずです。
　通常は、一日で最もしっかり食べる食事の時に脂肪分を含む
料理と一緒にサプリを摂るよう、彼女はアドバイスする。吸収
を著しく助けるからだ。最後に、マグネシウムと亜鉛は、ビタ
ミンD3の吸収を向上あるいは最大限にするミネラルですから、
食生活で十分摂取するようにしましょう。
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アメリカ独立記念日ってどんな日？

　7/4	アメリカ独立記念日は、いわゆる、
アメリカの建国記念日です。日本にも建
国記念日がありますが、アメリカは、イ
ギリスの植民地、当時の大英帝国の一部
として発展した経緯から、アメリカがイ
ギリスからの独立を宣言した日を「独立
記念日」(Independence	Day)	とし、アメ
リカの誕生を祝う祝日となりました。

　アメリカがイギリスから独立しようと
したそのきっかけは、イギリスの植民地
に対する税制への不満からでした。1775
年に、マサチューセッツ州でイギリス軍
との抗争がはじまり、1776 年には、ア
メリカ東部13州の代表がフィラデルフィ

アに集まり、アメリカの方向性を決定す
るための会議が行われました。その会議
の中で、共同し、イギリスからの独立を
目指すこと	(Lee	Resolution)	が決議され
たのが	7 月 2日。そして、トーマス・ジェ
ファソンが中心となり作成された、アメ
リカ独立宣言	(United	States	Declaration	
of	Independence)	の文書が一般に公開さ
れた日が、1776 年 7月 4日です。それ
から現在に至るまで、7月 4日が「アメ
リカの独立記念日」として、全米で広く
祝われるようになりました。

　アメリカ合衆国の歴史のはじまりは、
18世紀の絶対王政の時代に、アメリカが

当時絶対的権力を持っていたイギリス国
王に立ち向かい、イギリスとの絶対的な
兵力の差をものともせずに、大きな困難
を乗り越えて勝利を勝ち取った！という、
アメリカらしいはじまりからスタートし
ます。

　アメリカ合衆国は、近代初の「自由と
平等」の理想を掲げた国で、そんな理想
を明文化したのが、アメリカ独立宣言で
した。
　アメリカ独立宣言を発表した、1776
年 7月 4日という日は、「自由と平等」
のその後の世界に大きな影響を与える
きっかけになった日とも言えます。

アメリカ独立記念日って
どんな日？

7 月 4 日は、アメリカの独立を祝う独立記念日、インディペンデンス・デイ (Independense Day) です。
アメリカが 1 年で一番盛り上がる祝日。アメリカはこの日に向かって、盛り上がっていきます。

アメリカのインディペンデンスデイの歴史と盛り上がり、過ごし方をご紹介します
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アメリカ独立の歴史
　アメリカ独立戦争真っ只中の 1776 年
7月 4日、アメリカで「アメリカ独立宣
言書」が採択されました。ベンジャミン・
フランクリンが立案し、ジョン・アダム
ズやベンジャミン・フランクリンが修正
したこの宣言書が採択されたことにより、
ニューヨークやペンシルベニア、ニュー
ジャージー、ジョージアなどの 13州が、
イギリスからの独立を宣言。
　1783 年、イギリスとアメリカがパリ
条約を結んだことにより、独立戦争が終
わり、アメリカ 13州がアメリカ合衆国
としてイギリスから独立しました。その
後、アメリカは、スペインやメキシコ、
イギリス、フランスなどから土地を買収
し、現在のアメリカ合衆国になったので
す。
　実際にアメリカがイギリスから独立し
たのは 1783 年ですが、独立宣言が出さ
れた 1776 年 7月 4日が、独立記念日に
制定されています。

世界で最初の	
自由と平等の国アメリカ
　当時、絶対的な権力を持っていたイギ
リスの王に立ち向かい「自由と平等」と
いう理想を掲げ、独立を達成したアメリ
カは、当時としては極めて画期的な独立
国家でした。
　そんなアメリカを目の当たりにし、フ
ランスでもその後、1789 年フランス革
命が起こることとなります。
　現在ではすっかりこのイデオロギーが
当たり前の世界となっていますが、最初
の一歩を踏み出したアメリカの行動は、
その後の時代の大きな転換点だったので
す。そして経済活動の自由の観点から発
展した資本主義という、国を繁栄させる
ためのゲーミフィケーションを上手く活
用し、現代のアメリカとなり、今でも世
界中にその強いイデオロギーで影響を与
え続けています。
　そんなアメリカの歴史が、現在でも新
しいことに挑み、失敗を失敗とも思わな
い土壌を生み、今でも世界中からアント
レプレナーを惹きつける魅力となってい
るのかもしれません。
　例年、7/4	のアメリカの独立記念日に
は、全米中で、多くの人が、BBQ	を楽し
み、夜は花火を見に出かけたり、テレビ
で鑑賞したり、また地域のイベントに参
加したり、歴史にちなんだ場所を訪れて、
独立戦争時代に少し思いを馳せたり、な
んていう独立記念日ならではの過ごし方

をしています。また、夏の連休というこ
とでたくさんの人々が、夏のバケーショ
ンをとり、みんな好きな場所へ旅行に行
き楽しむホリデーでもあり、夏の旅行者
でどこもいっぱいになります。

インディペンデンスデイの準備
は、4月から！
　春のイースターが終わると、スーパー
やショッピングモールの装飾が全部アメ
リカ国旗になり、国旗グッズが販売され
始めます。旗や風船などのデコレーショ
ングッズや紙皿、紙コップなどのパー
ティー用グッズ、メガネやハットなどの
アクセサリーに加えて、この日だけのた
めの洋服なども販売されます。

家庭での花火は、独立記念日だけ
OK！
　アメリカでは、「銃声に間違えられる」
とのことで、家庭用花火の使用が禁止さ
れています。それが、インディペンデン
スデイの日のみ解禁！家庭で花火をする
ことができるのです（一部のエリアを除
く）。
花火の販売は6月ぐらいから始まります。
スーパーのパーキングの一角や空き地な
どに大型の花火販売ブースが設けられ、
週末になると大行列ができているところ
も。またスーパーやホームセンターなど
でも購入可能。家庭用でも、日本のよう
な手持ちのかわいらしい花火はなく、大
きな打ち上げ花火しかありません。

ショッピングモールでは、
大型セールが！
　独立記念日ウィークは、ショッピング

モールやアウトレットで大型のセールが
行われています。ショッピングモールで
は、大幅セールをしていたり、アウトレッ
トでは、通常 30%オフのものが、50％
から 70％オフになっていたりと、かな
りお買い得。この時期に、アメリカを訪
れたらショッピングはかかせません！た
だ、当日だけは、時間を短縮して営業し
ているところもあるので、事前にサイト
をチェック！

街には人があんまり居ない！
インディペンデンスデイ当日
　遊園地はオープンですが、博物館やレ
ストランなどは、クローズしているとこ
ろが多く、街は閑散としています。ショッ
ピングモールやスーパーなどは、ほぼ営
業しています。

インディペンデンスデイの
お昼は BBQ、夜は花火大会
　お昼に集合し、家族や友達の家や公園
で BBQやピクニックというのが、アメリ
カの一般的なインディペンデンスデイの
過ごし方。お昼の時間を大好きな人達と
のんびり過ごし、夕方からみんなで近く
の花火大会の会場へ！

アトランタのイベントや花火大会
各シティでも行われていますので、チェッ
クしてみてください。
•	 Centennial	Olympic	Park	
Sunday,	Jul	3,	2022	5:00pm-10:00pm
•	 Stone	Mountain	Park	
Fantastic	Fourth	Celebration		
•	 Children’s	Museum	of	Atlanta
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アロマテラピー

エッセンシャルオイルで感情のコントロールを助ける

　日々の生活の中で感情はとても大切です。怒ったり、笑ったり、泣いたり、喜んだり、、、生活の中に感情がなかっ
たら豊かな心は生まれません。でも感情がコントロールできず、ストレスが溜まりすぎたりすると心身ともに
不調をきたします。そうなる前に何が自分にとってリラックスになるかを知っておくことも大事です。チョコ
レートを食べたり、カフェインの入った飲み物を飲んで解消する？たしかにチョコレートやカフェインの入っ
たドリンクは一時的にストレスを解消してくれますが、これらには依存性があり、摂り過ぎると返って疲労さ
せたり、ストレス解消には頼りたくないアイテムです。そこで活躍させたいのがエッセンシャルオイル。イラ
イラがおさまらない、悲しみから抜け出せない、前向きな気分になりたいのになれない、怒りがおさまらない、
自信がもてない、などさまざまなネガティブな感情を幸福で前向きな感情に持ってくるために助けてくれるの
がエッセンシャルオイル。チョコレートに手を出す前にまずはエッセンシャルオイルの蓋を開けてみてくださ
い。状況が変わらなくても、気持ちを前向きにもつことを助けてくれるでしょう。

アロマテラピー◎タウンゼント瞳

怒り静め、安らぎを感じたい時には
ラベンダー、イランイラン、ベルガモット、ゼラニウム、
ローマンカモミール、パチュリー、ベチバー、クラリセージ、
スペアミントなど

お勧めブレンド
スペアミント...................................２滴
サンダルウッド..............................２滴
シダーウッド...................................１滴
ラベンダー........................................２滴

怒りから解放され克服したい時には
ベルガモット、ローマンカモミール、ベチバー、
フランキンセンス、スパイクナード、イランイランなど

お勧めブレンド
パチョリ............................................３滴
イランイラン...................................２滴
ゼラニウム........................................１滴
シダーウッド...................................２滴

重く沈んだ心に寄り添い、気分を高めたい時には
オレンジ、レモン、グレープフルーツ、マンダリン、
ベルガモット、タンジェリン、クレメタイン、
フランキンセンス、ラベンダー、メリッサ、クラリセージ、
ジュニパーベリー、パチョリなど

お勧めブレンド
オレンジ............................................１滴
レモン.................................................１滴
グレープフルーツ..........................１滴
ベルガモット...................................１滴
フランキンセンス..........................２滴

