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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）

在
外
選
挙
の

制
度
と

手
続

に
つ
い
て

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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8 月のカレンダー
8 月 06 日  広島平和記念日
8 月 09 日  長崎原爆記念日
8 月 12 日 君が代記念日
8 月 15 日  終戦記念日

8 月 06 日　広島平和記念日
　1945 年（昭和 20 年）8 月 6 日午前 8 時 15 分、アメリカ軍
の B29 爆撃機エノラ・ゲイが、広島市上空約 9600 メートルで
世界初の原子爆弾リトルボーイを投下し、上空約 600 メートル
で爆発した。
　広島市街は壊滅し、放射線による急性障害が一応おさまった 
1945 年 12 月末までに約 14 万人が死亡したと推計されてい
る。
　この歴史的悲劇から人類は目をそむけることなく、犠牲となっ
た多くの人々の霊を慰め、世界平和を祈る日として広島市では

「平和記念日」とし、この日に原爆慰霊碑の前で「平和祈念式典」
が行われる。
　平和祈念式典において、原爆が投下された午前 8 時 15 分に
平和の鐘やサイレンを鳴らし、原爆死没者の冥福と恒久平和の
実現を祈り、1 分間の黙祷が行われる。その後、広島市長によ
る平和宣言、子どもによる平和への誓いが行われるのが通例で
ある。
　一般的にこの日は「広島原爆の日」と呼ばれることが多い。
また、広島市では、この日 8 月 6 日を「ヒロシマ・デー」、8
月 9 日を「ナガサキ・デー」として記念日とするよう、平和市
長会議に加盟する国や都市に呼びかけている。

8 月 09 日はながさき平和の日
　1945 年（昭和 20 年）8 月 9 日午前 11 時 2 分、アメリカ軍
の B29 爆撃機ボックス・カーが原子爆弾ファットマンを投下し、
長崎市松山町の 500 メートル上空で爆発した。

　広島に次いで史上 2 番目の原子爆弾で、当時の長崎市の人口
24 万人（推定）のうち約 7 万 4 千人の市民が死亡した。また、
建物は約 36％が全焼または全半壊した。2020 年（令和 2 年）
8 月 9 日時点で、長崎で被爆して亡くなった人たちを記した原
爆死没者名簿の登載者数は 18 万 5982 人となっている。
　原爆投下から 50 年を迎えた 1995 年（平成 7 年）に、長崎
市ではこの日 8 月 9 日を「ながさき平和の日」に制定したとい
う情報もあるが、一般的にこの日は「長崎原爆の日」と呼ばれ
ることが多い。
　また、この日には長崎市松山町の平和公園において「長崎原
爆犠牲者慰霊平和祈念式典」（長崎平和祈念式典）が行われ、核
兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を訴え続けている。
　平和祈念式典では、原爆が投下された午前 11 時 2 分に長崎
の鐘やサイレンを鳴らし、原爆死没者の冥福と恒久平和の実現
を祈り、1 分間の黙祷が捧げられる。その後、長崎市長による
平和宣言、平和への誓いが行われるのが通例である。

8 月 12 日は君が代記念日
1893( 明治 26) 年、文部省告示「小学校祝祭日大祭儀式規定」
が公布され、小学校の祝日・大祭日の唱歌に『君が代』『一月一
日』『紀元節』等 8 曲が定められた。1999( 平成 11) 年、「国旗
国歌法」により正式に国歌となった。

8 月 15 日は終戦記念日
　1945 年（昭和 20 年）8 月 
14 日、日本政府はポツダム宣
言を受諾し、翌 15 日の正午に
昭和天皇による玉音放送によっ
て日本が無条件降伏したことが
国民に伝えられ、第二次世界大
戦が終結した。
　玉音放送は国民が初めて聞く
昭和天皇の肉声であった。内務
省の発表によれば、戦死者は約 
212 万人、空襲による死者は約 24 万人だった。1963 年（昭
和 38 年）から毎年、政府主催による「全国戦没者追悼式」が
行われ、正午から 1 分間、黙祷が捧げられる。この追悼式は第
二次世界大戦の日本人戦没者に対して宗教的に中立な形で行わ
れる。1982 年（昭和 57 年）4 月の閣議決定により「戦没者を
追悼し平和を祈念する日」となった。