穏やかな安らぎを取り戻したいときには
ジュニパーベリー、サンダルウッド、シダーウッド、
ゼラニウム、ラベンダー、スイートマジョーラム、
ローマンカモミール、イランイランなど

お勧めブレンド
ジュニパーベリー..........................１滴
サンダルウッド..............................２滴
シダーウッド...................................２滴
ゼラニウム........................................１滴
ラベンダー........................................１滴
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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　

自信や勇気を取り戻したい時には
ペパーミント、クレメタイン、ダグラス
ファー、バジル、ユズ、メリッサ、
ローズマリー、コリアンダー、
ブルータンジーなど

お勧めブレンド
ダグラスファー..............................３滴
ブルータンジー..............................１滴
ペパーミント...................................２滴

傷ついた心を癒したい時には
パチョリ、イランイラン、サンダルウッド、
クラリセージ、ジャスミン、ベルガモット、
ラベンダーなど

お勧めブレンド
パチョリ............................................３滴
イランイラン...................................２滴
サンダルウッド..............................２滴

前向きで明るい気持ちになりたい時には
タンジェリン、ラベンダー、クラリセージ、
イランイラン、サンダルウッド、メリッサ、
ゼラニウム、シダーウッドなど

お勧めブレンド
タンジェリン...................................３滴
サンダルウッド..............................２滴
イランイラン...................................１滴
レモン.................................................３滴

エッセンシャルオイルの使用方法　

1.	 蓋を開けて嗅ぐ、ティッシュに垂らして持ち歩く	
一番手っ取り早いのは蓋をとって嗅ぐことです。ネガティブな思いが香りと共にぱーっと明るくなります。手に直接
たらして手のひらをカップ状にしてかぐ方法もありますが、オイルメーカーやオイルの種類によっては希釈なして使
用することを禁止されていることがあるので、必ずボトルを確認してください。ティッシュなどに数種類のオイルを
たらして持ち歩いたり、枕カバーなどにいれることもできます。

2.	 ディフューズする	
専用のディフューザーにエッセンシャルオイルを入れてディフューズする以外にも、出先などでディフューザーが
ないときはお湯を入れたカップに数滴エッセンシャルオイルを垂らすだけでもディフュザーの代わりになります。
ティッシュに垂らしてから車のエアコンの噴き出口にかざしておくだけで車内全体にティフューズすることもできま
す。運転中の気分転換には最適です。

3.	 マッサージ	
お好みのエッセンシャルオイルを大さじ１のキャリアオイルに数滴たらし混ぜ合わせたものを全身、もしくは手のひ
ら、足の裏などのツボに優しく擦り込みます。耳も全身のツボが凝縮している場所なので、手っ取り早くマッサージ
するには最適な箇所です。自分でも簡単にでき、場所を選ばずできます。

4.	 入浴	
- バスソルト　	
エプソムソルト（Epsom	salt）か天然塩 1/4-1/2 カップに 3-10 滴のオイルを蓋のついた容器に入れよく振り混ぜ合
わせ、温かいお湯に溶かしてから入浴します。	
- 体を洗う時に　	
シャワーを浴びる時に体を洗うタオルにボディーソープと一緒にを数滴（3-6 滴）のオイルを垂らして一緒に泡立て
ることもできます。無香料のソープ（Dr.Bronner のベビーソープなど）がお勧めです。	
- ボディースプレー	
120mlくらい入るスプレーボトルにお好みのオイルを10-15滴入れてから蒸留水を入れてよく振ってから入浴やシャ
ワーの直後に全身スプレーします。
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新曲「Angel Time」が発売◎ MADOCA

　ピアニスト・キーボード奏者、作曲者でもいらっしゃるマドカ（Madoca）さんの新曲「Angel	Time」が発売されましたのでご紹
介させていただきます。キム・ウォーターズ（Kim	Waters）氏プロデュースによる「Angel	Time」は、マドカさんのスタイリッシュ
なピアノとキム・ウォーターズ氏のサックスソロの滑らかな音があなたの心と魂に音楽による恵みを提供します。マドカさんは世
界中の人々がパンデミックによって精神的にかなりの負担を受けている中、この曲を作曲されました。「Angel	Time」には、彼女の
音楽ですべての人の精神的な波動を高めるのを助けるきっかけになればとの、心からの願いが込められています。

　彼女の音楽スタイルはコンテンポラリー、クラシックジャズ、フュージョン、ソウル、ファンク、ラテンなどをブレンドした、
独自のスタイルを確立していらっしゃいます。洗足学園音楽大学ピアノ科を卒業後、3日間のライブオーディションで奨学金を
勝ち取り、ヤマハ	ネム音楽院に推薦で入学（当時は少数の人数しか入学することのできない難関校でした）。Berklee	College	of	
Music で、ジャズピアノ、ジャズセオリー、アンサンブル、コンポジション、アレンジメントなどを学ばれました。

　「Angel	Time」は、ノスタルジックなサックスの音色が、私の気持ちを一気に上空に高く飛躍させ、そのまま音楽飛行を楽しんで
いると、とても勇ましくも安心した気持ちになっていきます。ピアノの奏でる洒落たリズム、ラテンのテイストが私を音楽の中に
どんどん浸透させていきます。メロディが美しいのに加えて一つ一つのイメージがとても明確で、それぞれがとても自然に繋がっ
ていて、永遠にループして聴きたくなるような中毒性がある感じ。タイムマシーンに乗った
ように、懐かしい景色、決して消すことのできない記憶が戻ってきて、何があっても私たち
は変わらずここにいるから、そして 1分 1秒を大切にしてほしいと語ってくれているように
感じました。

　音楽って、心の奥深くまでささやきにきて、私たちの中の自然にあるものを刺激し、心を
開くだけで素敵な魔法を与えてくれる。マドカさんのピアノとサックスのデュオが、とても
高いレベルのインスピレーションや波動を生み出し、その空間を自由自在に、奔放に動きだ
す。そしてそれはやがて私たちの心を大きく開いて、強いメッセージをうけとることになる
んだと思います。是非、皆さんにもこんな感覚を感じて頂きたいです。

「Angel	Time」のデジタルストリーミング：https://madocamusic.hearnow.com/
マドカ（Madoca）さんのウエブサイト：https://artistecard.com/madoca

新曲「Angel Time」が発売



19ANIS ATLANTA - July 2022

自宅で簡単メロンパントースト

折り紙ワークショップ
2022 年 6 月 17 日日曜日 |.11:00.am-1:00pm
Nakato.Japanese.Restaurant.
(1776.Cheshire.Bridge.Rd.NE,.Atlanta,.GA.30324)

　このインタラクティブな折り紙ワークショップに参加して、
日本の有名な折り紙アーティスト、小暮幸子をフィーチャーし
た日本の伝統的な折り紙アートの複雑さを学びましょう。
　各参加者は、折り鶴を作って家に持ち帰り、インタラクティ
ブなデモンストレーションの後にお弁当を楽しみます。
　お申し込みは下記のURL	からお願いいたします。

参加費は平和の鐘 プロジェクトに寄付されます。

メロンパントースト自宅で簡単
食パンに塗って焼くだけで、お店で売っているようなメロンパン
を再現できる「メロンパントースト」のレシピをご紹介します。
とっても簡単に作れるうえに、すこし特別感のあるメロンパン
トースト、ぜひ作ってみてくださいね♪

材料（1人分）
食パン ... 1 枚（6 枚切り）
バター ...................15g
砂糖 ... 大さじ 1 と 1/2 杯
小麦粉 ......... 大さじ 2 杯

作り方
1.  ボウルに、常温でやわらかくしたバターを入れ、混ぜ

てなめらかにします。
2. 1 に砂糖を加え、なじむまで混ぜましょう。
3.  2 に小麦粉を加え、粉っぽさがなくなるまでしっかりと

混ぜ合わせます。
4. 食パンに 3 を塗り、格子状に模様をつけて、砂糖（分量

外）を薄くまぶしてトースターで 4 分ほど焼いたら完成
です。
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パパッとつくっておいしくたべよ

きちんとおいしく作れるレシピ

焼肉のタレで
簡単手羽元煮
材料（2 人分）
鶏手羽元 ( 計 350g) ...............................6 本

(A) 焼肉のタレ ................................大さじ 2

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

(A) 砂糖 ............................................大さじ 1

(A) すりおろしニンニク .................小さじ 1

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

電子レンジで作る、焼肉のタレで簡単手羽元煮はい
かがですか。電子レンジで鶏手羽元を加熱すると、
ふっくらとジューシーに仕上がりとってもおいしい
ですよ。焼肉のタレが染みた鶏手羽元はおつまみに
もぴったりです。ぜひお試しください。

1. 鶏手羽元はフォークで数カ所刺します。

2. ジッパー付き保存袋に、1 と (A) を入れ揉み込みます。

3. 耐熱容器に 2 を入れラップをして、600W の電子レンジで 5 分程加熱したら、鶏手羽元の上下をかえして、

ふんわりとラップをかけ、さらに 5 分程加熱します。

4. 中まで火が通ったら器に盛り付け、小ねぎを散らして完成です。

鶏手羽元にフォークで穴をあけることで味がなじみやすくなり、加熱した際に破裂しに

くくなります。

焼肉のタレの量は、お好みで調整してください。鶏手羽元の代わりに、鶏手羽先などでも代用いただけます。

ご使用の電子レンジの機種や耐熱容器の種類、食材の状態により加熱具合に誤差が生じます。様子を確認し

ながら完全に火が通るまで、必要に応じて加熱時間を調整しながら加熱してください。

身近にあるもので家族が喜ぶ簡単おうちごはん

おいしくたべよ
と作ってパッパ
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　引き続き大退職時代と呼ばれる昨今、採用市場では何が起
きているのでしょうか。
　パンデミック前の 2019 年は、まだ多くの求職者が仕事を
求めていましたが、その後 2020 年にパンデミックが起こり、
求人数の減少と共に、求職者数も減少しました。求職者が先
行き不透明な状況での転職を見合わせたことが一つの大き
な要因と言えます。
　その後 2021 年に入り、徐々にパンデミックが落ち着いた
頃から、景気が上向きとなり、凍結していた求人も急激に増
加していきました。パンデミックで転職を見合わせていた求
職者も、自分のキャリアについてじっくり考える期間を経
て、転職活動を再開しました。

　特にキャリア基盤の整った中堅・管理職層の転職が増加し
たというのが、この大退職時代の特徴です。求職者の仕事に
対する意識と求める条件がパンデミックを経て変化し、より
慎重に仕事を選択するようになりました。
　高い給与、より良い福利厚生、昇進のチャンスを求め、バ
イリンガルの候補者でも、バイリンガルスキルが不要な米系
企業の仕事に就いているというケースもみられます。
　また、在宅勤務でオンオフの切り替えが難しくなり、疲労
感、消耗感を感じ、最終的には燃え尽き症候群になってしま
い転職を決断した方、経済的理由で転職をしなければいけな
くなった方などもいますが、離職に対して抵抗感が比較的少
ない層も存在し、退職に拍車をかけています。

　では、求職者は企業に何を求めているのでしょうか。一般
的に言われているのが、下記が主な項目です。
•	 ウェルビーイング ( 個人・家族の生活体験向上 )
•	 福利厚生の充実
•	 ハイブリッドワーク
•	 企業と個人の価値観の一致
•	 企業からのキャリアプラン提示
•	 リスキリング、アップスキリング
•	 個人のニーズに合わせた働き方

　この項目を見ると、以前よりも増して、仕事と個人の生活
の垣根が低くなってきていることが分かります。パンデミッ

クにより、企業も沢山の変化を余儀なくされましたが、それ
に伴い、企業が従業員に求めるスキルも変化しました。その
ため、従業員が新しいスキルを身につけることは重要課題と
されており、企業も力を入れている分野です。

　また、ハイブリッドワークについてですが、オフィス・在
宅だけではなく、Work	from	anywhere,	つまりどこでも働
ける自由度を労働者は求めているようです。これを実現する
には、雇用主側のポリシー変更や IT コラボレーションツー
ルを利用しながら、バーチャルでどのように管理するか、
チームでどう目標を達成するかなど、企業側が新しい視点を
もって勤務環境を整えることが必要ですが、併せて従業員の
歩み寄りが何よりも必要不可欠になります。
　3年前と著しく環境が変わり、求職者の価値観も変わりま
した。それに伴い、これから企業の取り組みも徐々に変化し
ていくでしょう。採用市場は、外的要因とその時の需要に基
づき引き続き変わっていくので、日々の情報に敏感になるこ
とは採用市場を理解する上で重要なポイントになります。

参照 :	Forbes	“Top	Ten	HR	Trends	For	The	2022	Workplace”

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

Akiko Komura

バイリンガル求職者の
就 職 ・ 転 職 事 情

バイリンガル求職者の就職・転職事情◎ PASONA
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在外選挙登録資格
❶ 満18歳以上で
❷ 日本国籍を持っていて
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）

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。

外
務
省

大使館

電話又は葉書

・旅券
・申請書
・居住している事を
 証明できる書類
　（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

選挙人証用意する物

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。

郵便等投票

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。

在外公館投票

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。

日本国内で投票

詳しくは、 TEL： Mail：(404) 240-4300 ryoji@aa.mofa.go.jp在アトランタ日本国総領事館
TEL： Mail：(615) 340-4300 con1@nv.mofa.go.jp在ナッシュビル日本国総領事館

登録・投票は簡単です

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。
※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。

または
まで。外務省　在外選挙 検索
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雇用スポンサー永住権申請カテゴリー
　米国永住権（通称“グリーンカード”）の申請方法には、大
まかには家族スポンサーによる申請、抽選による申請、雇用
主スポンサーによる申請、亡命者による申請などがあります。
ここでは雇用主スポンサーの種類について解説します。雇用
主スポンサーによる永住権の申請には下記の 5つの優先枠が
あります。
【第 1優先枠】
•	 Extraordinary	Ability	(EB1-1).　科学、芸術、教育、ビジネ
ス、スポーツ等の分野で世界的に傑出した業績保持者。例：
ノーベル賞やアカデミー賞受賞者、オリンピックメダリス
ト、画期的な発明者等。
•	 Outstanding	Researcher	(EB1-2).	研究能力や業績が国際的
に評価され、その研究分野で最低 3年間の教職か研究経験、
さらに大学で教職もしくは研究機関や私企業で同等の研究
職に従事経験有。
•	 Multinational	Manager	(EB1-3).　海外の関連会社で渡米前
の 3年間の内 1年以上の上級管理職に就き、さらにアメリ
カでも上級管理職として赴任している者。
•	【第 2優先枠】
•	 高度学位・卓越能保持者 .	科学・教育・ビジネス分野で有
能な人材、或は大学院以上の専門職従事者。
•	 National	Interest	Waiver	(NIW).　アメリカの国益に貢献す
る者。

【第 3優先枠】	 学士号保持者、	熟練・非熟練労働者等。
【第 4優先枠】	 宗教活動従事者等。
【第 5優先枠】	 投資による申請。

　日本人やアメリカの大卒者がよく使う第 2・3優先枠の申請
は、3段階の申請過程を経ます。
(1)	 労働許可申請 .　まずは労働局に当該ポジションに対する
平均賃金を申請し、次に地元のメディアに求人広告を掲
示します。地元の労働局への 30日の求人、地元日曜新
聞に２回掲示、社内で１０日間の掲示を行います。大卒
を必要とするポジションであれば、さらに３つのメディ
アに求人広告を掲示します。求人広告掲示後、応募者の
履歴書をレビューし、米国市民や永住権保持者で最低資
格条件を満たす人材がいないことを証明できれば、労働
局に外国人労働許可申請	(Labor	Certification	Application)	
の申請を行います。

(2)	 雇用主スポンサー移民申請 .　労働許可申請が承認された
ら、次に雇用主が移民局にスポンサー申請を提出します。
•	 第 1優先枠 .　第 1優先枠の人は、労働局への労働許可
申請を免除されるので、移民局に雇用主スポンサー申

請と永住権の申請を提出することができます。
•	 NIW.	第 2 優先枠のNIWも労働局への労働許可申請を
免除されますが、労働許可申請書類を雇用主スポンサー
申請と一緒に移民局に提出します。
•	 個人申請 .　雇用スポンサー申請は通常雇用主が労働許
可申請と雇用主スポンサー申請を行いますが、上記の
うち Extraordinary	Ability	(EB1-1) と NIW	(EB2) は自己
申請を行うこともできます。特に大学の正社員ではな
い研究者などは、これらのカテゴリーで自己申請する
ことも検討できます。

(3)	 永住権申請 .　最後に本人と家族による永住権（グリーン
カード）の申請を移民局に提出します。
•	 米国内で合法的な滞在資格を保持していれば、移民局
に永住滞在資格への変更申請を提出します。永住権の
国別枠による待時間がなければ、雇用主スポンサー申
請と永住権申請を同時に提出することができます。永
住権申請と同時に就労許可証と旅行許可証も申請しま
す。また、トランプ政権により永住権申請者全員に面
接が義務付けられたので、面接時に引き続き雇用主の
雇用オファーが有効であること、過去に犯罪歴や違反
歴がないかなどを確認されます。
•	 米国外にいる人は、米国大使館か米国領事館を通して
永住ビザの申請をします。	
尚、永住権申請の各過程の審査時間がコロナの影響で
大幅に遅れています。移民する意思を示すことを許さ
れている LビザとH1Bビザ以外のビザ保持者は、永住
権申請書類提出後は、第３段階で申請した旅行許可証
を入手するまで、国外にでられないので注意が必要で
す。また、LビザとH1Bビザ以外のビザ保持者は、永
住権申請書類提出後は、永住権申請中に滞在資格が失
効したら、就労許可証が届くまで就労することができ
ないので、事前にあらゆる可能性を検討し、十分に計
画することが大切です。

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

執筆：大蔵昌枝弁護士	
Taylor	English	Duma	LLP 法律事務所
＊	Copyright	reserved.	著作権所有
1600	Parkwood	Circle,	Suite	200,	
Atlanta,	GA	30339
DIRECT:	 678.426.4641
OFFICE:	 770.434.6868
E-Mail:	mokura@taylorenglish.com
www.taylorenglish.com

雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士

雇用・労働・移民法ニュース
皆様に随時移民法、ビザ情報をアップデートしております。

アイアイアイ キャリアからの
お知らせ
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我楽多横丁こぼれ話◎野呂利　歩

　	病人は答えた。「主よ、水が動くとき、わたしを池の中に入
れてくれる人がいないのです。わたしが行くうちに、ほかの人
が先に降りて行くのです。」
　　　　　　　　　　　　　　　　ヨハネの福音書　５章７節
	
　エルサレムに、ヘブライ語で「ベトザタ」と呼ばれる池があ
りました。その池の側に、38年間も病気で苦しんでいる人が横
たわっていました。べトザタの池には、いつも、大勢の病人が
集まっていました。なぜなら、その池に、時々、神の使いが降
りて来て、水を動かし、池の水が動いた時、一番先に池に入っ
た者は、どんな病気でも癒されました。
	
　イエスは、その病人を見て、「良くなりたいか。」と言われま
した。彼は、「はい。良くなりたいです。」と、言えばよいのに、
「私には池の中に私を	入れてくれる人がいない。いつも、誰か
に先を越されている」と答えました。他の人が、我先にと、池
に入ってしまうので、自分は治らないと言うのです。彼は、自
分の病気が治らないのを人のせいにしていました。そんな彼の
心を見て取られたイエスは、「では、わたしが池に入れてあげよ
う。」ではなく、「起きて床を取り上げて歩きなさい。」と言われ
ました。