8
AUGUST

8 月のカレンダー
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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。

　母が精神病を患っていたこともあり、9 歳のときにロサン
ゼルスの孤児院へ入り、その後いくつもの養家をたらい回し
にされる。

　第二次世界大戦下、16 歳で高校を中退して最初の結婚をす
る。
　19 歳のときに航空機部品工場で働いていたモンローの写真
が陸軍機関誌に掲載されたことがきっかけとなり、ハリウッ
ドへの道に進むことになる。
　1946 年、映画会社のスクリーン・テストに合格。しかし夫
は理解を示さずに離婚。
　1953 年に出演した映画で腰を振って歩くモンロー・ウォー
クが男性の注目を集め、続く『紳士は金髪がお好き』が大ヒッ
ト。一躍トップスターとなる。
　1954 年、野球選手のジョー・ディマジオと結婚。しかし二
人の関係は悪化し、結婚生活は 9 ヵ月しか続かなかった。
　1956 年には劇作家のアーサー・ミラーと結婚。しかし翌年
から精神的に不安定な状態が続き、流産も経験。1961 年には
ミラーとも離婚する。
　1962 年 8 月 5 日、36 歳のときに自宅の寝室で死亡してい
るのが発見される。死因は睡眠薬による自殺説や何者かによ
る謀殺説などがある。

　また、ケネディ大統領と不倫関係にあったことも明らかに
なる。モンローの葬儀はジョー・ディマジオが取り仕切った。
　マリリン・モンローは今でもセクシーな女性の代名詞とし
て、世界中の人々に愛され続けている。

愛とは信頼。
人を愛するときは完全に信じることよ。

愛情に年齢の壁はないわ。
お互いに愛し合っていれば、その人が何歳だろうと私には関
係ないの。

お金が欲しいんじゃない。
ただ、素晴らしい女になりたいの。

美と女らしさは年齢と関係がないものだし、作ろうとして作
れるものではないと思うの。
そして、魅力は、こんなことを言うと、その専門の人たちは
困るでしょうけれど、人為的に作りだせるようなものではな
いと思うの。

私はこれまでの人生でずっと「私は愛されない人間なんだ」
と思ってきたの。
でも私の人生にはそれよりもっと悪いことがあったと、はじ
めて気がついたの。
私自身、心から人を愛そうとしなかったのよ。

私は成長するにつれて、自分がほかの子と違うことに気づい
たの。
私の生活には両親からのキスもうれしい約束もなかったから。

男性と平等でありたいと求めるような女性は、野心が足りて
いない。

名前：　マリリン・モンロー
	 （Marilyn	Monroe)
国　：　カリフォルニア州ロサンゼルス
生　：　1926 年 6月 1日	-	1962 年 8 月 5日
職業：　女優

偉人の名言
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ニュースダイジェスト
米最高裁前で中絶の権利訴えるデモ
　米連邦最高裁前で７月 19 日午後、人工妊娠中絶の権利を訴
える抗議デモが行われ、十数人の民主党議員が拘束された。
 議員らは「屈しない」と書かれた緑の布を身に着け、連邦議
会から最高裁まで行進した。中絶の権利を認めた「ロー対ウェ
イド判決」を覆す意見書の草稿がリークされて以降、最高裁の
周囲にはフェンスが張り巡らされている。

　議員らの到着から数分後、警察はデモの中止を命令。だが、
議員らは道路に座り込み、「団結すれば国民が分断されること
はない」とのスローガンを唱えながら警官によって一人ずつ連
行された。
　議会警察はツイッターで、デモ隊が道路をふさぎ始めたこと
に言及し、「交通妨害は違法であり、標準的な３回の警告を発
した後に逮捕を開始する」と述べていた。
　その後、議会警察は計 34 人を逮捕した。この中にはアレク
サンドリア・オカシオコルテス、ラシダ・タリーブ、ジャッキー・
スパイアー各下院議員など、連邦議会の議員１６人が含まれる。