	　つまり、人に責任転嫁をするのではなく、自分の足で立って
しっかりと自分の責任で歩めと言われたのです。すると、その
病人は、そのイエスの言葉を心に受け入れ、信じて、行いました。
そして、すぐに立って床を上げて、歩き出しました。もし彼が、
イエスの言葉を信じなければ、決して起きようとはしなかった
でしょう。イエスの言葉を聴き、イエスに心を開き、意を決し
て起き上がろうとした時、神の力が病人に臨み奇跡が起きまし
た。
	
　あの人がああしてくれない、こうしてくれない、だから自分
はこうなのだと、他人のせいにして、言い訳をしたり、愚痴や
不平不満、自己憐憫の中に居る人は、かなり多いのではないで
しょうか。多くの問題の原因は、私たちの心の態度です。神へ
の信頼・信仰を持って一歩踏み出すことが必要です。人に依存
するのではなく、神に依存して祈り、自分の足で立って歩みま
しょう。決心が必要ですが、神のことばを信じて受け入れ決心
した時、力が与えられ、生きること	の喜びと、実感を得ます。
信じないで、その場に留まり続けず、信じて行う者となりましょ
う。神を信じる者は、落胆させられません。必ず、神様の栄光
を見ます。そして、変えられます。
　神は愛です。私たちは、愛されています。

　実はこれ、携帯電話の話。
　スマートフォンとはよくネーミングしたものだと思う。盛沢
山の機能を付けてスマートな道具、スマートな生活とでも言お
うか。世の中、猫も杓子もスマートフォンにしがみついている。
NY拠点の Light	Phone 創業者曰く「宇宙人が地球に来たら、優
性種スマホが全て人間をコントロールしている、と言うだろう」。

　日本ではひと昔前に「ガラケー」と呼ばれていた携帯がある。
おとなしい英語表現では Feature	Phone と呼ばれるが、他にも
言い方がある。最も古くからあるのが Brick	Phone である。直
訳すればレンガ型携帯電話。筆者がアメリカに来た 1995 年、
まだ日本ではお目見えしなかったが、すでにモトローラ社が長
方形の大きい携帯電話を市販していて、早速仕事用に購入した
ものだ。確かにレンガに匹敵する大きさであった。だから Brick
とは納得である。

　もう一つの呼び方がDumb	Phone。語呂合わせではないが、「ダ
メ携帯」と聞こえなくもない。過剰な機能が付いている”スマー
ト”携帯に比べれば、電話とメッセージの基本機能だけなので「ダ

メ」なのかもしれぬが、このDumb携帯が欧米で見直されつつ
あるどころか、急速に広まっているというから面白い。調査に
よると、Dumb携帯の世界販売が 2019 年４億個に対し、2021
年は 10億個を突破した。因みにスマホは 14億個だが今年から
減少に転じているようだ。

　広まっている理由は、コストパフォーマンスの一語に尽き
る。スマホは本来の携帯の機能よりインターネット接続アプリ
の SNS やエンターテインメント機能の充実を重点化し、利用者
を維持拡大する為に次々と新アプリで利用者を誘い込む。「ハン
ディで便利」に惑わされて利用者は新アプリの追っかけとなっ
ていった。ここにきて、過剰に不必要な機能に翻弄されていた
人達が必要以上にお金を払わされていることに気づき、昔なが
らのDumb携帯に戻る流れが出てきたのである。しかも面白い
ことに、Dumb携帯の主流が老人層ではなくて 30～ 40代らし
い。

　因みに筆者は何を使ってるかって？もちろん昔も今もDumb
携帯、しかも Prepaid 携帯である。

野呂利　歩

Smart? Or Dumb? 　あなたはどっち？

我楽多横丁こぼれ話

聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉 By ますみ
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　人生における成功とはいったい何でしょうか？これまで日本
人の多くが持っていた成功のイメージとは、高い社会的地位や
名誉を得た人、あるいは財産を作った人のことでした。確かに
今でも、名経営者といわれる人は、自らを律することのできる
立派な方が多いですから、一概に間違いとは言えないかもしれ
ません。しかし、それは成功の一つの形にすぎません。では、
真の成功とは何か、少し考えてみましょう。

　松下幸之助著「人生心得帖」には、次のようなことが記して
あります。

　私は、成功とは自らに与えられた天分を完全に生かしきり、
使命を遂行することだと考えます。従って、成功の姿は人によ
り皆異なります。ある人にとっては大臣になってその任を果た
すことが成功となり、また、ある人には靴屋さんとして周囲の
人に役立ち喜ばれることが成功になります。
　それぞれの天分に生きている人は、いつも生き生きと、自分
の喜びはここにあるのだという自信と誇りを持って、充実した
人生を送ることができると思います。そういう人が多ければ、
世の中は力強い発展がもたらされるのではないでしょうか。

　この現在の社会の中、自らの天分・使命を感じながらできる
仕事をしている人々がどれくらいいるのでしょうか？「イヤイ
ヤ」「仕方なく」「何となく」やっている仕事をお持ちの方がほ
とんどではないでしょうか。しかし、これからは、自分は一体
何がしたいのか。どういう仕事で社会貢献したいのか。自らの
天分・使命に沿う職業とは何なのか。こういうことをそれぞれ
の子どもたちが（大人たちも）考えるようになることが大切だ
と思います。
　私は、公文式とは柔道、剣道などと同じで『道』を追求する
学問だと考えています。『公文道』というのでしょうか。もち
ろん、体得するものは高校・大学で困らない学力でしょうが、
それを究めていく過程で、わが子が葛藤と闘いながら、どれほ
ど精神的に強くなっていきつつあるか、一度でもわが子がスラ
ンプを打破した経験を持つお母様ならすぐに分かることだと思
います。
　わが子が葛藤に苦しんでいるときには、見ているお母様や私
たち指導する側もつらいものです。でも、それを乗り越えてい
く姿を見ることで、私たち大人自信も学び、成長することがで
きるわけです。
　また、学年をに２学年、３学年と超えていった生徒には、「苦
しいときは、分かるところまで戻ってくり返し学べばいい」、
あるいは「日々の地味な努力の積み重ねで今の自分がある」な
ど、人生哲学といっても過言ではない考え方が浸透していきま
す。
　これらの言葉は、口でいくら言って聞かせても無駄であるこ
とは皆さんよくご存知のことです。それが、学習を継続してい

く中で自然と身につくわけです。柔道、剣道の達人と同様、公
文道の達人もまた、確かな学力に裏打ちされた筋金入りの人た
ちです。

　使命感をもって職に就き、自らの天分を全うしていく人とは、
まさに一生学び続けることができ、挫折があっても決してへこ
たれない人のことです。そういう力の基礎を築き、それぞれが
『天職』についてほしい、これこそ、公文公氏、そして私たち
指導者の願いです。
　今年、８年生で公文式カリキュラムを全て修了した Gさん、
幼児より入会して学習障害を公文式で克服し、３学年先を学習
中の Sちゃん。毎日、毎日、決して休まず３教科（数学、国語、
英語）を学習し、２教科を全て修了した K君、等々、わが教室
でも公文道を究める達人がたくさん誕生しています。目先の社
会的地位を追うのと違い、天分に生きるという考え方は全員に
可能です。そして、子どものうちから学び続け、一道を究めた
経験は、何物にも代えがたい貴重な体験となります。
　
　ぜひ、わが子を何かを一生懸命一筋に究め続ける努力をする
達人にしようではありませんか。いろんなお稽古事をちょっと
大変になったからといって辞め、違う習い事を渡り歩く「習い
事ジプシー」。「気がついたら何一つ物になっていなかった。」っ
という状況にわが子を導いていませんか？天分に生きる人が増
えれば、将来は間違いなく素晴らしい
世の中になります。そういう人材を一
人でも多く育成できるよう全身全霊で
しごとに打ち込みます。新しい学年が
はじまりました。今学年、何か究めら
れる目標を親子で見つけ、打ち込んで
みましょう。

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　

子育て知恵袋 in Atlanta ◎長谷川ゆかり

長谷川ゆかり子育て知恵袋　in Atlanta☺
人生の成功と公文道
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　夏真っ盛り。皆さんお元気ですか？アスレチックトレーナー
の假屋です。今年もジョージアに暑い熱い夏がやってきました
ね。まさしく“Hotlanta”です。ジョージアの夏はわりと湿度
もあるので体感温度は気温以上です。そこで、気をつけてほし
いのが熱中症です。

　熱中症とは、高温多湿な環境に、私たちの身体が適応できな
いことで生じるさまざまな症状の総称です。一口に熱中症と言っ
ても、Ⅰ度（軽度）、Ⅱ度（中等度）、Ⅲ度（重度）に分けられ、
症状も危険度も違います。軽度の場合は早めの処置でセルフケ
アすることができますが、中等度以上の場合は、医療機関の受診・
処置が必要です。
　今回は、熱中症の危険性と適切な処置方法とともに、ここア
メリカでの熱中症に対する認識と対処法についてもお伝えした
いと思います。

　まず、一般的に熱中症は“Heat	Stroke”と英訳されること
が多いです（Google 翻訳も）が、正しくは”Exertional	Heat	
Illness“です。そして、”	Exertional	Heat	Illness“も日本と同じ
で症状別に３段階に分けられていて、それぞれ呼び方も違うの
で気をつけてください。
Ⅰ度（軽度）=	Heat	Cramp　Ⅱ度（中等度）=	Heat	Exhaustion
　Ⅲ度（重度）=	Heat	Stroke 呼び方など大したことないと思い
がちですが、命に関わることですので、万が一の時に医療機関
や救助の方と正しくコミュニケーションをとるためにもぜひ覚
えてください。さて、では実際に熱中症になってしまったら、
どうしたらいいのでしょう。

熱中症の症状 処置

Ⅰ度・軽症

Heat Cramp

•	めまい・立ちくらみ・こむら
返り・足がつる
•	手や口のしびれ・発汗・気分
が悪い
•	熱はあまり上がらない
*意識はしっかりしている

冷所での安静、体表冷却、
水分・塩分・糖分の摂取
補給、
腓返りや足がつっている
場合はストレッチ、

Ⅱ度・中等度

Heat Exhaustion

•	頭痛・吐き気・嘔吐・倦怠感・
大量発汗
•	肌が冷たく青白い・心拍の上
昇・血圧低下

•	筋肉の痙攣・40℃以下の発熱
* 意識はある

Ⅰ度の対処法に加えて首
や脇下、股関節などに氷
をあて体温を下げるなど
の応急処置の上、医療機
関の受診が望ましい

Ⅲ度・重症

Heat Stroke

•	極度の頭痛・体の痙攣（ひき
つけ）
•	異常な発汗もしくは発汗停止・
肌が熱く赤い
•	40℃以上の発熱・心拍数、血

圧の上昇
* 意識朦朧、混濁、または失神

直ちに 911 コール。救急
が到着するまでも、でき
る限り体温を下げる（氷
嚢をあてる、氷風呂に入
れる）

　表の通り、症状別で処置も医療機関を受診するタイミングも
違ってきます。また“Heat	Cramp”の段階にも関わらず“Heat	
Stroke”と言って受診や救助を求めてしまうと、救急車騒ぎに
なってしまうこともあるのでくれぐれも気をつけてください。

　基本的に熱中症にならないためには、暑い時間帯の運動を避
け、充分な水分・塩分・糖分補給をし、運動時はこまめな休憩
を心がけ暑さに適した服を着てください。綿素材が良いと思わ
れがちですが、最近は素材開発が進んでいて通気性に優れたポ
リエステル素材の良いものが多くありますので、そのような衣
服をお勧めします。
　また、気をつけてほしいのが帽子です。帽子は素材や形状を
選ばないと却って逆効果になるので気をつけてください。頭の
熱を逃しやすい通気性の良いメッシュ素材のものやサンバイ
ザーなどをお勧めします。麦わら帽子なんかは最高ですね。
　熱中症は命をも落としかねないとても怖い病気です。正しい
予防法と、万が一なってしまった時の適切な処置方法を覚え、
“Hotlanta”の夏を楽しんでください。

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

熱中症（Exertional Heat Illness）
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髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

髪＆ヘアケア
　こんにちは！リーガのあやです。今 3歳の娘の子育て中なの
ですが、美容師のわたしでも、娘のシャンプーは手こずってい
ます。。。機嫌が悪い日は髪を濡らしただけで泣き出したり、目
に水が入ったと大騒ぎしたり…そんな中でも、子供の髪はきっ
ちり洗いたいし、清潔に保っていたいですよね。特に夏は汗を
沢山かくし、プールに行ったりすることも増えて、親は子供の
髪の毛をキレイに洗いたいと一段と思う季節かと思います。そ
こで、子供の髪を洗うときのポイントをお教えします！シャン
プーは、そもそも髪や頭皮の汚れを取るだけではなく、髪の質
を良くしたり、正常に髪が生えてくる準備をするためにします。
それを踏まえてポイントをお教えします。

•	 髪を濡らす前に優しく髪をブラッシングする（髪が長い場合）	
髪は外気にさらされており、砂ぼこり、花粉や目に見えない
物質が付着します。ブラッシングをすることにより、それら
を落とすことができます。
•	 髪の毛の予洗いをしっかりする（特にプールの後は！）	
目安は丁寧に 3分程度（長いですがこれで汚れがかなり落ち
ます）お湯の温度は 37度から 39度。熱すぎると肌の乾燥（フ
ケ）の原因になります。髪も痛みます！ここでのポイントは
髪が長い場合は頭皮を洗うのと、髪の毛を洗うのを分けてやっ
てみてください。地肌をまずしっかり濡らしてもみもみし、
そのあと毛先の方を同じくもみ洗いします。
•	 シャンプーは泡で出てくるものが洗いやすい好みはあるかと
思いますが、大人のシャンプーの様にリキッドのものよりも、
直接泡で出てくるものの方が、子供には髪や地肌に負担なく
優しく素早く洗えます。（泡が少ないと髪が痛むのでモコモコ
で洗ってあげてくださいね）香料やトリートメント成分の入っ
てるシャンプーが原因で肌トラブルになることがあるので、
なるべくそうでないシンプルなものを選んでください。
•	 とにかくしっかり流す	
あわてて流して泡がまだ少し残っていたことはありません
か？泡が残っているということは泡に汚れが吸着するので、
汚れが残っているということになります。顔まわり、とても
流しにくいですが、片手で壁を作ってあげたり、シャンプー
ハットを使ったり、1番しっかり流せる方法を探してきっち
り流してあげてください。
•	 ドライヤーでしっかり乾かす	
髪質によっては髪の量がそんなに多くないのになかなか乾か
ない事もありますが、まずはタオルでよく水気を取って、そ
のあとドライヤーで地肌から毛先までしっかりと乾かしてあ
げてくださいね。
　毎日の子供のシャンプーの仕方は、子供の髪の痛みはもちろ
ん、地肌トラブルや生えてくる毛へと影響してくるので、親が
正しいケアを知ってそれを毎日実行することが非常に重要だと
思います。そして自分でできる年齢になったらこれをしっかり
教えてあげる。これも子供への愛情表現のひとつですよね。
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質問：歯科検診の時に「２、２、３、２・・・」と番号を読
み

　　		上げていましたが、何をしていたのでしょうか。

回答：これは歯周病検査の一つで歯周ポケット測定検査です。

　歯周ポケットとは、歯と歯肉の間にある溝のことを言いま

す。健康な人でも歯周ポケットはありますが、歯周病に感染

して進行・悪化していくと、歯周ポケットがどんどん深くなっ

ていきます。その意味では、歯周ポケットの深さは「歯周病

の進行度合い」を表しているとも言えます。

　測定方法は、下の絵のように、目盛りのついたプローブと

いう器具を歯周ポケットに挿入して深さを測定します。また、

歯周ポケット測定時に出血や膿が出てこないかなどを調べま

す。

＜測定結果＞

3mm以内	 －	 正常もしくは歯肉炎

4・5mm	 －	 初期～中等度歯周炎

6～ 9mm	 －	 中等度～重度歯周炎

10mm以上	 －	 重度歯周炎

•	 歯肉炎：	

歯肉の炎症が起きている状態で、歯肉が腫れ上がり歯周

ポケットが少し深くなります。ブラッシングの際などに

出血しやすくなります。

•	 初期歯周炎：	

歯を支えている骨（歯槽骨）が崩壊し始めている状態で、

10－ 15％の骨吸収が見られます。歯周ポケットは 4－

５mmで歯肉の腫れと出血も見られます。

•	 中糖度歯周炎：	

歯槽骨の崩壊が進み、歯肉が腫れ、ブラッシングの際に

出血が見られるだけでなく、冷たい水がしみたり、歯が

浮くような感じがしたり、口臭が出たりします。歯周ポ

ケットの深さは、4～ 6mm程度です。

•	 重度歯周炎：	

歯槽骨の 3分の 2以上が溶けた状態で、歯のグラつきが

ひどくなります。歯肉が下がり歯根が露出し歯が長く見

えたり、歯と歯肉の境目から膿が出て口臭がよりきつく

なったりします。歯周ポケットの深さは8mm以上になり、

そのままの状態にしてしまうと歯が抜け落ちることもあ

ります。

	＜歯周病で歯周ポケットが深くなるメカニズム＞

　口腔内の細菌には、空気が好きな「好気性菌（こうきせい

きん）」と、空気が嫌いな「嫌気性菌（けんきせいきん）」が

います。歯周病と関連がある細菌は嫌気性菌で、空気が届き

にくい歯周ポケットのすき間に居場所を求め、そこから奥へ

奥へと入り込んで勢いを増し、歯周ポケットを深くしていく

のです。

＜年をとると歯周ポケットが深くなる！？＞

　加齢とともに歯周病が進行すると考える人がいますが、歯

周ポケットが深くなるのはあくまでも歯周病の進行によって

起きます。ただ、年齢を重ねると免疫力が低下してくるため、

若い頃よりも歯周病にかかりやすくなります。しかし、10代・

20代などの若い年齢層でも歯周病にかかります。一般的に、

程度の差はあるものの、30代以上の成人の 80％は歯周病に

罹患していると言われています。

　疲労やストレスなど免疫力の低下で歯肉の炎症が起きるこ

ともありますが、歯肉からの出血や歯肉の

違和感を感じたらまず歯周炎を疑い、歯科

医院で診察を受けましょう。また日々の

ホームケアを見直して、正しいケアの仕方

を身につけましょう。

カンバーランドファミリーデンタル

歯科医師　清水　義仁

教えて歯医者さん！
   

歯とお口に関するデンタルコラム

教えて歯医者さん◎カンバーランドファミリーデンタル
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アメリカの予防接種ついて
　日本の場合、スケジュールについては、地方自治体や医師あるいは親の裁量にまかされる部分が多く、	かなり柔軟であるの
に対し、アメリカではきっちりとした細かいスケジュールが小児科学会によって推奨されています。

＊アメリカ小児一般（0-6 歳）に奨励されている予防接種スケジュール

　多数のワクチンを混合したワクチン製剤がアメリカ合衆国では見られます。たとえば、ジフテリア・破傷風・百日咳のワク
チン (DTaP)、ポリオの不活化ワクチン (IPV)、ヘモフィルスインフルエンザ b型菌 (Hib) のワクチン (Hib) を混合したワクチン
(DTaP-IPV/Hib、商品名 Pentacel) があります。三つのワクチンが混合されたワクチンがあれば、個々のワクチンではそれぞれ
1回ずつだと 3回の接種が必要なところ、三つのワクチンが混合されたワクチンでは 1回の接種で済むことになります。接種
回数が少なくなれば、こどもが注射で痛い思いをする回数も少なくなります。また、接種スケジュールの設定も容易になります。

＊アメリカ小児一般（7-18 歳）に奨励されている予防接種スケジュール

　赴任者に特に必要な予防接種はありませんが、学校入学に際しては注意が必要です。
米国予防接種情報	を参照ください。http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html

妊婦さんへ！赤ちゃんと妊婦を百日ぜきから守るために、妊娠 27～ 36週の間に Tdap	(Dtap	の大人バージョン）が必要です。
旦那様も是非接種されることをお勧めします。

メディカルコラムKuraoka
Clinic

MONTHLY NEWS LETTER for HEALTH

メディカルコラム◎倉岡クリニック
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インプラントとブリッジと入れ歯の違い
　歯の欠損治療には、インプラント以外にも様々な方法があります。それぞれのメリット・デメリットを比較したうえで、ご自分
に合った方法をお選びください。

インプラント ブリッジ 入れ歯 総入れ歯

対処法とイメージ

歯の根の代わりになるチタンの棒
を骨に埋め込み、その上に歯をか
ぶせていく方法。

失った歯の両側の歯を削り、冠を
橋渡しすることによって失った歯
を補う方法。

失った歯の周囲の歯に金属の留め
金をつけて、取り外しの人工の歯
を留める方法。

取り外しの人工の歯を顎の上に載
せる方法。

 

対応本数 １本から、全ての歯を失った場合 数本失った場合 全部の歯を失った場合

周囲の歯やあごの影響

• 歯を失った部分のみの治療で、
周囲の歯に負担をかけない。

• ・歯を失った部分のみの治療で、
囲の歯に負担をかけない。

• 歯を失った部分の骨が機能回復
する為やせない。 

• 周囲の健康な歯を削る必要があ
る。

• 大きな負担が健康な歯にかかる。
• 歯を失った部分の骨がやせる。 

• 周囲の歯に留め金をかけるため、
大きな負担が健康な歯にかかる。

• 歯を失った部分の骨がやせる。 

• 顎の骨がやせる。

審　美
• ご自分の歯に近い見た目。 • ご自分の歯に近い見た目。 • 留め金が見える部分もある。 • 顎の骨がやせてくると、口元に

しわがよりやすい。

清　掃

• ご自分の歯と同様に歯ブラシ、
スーパーフロス、歯間ブラシ等
で清掃

• ご自分の歯と同様に歯ブラシし、
歯の無い所はスーパーフロス、
歯間ブラシ等で清掃。 

• はずして義歯の洗浄をする。支
える歯も清掃。

• はずして義歯の洗浄をする。

治療期間

顎の状態によって異なるが、４ヶ
月から１年くらい。その後も噛み
合わせのチェックなどは必要。 

周囲の歯の状態によるが 2 週間～
2 ヶ月前後で装着。その後も調整
必要。 

周囲の歯の状態によるが 2 週間～
2 ヶ月前後で装着。その後も調整
必要。 

1 ～ 2 ヶ月前後で作製装着。その
後も調整必要。 

欠点　

• 簡単な手術が必要である。
• ほとんどの場合、私費の治療と

なる。

• 清掃性が悪くなり、支えている
歯が歯周病や虫歯になる可能性
がある。

• 支えの歯に負担がかかり、将来
的に折れる場合もある。

• 歯を失った部分の骨がやせてく
る。 

• 清掃性が悪くなり、支えている
歯が歯周病や虫歯になる可能性
がある。

• 外出先などでも取り外しをしな
ければならない。

• 異物感を感じやすい。

• 異物感がある。・食べ物が食べ辛
い。

• 硬いものが食べられない。
• 浮き上がる、外れる心配がある。
• 舌感が悪い、喋りにくい。
• 外出先などでも取り外しをしな

ければならない。 

（ノーベル ･バイオケア ･ジャパン資料参照）（つづく）

インプラントやブリッジ、入れ歯などについてのご質問がございましたらお気軽に御連絡ください。
404-409-6237　泉まで

植月歯科医院から「歯」の話
「歯」の話◎植月歯科医院

～インプラントについて その２～
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今月の 12 星座占い

あなたの星座は今月、 どんな運勢をたどるのでしょうか？今月の 星座占い12

【全体運】.好調と不調の波が押し寄せ、気持
ちの面で特に安定性を欠くひと月になりそ
うです。周りに誰か、頼れる人物がいれば
安泰でしょうが、何事も自分で解決しよう
としたりだと、悪い方へと徐々に傾いてし
まいそうです。

【恋愛運】.新しい出会いもありそうですが、
なかなか恋人同士とはならないようです。
あなたに、あるいは相手にパートナーがい
て、知人友人止まりといった距離が続きそ
うです。

【金　運】.金運は好調から徐々に下降してい
くようです。月の終わりが近付くにつれ、
フトコロ具合が苦しくなってきそうです。
大きな買い物も必須なら月初めに済ませて
おき、あとは節約を心掛けるようにしてい
きましょう。

♥	幸運日：.2　16　23
×	危険日：.6　14　29

【全体運】.急激に運気が低下していくよう
で、これまで上手くいっていたことができ
なかったり、人との仲が急に悪化して衝突
したりと、全体的にトラブルに見舞われや
すい日々を送ることになりそうです。

【恋愛運】.相手からのアプローチに気付ける
かどうか、それが縁が結ばれるかどうかの
基準になりそうです。あなたのことを見て
いる異性の存在が周りにいるので、それに
目を向けてみましょう。意外に相性が良く、
長い縁になることも多そうです。

【金　運】.ややシビアな金運をしています。
本当に欲しいもの以外、手を出さない方が
賢明と言えそうです。見栄での出費や物欲
に負けることは、後々大きな問題となって
あなた自身に降りかかってきそうな気配で
す。

♥	幸運日：.3　16　22
×	危険日：.8　19　28

【全体運】.好調の波に乗れるかどうか、そこ
にかかっていそうです。月のはじめにチャ
ンスがありそうです。それを上手くつかめ
ると、7月は何事も上手くいきそうで、良
い結果を手にできそうです。

【恋愛運】.自分自身の恋愛運はあまり期待で
きませんが、縁をつなぐ役目として恩を売っ
ておくことはできそうです。身近に恋人を
求める人がいれば、お節介を焼いてみると
良いでしょう。意外に合うような人物を知っ
ている可能性が高く、すんなりと間を取り
持つことができそうです。

【金　運】.仕事運が好調に推移しそうなの
で、その流れで良い実入りに期待が持てそ
うです。ただし、それで気をよくしてしま
うと、すぐにピンチに転じてしまうでしょ
う。

♥	幸運日：.2　16　27
×	危険日：.7　19　22

【全体運】.新しい発見に恵まれる月になりそ
うです。友人、知人の良いところに気付か
されたり、自分の中にある才能に気付いた
り。基本的に前向きな発見になりそうです
ので、停滞を打破したりマイナスを解消し
たり、あなたの助けになってくれる結果を
引き寄せてくれるでしょう。

【恋愛運】.出会いに期待は持てませんが、す
でに出会っている異性の友人が恋人に転じ
ることもありそうです。長く関係があり、
趣味や性格の合う異性の友人がいれば、恋
人へとその立ち位置が変化することに期待
が持てそうです。

【金　運】.6 月に続いて散財の傾向が見られ
ます。本当に必要なものなのか、後でも良
いのではないかと冷静になって考えてから
財布に手を伸ばすようにしましょう。

♥	幸運日：.4　16　22
×	危険日：.8　14　27

牡羊座 牡牛座 双子座 蟹　　座
3/21 ～ 4/19 4/20 ～ 5/20 5/21 ～ 6/21 6/22 ～ 7/22

【全体運】.全体的に運気が良い方向へと流れ
て行き、問題事が解決したり無理と思って
いたことを達成できたりと、意外な結果を
手にできそうな気配です。物事は最後まで
あきらめず、大逆転を期待して行動するよ
うにしましょう。

【恋愛運】.パートナーとの仲に気を付けてく
ださい。特に、関係が長く続いているカッ
プルこそ要注意でしょう。少々のことなら
笑って許してくれるとか、約束を破っても
後でフォローすれば大丈夫とか、そういっ
た油断が関係の大きな亀裂になる可能性を
秘めた運気をしています。

【金　運】.仕事運が右肩下がりのようで、と
は言ってもひどい状況でもなく、今一つ上
手くいかないなと感じる程度の下降になり
そうです。

♥	幸運日：.2　13　24
×	危険日：.8　15　28

【全体運】.全体的に運気が良く、思い切った
選択、行動をしたとしても、最終的には望
んでいた結果へとたどり着けるでしょう。
後手後手、守りに回ることなく、積極的に
動くようにしましょう。他人からの意見、
感想に惑わされることなく、自分の信念を
貫くことを優先させましょう。

【恋愛運】.出会いも期待できますが、復縁、
復活愛の成就に期待が持てそうです。元恋
人が身近に今もいるのなら、あなたの方か
らアプローチしてみるのも良いでしょう。

【金　運】.何事も勢いで乗り切れる可能性が
大でしょう。逆境でこそ、大きな力が発揮
できるようです。ですので、どれだけ追い
込まれても、無理だと感じても、あきらめ
なければ最終的にはどうにかなっている、
そんな運気をしています。

♥	幸運日：2　17　29
×	危険日：.6　14　24

【全体運】.対人運全般があまり良くないよう
です。家族や恋人、親友とすれ違いや衝突
を繰り返したり、職場で孤立したり、街な
かでもあまり良い出来事には巡り合えない
かもしれません。なにかしらトラブルに見
舞われたとしたら、第三者との間で良くな
いことが発生することになるでしょう。

【恋愛運】.対人運自体が良くない月なので、
異性との運気もあまり期待は持てません。
新しい出会いや関係の好転を期待するより
は、自分の趣味や興味に時間を割く方が良
いかもしれません。

【金　運】.金運は上がったり下がったりで、
安定性には欠ける月のようです。ですが上
昇したタイミングでの成果は大きなものと
なり、大いにあなたの精神を満たすことに
なりそうです。

♥	幸運日：.6　15　26
×	危険日：.9　18　21

【全体運】.考え方、認識、そして常識など、
自分だけが周りから浮いている存在になっ
ていないか、仕事などで遅れが生じていな
いか、そのギャップを埋めて追い付くため
の時間を多めに取る必要が出てきそうです。

【恋愛運】.恋愛運は良い方で、身の回りにい
て気になっていた人物との距離が縮まりそ
うな出来事がありそうです。あなたのこと
を強く印象付けることができると、自然と
良い雰囲気になれそうです。

【金　運】.勝負を急ぐ必要はなく、じっくり
と周囲を固めてから動き出して、最小にし
て最大の結果を手にするといった動きで良
いでしょう。多少、欲を出しても良さそう
で、本来得られる結果のさらに上乗せを狙っ
てみると意外に成功を収めそうです。

♥	幸運日：.3　14　23
×	危険日：.9　18　28

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

【全体運】.あなたの中に眠っている魅力が開
花しようとしているところのようです。あ
なたは自分の意見や感情を、少しずつです
が相手に伝えようとするようになるり、そ
れによって、これまであなたのことをもっ
と知りたいと思っていた人たちとの距離が
グッと縮まり、あなたの周りに人が集まっ
てくるようになるのです。

【恋愛運】.パートナーのいらっしゃる人に
とっては穏やかなひと月を送ることができ
ると見えています。これまで以上に 2人で
ゆっくりと会える時間が増え、会話も弾む
ことでしょう。

【金　運】.仕事面での運気が上がることによ
り、収入面でも評価されるといった可能性
が見えています。金運もそれに乗じてアッ
プする可能性が高くなるでしょう。

♥	幸運日：.7　18　24
×	危険日：.2　19　30

【【全体運】.あなたがこれまで続けてきたこ
とや、これから始めてみたいといったこと
に対して、大きな後押しを得られやすい時
期がやってきたと言えそうです。あなたの
中にある探求心や好奇心が、今後益々高ま
りを見せていくことでしょう。

【恋愛運】.お付き合いが長くなるとマンネリ
化しやすくなってしまうものですが、この
7月は相手の新たな一面を知る機会が増え、
その度にドキドキしたりキュンとするよう
な出来事を体験しそうです。

【金　運】.ちょっとした臨時収入に恵まれそ
うです。なんとなく買った宝くじが当選し
ていたり、デパートのくじ引きで当たった
りといった小さなラッキーに見舞われる月
となるでしょう。

♥	幸運日：.5　16　24
×	危険日：.1　11　29

【全体運】.激動とまではいかなくとも、なん
となくプライベートでもパブリックでも、
慌ただしかったり落ち着かない様子の 6月
だったのではないでしょうか。しかし、こ
の 7月は安心して良いようです。あなたに
とって、ゆったりとした時間を過ごせるよ
うになると見えています。

【恋愛運】.変化しやすいひと月となりそうで
す。これまでにない出来事をお互いに経験
しあうことで、より刺激的で新たな発見を
することもあるでしょう。

【金　運】.少し気持ちが大きくなるようで
す。収入に困ることはないと見えています
が、その分つい財布の紐が緩んでしまいや
すくなるので、貯蓄には向かないひと月に
なりそうです。しかし、今後巡り巡ってあ
なたの元へと返ってきます。

♥	幸運日：.4　17　30
×	危険日：.2　19　24

【全体運】.全体的に良い流れの中にあり、物
事は総じて上手くいく傾向を持っています。
良いと思ったことを続け、壁や停滞を感じ
たときには道をずらしてみれば、別のルー
トから前に進むことができるようです。

【恋愛運】.月の終わりに出会い運が高まるよ
うで、良い出会いに期待が持てそうです。
友人への根回しなど、できることはしてお
くに限ります。恋人が欲しいことのアピー
ルも、常日頃からしておきましょう。

【金　運】.趣味がお金に直結するような出来
事がありそうです。例えば、イラストが趣
味の人はそのイラストが本に紹介され、そ
こから仕事へとつながるような縁ができる
といった具合です。好きなことは途中で止
めたり投げ出したりせず、続けることを第
一に考えてみましょう。

♥	幸運日：.3　15　24
×	危険日：.10　19　28

射手座 山羊座 水瓶座 魚　　座
11/23 ～ 12/21 12/22 ～ 1/19 1/20 ～ 2/18 2/19 ～ 3/20
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Event

2022 World Games 
Low Point Tournament
Birmingham.Crossplex.-.INDOOR.TRACK.-
2340.Crossplex.Blvd,.Birmingham,.AL.35208
大会：https://www.theworldgames.org/
.■ 2022 年 7 月 14 日（木）-17 日（日）

車いすラグビー（ローポインターズ）世界大会がアラバマ
州 BIRMINGHAMで開催されます。是非、現地会場へお越
しいただき、そのプレーをご覧いただければ嬉しいです。
そして、日本代表への応援をよろしくお願いいたします。

参加国：日本・アメリカ・ドイツ・カナダ・スイス・.
...................イギリス
情報HP.:. https://twg2022.com
Facebook.:. www.facebook.com/TWG2022
Twitter.:... twitter.com/twg2022
Instagram.:...www.instagram.com/twg2022
チケット：am.ticketmaster.com/twg2022/TicketsBySport

Atlanta Ice Cream Festival
Piedmont.Park
10th.St.NE.&.Charles.Allen.Dr..Atlanta,.GA.30309.
https://www.atlantaicecreamfestival.com/
.■ 7 月 23 日

Spor ts

PGA TOUR
PGA.プロゴルフのツアー
2022-2023 シーズンです。

.■ 7月 07 日 -10 日.
. Barbasol.Championship.
. Keene.Trace.Golf.Club,..Nicholasville,..KY.
.■ 7 月 07 日 -10 日.
. Genesis.Scottish.Open.
. The.Renaissance.Club,..North.Berwick,..SCO.
.■ 7 月 14 日 -17 日.
. Barracuda.Championship.
. Tahoe.Mt..Club.(Old.Greenwood),..Truckee,..CA.

.■ 7 月 14 日 -17 日.
. The.Open.Championship.
. St..Andrews.Links.(Old.Course),..Fife,..SCO.
.■ 7 月 21 日 24 日.
. 3M.Open.
. TPC.Twin.Cities,..Blaine,..MN
.■ 7 月 28 日 31 日.
. Rocket.Mortgage.Classic.
. Detroit.Golf.Club,..Detroit,..MI
.■ 8 月 04 日 -07 日.
. Wyndham.Championship.
. Sedgefield.Country.Club,..Greensboro,..NC
.

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。

.■ 7月 04 日から　カーディナルス. 4 連戦

.■ 7 月 08 日から　ナショナルズ. 4 連戦

.■ 7 月 11 日から　メッツ. 3 連戦

.■ 7 月 22 日から　エンジェルズ. 3 連戦

.■ 7 月 29 日から　ディーバックス. 3 連戦

.■ 8 月 02 日から　フィリーズ. 2 連戦

Music

Mercedes-Benz 
 Stadium
1.AMB.Dr.NW
Atlanta,.GA.30313
www.mercedesbenzstadium.com
.■ 8 月 11 日. The.Weekend
.■ 9 月 22 日. Elton.John

State Farm Arena
1.State.Farm.Dr,.
Atlanta,.GA.30303
☎ 404-.878-3000
www.statefarmarena.com
.■ 7 月 07 日. New.Kids.On.The.Block
.■ 7 月 30 日. Kendrick.Lamar
.■ 8 月 20 日. Roger.Waters

.■ 8 月 23 日. Daddy.Yankee

.■ 9 月 22 日. Elton.John

.■ 9 月 27 日. Karol.G

Cadence Bank Amphitheatre  
at Chastain Park
4469.Stella.Drive.Atlanta,.GA.30327
☎ 404-233-2227.
.● バックヘッドの北にある野外劇場で毎年開催され
る往年のスター達の野外コンサート案内です。

.■ 7月 01 日 ( 金 )　5.Seconds.of.Summer

.■ 7 月 19 日 ( 火）　Sheryl.Crow

.■ 9 月 23 日（金）　Alicia.The.World.Tour
まだまだあります。

Ameris Bank Amphitheatre
2200.Encore.Parkway,..Alpharetta,..GA..30009
☎ 404-733-5010
www.vzwamp.com
.■ 7 月 17 日 ( 火）　The.Doobie.Brother
.■ 8 月 30 日 ( 火）　One.Public
.■ 8 月 31 日 ( 水）　Rod.Stewart
.■ 10 月 13 日 ( 火）　Pitbull

Lakewood Amphitheatre
2002.Lakewood.Way.SW,.Atlanta,.GA.30315
☎ 404.443-5090
ｗｗｗ .thelakewoodamphitheater.com
.■ 8 月 10 日 ( 水）　Chris.Brown.&.Lil.Baby
.■ 8 月 12 日 ( 金）　Wiz.Khalifa.and.Logic
.■ 8 月 24 日 ( 水）　Santana.+.Earth.&　Fire
.■ 8 月 30 日 ( 火）　Imagine.Dragons

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

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

The World Games Low Point Tournament

　車いすラグビー（ローポインターズ）世界大会がアラバマ州
BIRMINGHAMで開催されます。
　車いすラグビー日本代表チームは、2016 年のリオパラリン
ピックで銅メダルを獲得、昨年、東京で行われた東京 2020 パ
ラリンピックでも２大会連続の銅メダルを獲得しました。ハイ
ポンターとローポインターのバランスが取れたチームで、東京
2020パラリンピック以降は、若手選手も力を付けてきています。
　先日、カナダ・リッチモンドで開催された 2022	Canada	Cup
では、世界の強豪チームとの激しい戦いの末、見事、金メダル

を獲得いたしまし、世界ランキング 1位となりました。
　今大会では、東京 2020 パラリンピックで日本代表として活
躍をした 6人の選手含め、総勢 8名のローポインター選手が参
加し、5か国のチームと戦います。
　普段の車いすラグビー競技とは違い、ローポインターズゲー
ムは、障がいが比較的重い選手のみが参加するため、スピード
感はあまり見られないものの、一つ一つのプレーをじっくりと
見ることが出来る非常に魅力ある試合です。
　是非、現地会場へお越しいただき、そのプレーをご覧いただ
ければ嬉しいです。そして、日本代表への応援をよろしくお願
いいたします。

※ローポインターとは、比較的に障がいレベルの重い 0.5 から 1.5 クラスまでの選手です。
※車いすラグビーの選手は障害レベルにより、0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5 とクラス分けがさ
れています。	
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Coca-Cola Roxy Theatre
800.Battery.Ave.SE.Suite.500,.
Atlanta,.GA..30339
☎ 470-351-.3866.Ext.38186
www.cocacolaroxy.com

Theatre

Fox Theatre
660.Peachtree.Street.NE.Atlanta,.GA.30308
☎ 404-881-2100
www.foxtheatre.org
.● 歴史のある FOX劇場でさまざまなイ
ベントが開催されています。
.● Broadway.Across.America
www.broadwayacrossamerica.com
.■ 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

Museum

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

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

Nature,Parks

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

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

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

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

Uniquely ATL

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

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

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

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

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

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

Centennial Olympic Park
265.Park.Ave.W.Northwest,.Atlanta,.GA.
☎ 404-222-7275
www.centennialpark.com/

2022	World	Games	Low	Point	Tournament
Birmingham.Crossplex.-.INDOOR.TRACK.-
2340.Crossplex.Blvd,.Birmingham,.AL.35208
大会：https://www.theworldgames.org/
.■ 2022 年 7 月 14 日（木）-17 日（日）
情報HP：. https://twg2022.com
Facebook:.. www.facebook.com/TWG2022
Ticket：　am.ticketmaster.com/twg2022/TicketsBySport(C)JWRF

(C)JWRF (C)JWRF (C)JWRF (C)JWRF

(C)JWRF
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　先月は大会終わりで YouTube の初収録をして予告編を作った
ものの師匠のダメ出しがあり、再度挑戦というところで終わっ
た。
　さっそく二週間後に、再収録のために行ってきましたアラバ
マ州バーミングハム。いつもは年二回の大会と講習会で行く程
度なのに、ひと月に 2回行くとは今までにないハイペース。お
まけに今回は衣装として道着、トレーニングウェア、私の勝負
服の黒のスーツにネクタイまで用意する気合の入れようである。

　師匠は収録の時には、オフィシャルのロゴが入っているTシャ
ツを着て…と言っていたが、「オフィシャルのロゴ入りでも T
シャツは Tシャツです。それではまるで他の格闘系の YouTube
みたいになってしまうので、Tシャツはダメです」と徒弟制度
の世界に生きている我々にとってはあり得ないが、エディター
権限で師匠の意見を全否定である。
　いつもなら「オフィシャルなんだからロゴの入ったものを着
ないといけない」とご自分の意見を通すのだが、この YouTube
プロジェクトでは師弟関係 37年の歴史上初めてのい私の意見
が通っている。
　しかし収録では、対談の前に技術編の撮影をしていたので、
その流れで道着での収録となったのだが、初回くらいは道着で
もいいか、と諦めた。

　「大山泰彦のカラテよもやま噺！」という私のタイトルコール
で収録が始まる。よくある YouTube で番組のタイトルコール後
に自分でぱちぱち拍手して「さ、今日もＸＸチャンネル始まり
ました」という流れを見慣れているので、そうするのがスタン
ダードであると勘違いして思わず拍手してしまいそうになるが
そこはグッとこらえて内容に入る。
　内容は基本的に、私の質問に師匠が答えていくという対談形
式であるが、これが難しい。なぜなら空手の世界では師匠の話
を弟子が聞くときは、基本的に「オス」しか言ってはいけない。
何を言われても「オス」なのだ。
　しかし「オス」しか言えなくても「オス変格活用」と言われ
るくらい（と言っても私が勝手に名付けたのだが）色々な種類
のオスが存在する。オスと言う時の声の大小、強弱、イントネー
ション、表情、動作を加えたりしたら活用範囲は無限大に広が

るので、答えに困ったときは、オスと応えておけばどうにかなっ
てしまうくらい便利な単語なのだ。
　しかし一般の人達にとっては、日常生活で全く接点のない単
語なので、私達が普段日常会話で使うように「オス」を連発し
ていたら一般の人達は引いてしまうので、YouTube では必要最
小限に基本NGにします、と落ち合わせていたにもかかわらず
本番ではいつものようにオスを連発していた。

　収録日の夜からさっそく編集作業開始である。何かひな形が
あれば作りやすいのだが、完全な白紙、ゼロの状態からのオー
プニング～予告編の作成は至難の業だ。それも 1週間以内にと
いう締め切りがあるので、のんびり構えてもいられない。3日
間ぐらいは何もアイデアが浮かんでこないだ。
　行き詰ってしまったのでこういう時の愚痴の名聞き役である
サンフランシスコの斎藤師範に電話する。

「キミに取ってもらった映像が全部ボツになったから、最初から
取り直して予告編の編集中よ」
「オス、ご苦労様です」
「予告編をやっているんだけど、全然アイデアが浮かばないから
毎晩 iPad とにらめっこだよ」
「自分も iPad やってます」
「どうせキミは iPad で YouTube とか facebook しか使ってない
んだろ？そういうのを宝の持ち腐れって言うんだよ」
「いやいや、自分も自分の型の動画に効果音入れたりして、動画
編集やってます」
「お、それは意外だ。でもキミなんか、誰に見せるわけでもない
動画を締め切りもなくダラダラ編集してだけだから、それは楽
しいだろうね。オレは不特定多数に公開する動画を、締め切り
までに仕上げなくちゃいけないから大変なんだよ」

と愚痴って気分が晴れた翌日に何かがスーッと下りてきて一気
に予告編が完成した。我ながらいい出来何で師匠に「見てくだ
さい」と送ったらすぐOKが出て現在公開中。YouTube で「大
山泰彦　カラテよもやま噺」で検索してみてください。出てき
ます。ついでに私も師匠のコバンザメ（バーター？）で出てい
ますのでよろしく。お～す。	

国際大山空手道連盟

アトランタ支部長　高橋督格闘家の戯言

格闘家の戯言◎高橋督

YOUTUBE　2

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

日本にて学生・研究者用のビザ関連書籍を出版
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クラシファイド広告

一般求人
オフィスアドミン募集
月～金、フルタイム、勤務地 :Norcross,.
詳細は電話又は Email でお願いします。
会社名：Yamasho.Atlanta.Inc..担当：山内
☎ 770-263-9312.E.info@yamashoatl.com

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
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
スキンケアに興味のある方、これからラ
イセンスを取得しようとしている方も歓
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
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

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

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

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

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Emiyabisavannah@gmail.com
☎ 912-352-7300.瀬尾まで。

寿司 KOJI グリーンビル SC
寿司シェフ、ウエイトレスを募集を募集
しています。詳細は☎ 864-569-7769 まで

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

寿司勝 グリーンビル SC
寿司シェフ、サーバーを急募しています。
詳細は☎ 864-288-2227.まで

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

ビジネス
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

教　　授
ダンスレッスン
バレエ、モダンも含めたルイジのジャズダ
ンスメソッドで踊りを楽しみませんか？
詳細は☎ 770-656-7505　奈保子

お知らせ
ジョージア剣道メンバー募集
剣道を楽しみながら学びたい人たちを募
集しています。新井まで☎ 770-394-3242
W.www.GEORGIAKENDO.net

商工会レディースゴルフメンバー募集
ゴルフ好きの方 3月～ 11 月の第２火曜日
アトランタ近郊でコンペを行っています。
お問合せは.☎ 470-775-7507 西原まで

野球・ソフトボールメンバー募集
日曜日に草野球 (Norcross)、月曜夜にソフ
トボール(Peachtree.City)を行っています。
お問合せは.佐々木まで☎ 470-330-0147.

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

　

Class i f ied

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

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

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

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

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

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

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

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

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

負いかねます。
 ● 広告掲載をされる場合、内容によっては掲載をお断りする

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

クラシファイド広告
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広告・クラシファイド・取材記事・連載コラム

お問い合わせは、下記までお願いいたします。
 E-mail: infojp@anisatlanta.com
 Phone: 404-510-8534

　締切りは毎月 18 日頃です。日本人コミュニティのイベント取材依頼
や告知なども受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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

ANIS ATLANTA は以下の場所に配布されています
ジョージア州：

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

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

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

ウィンタースチャペル幼稚園

アトランタ総領事館
倉岡クリニック
ICAGeorgia
日系美容室

ジョージア日米協会
ジョージア日本語補習校
アトランタ公文アカデミー
アジアンスーパー　他
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次回 2022 年 8 月号は
8 月 5 日ごろ配布予定

編集後記

　あっという間に今年も前半が終わり、7月になりました、
世の中はコロナ感染も下火になり、一旦、日常の落ち着き
を取り戻してきたように見えます。そんな中また感染者の
数が増えていますね。私の周りでもコロナ感染したとの話
を耳にするようになり、本当に安心して生活できる日はま
だまだ遠いです。

　今年は例年と比較して猛暑に見舞われているので、熱中
症が心配です。のどが渇く前に水分補給をすることが重要
のようです。先日、コスコに行った際に、ウォーターボト
ルにいれるハイドレーションパウダーを見つけました。い
わゆるポカリスエットのアメリカ版ですね。25ドルぐらい
で 30本入っているので、意外とお得です。これからの季
節は不快指数が上がる一方ですが、こんな工夫をするだけ
でも体に優しくできるんじゃないかと思います。

　慢性的な運動不足で、肩こりもひどかったけれど、ヨガ
を始めてから、いつの間にか痛みがなくなっていました。
体の柔らかさも少しだけ手に入り、良いリフレッシュに
なっています。基本のポーズもできない、それどころかブ
リッジしたりなど、とんでもないと思っていましたが、思
い込みが一番いけないようで、リラックスしてやってみる
と意外にできるものです。体を動かすのがどんどん楽しく
なってきて、精神面の改善にもなっています。

　まだまだ暑い日が続きそうです。皆様、暑さとコロナに
気をつけながら、また 1ヶ月お健やかにお過ごし下さい。
次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。

アニスアトランタ　M.M.
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