全米でサル痘のクラスター
　米各地で音楽フェスティバルやプールパーティー、温浴施設
などを通じ、サル痘のクラスター（感染者集団）が急拡大して
いる。感染が多発している地域では、保健当局がワクチンの供
給を増やすよう求めている。
　全米の自治体の保健機関でつくる団体のロリ・フリーマン
代表は取材に対し、大規模なダンスパーティーやプールパー
ティーなどが感染拡大の温床になり得ると指摘した。

　例えばプライド月間では大型イベントが開催されて大勢の匿
名パートナーと接触し、どこでどうやって感染したのかさえ把
握できずに保健当局が手一杯になったところもあるという。
　ワクチンについては「今現在は手持ちの分量でやりくりしな
ければならない段階にあり、リスクの高い新規の症例に重点を
置いている」と説明。「まだ予防ではなく、症例数の確認に集
中している」とした。
　米国でサル痘と確認された症例や感染が疑われる症例は、7
月 11 日～ 16 日の 1 週間で 866 例から 1814 例へと倍以上
に増えた。米疾病対策センター（CDC）の最新統計によると、
これまでに報告された感染あるいは感染の疑いのある症例は
2000 例を超えている。
　サル痘は性感染症ではないものの、皮膚と皮膚の接触を通じ
て感染する。今回の流行ではほとんどが、男性同士の性的接触
を通じて感染が広がっている。CDC の推計によると、米国では
男性と性的関係をもっている男性 150 万人以上がサル痘のワ
クチン接種対象となる。
　米保健福祉省によれば、２回の接種が必要なサル痘のワクチ
ンは、７月 19 日の時点で 19 万回以上分が国家備蓄から放出
されている。しかし一部の自治体は需要に対応しきれないと訴
えている。

ニューヨーク州でポリオ確認
　米ニューヨーク州ロックランド郡の住民がポリオと診断され
たことが分かった。米国でポリオの症例が確認されるのは約
10 年ぶり。
　郡保健当局の７月 21 日の発表によると、感染者はワクチン
未接種の若者で、約１カ月前から衰弱感やまひを経験するよう
になったという。
　英保健当局は１カ月近く前、ロンドンの下水サンプルからポ
リオウイルスが検出されたと警告し、ロンドン北部や東部に住
む関係の近い人々の間でポリオが一定の広がりを見せているこ
とを示すものだと指摘していた。ただ、この時点でロンドンで
は患者は見つかっていなかった。
　ポリオはポリオウイルスによって引き起こされる感染症。感
染者の約４人に１人はのどの痛みや発熱、倦怠（けんたい）感、
吐き気、頭痛、腹痛などインフルエンザのような症状を示す。
米疾病対策センター（CDC）によると、200 人に１人はより深
刻な症状を呈し、足の痛みやしびれ、脳や脊髄（せきずい）の
感染、まひなどを経験する。

ニュースダイジェスト
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　ポリオの治療法は存在しない。対症療法としては、筋肉を弛
緩（しかん）させる薬の投与や、筋肉を刺激するための温熱療
法および理学療法などが有効な場合がある。
　ニューヨーク州保健当局によると、米国でポリオの診断が下
されるのは 2013 年以来。
　州や郡の保健当局者は医療関係者にさらなる症例への警戒を
促すとともに、郡の住民にポリオワクチンの接種を呼び掛けて
いる。
　ポリオワクチンはＣＤＣの標準的な予防接種スケジュールに
組み込まれており、学校に通うためにはワクチン接種が必要に
なる。接種済みの人にリスクはないとみられている。
　ニューヨーク州の症例はセービン２型ポリオウイルスによる
ものと特定されており、これはウイルスが経口型の弱毒化生ポ
リオワクチンを投与された人に由来することを示す。当局者に
よると、今回のウイルスは今でも経口ワクチンが投与されてい
る米国外の地域から来た可能性があるが、本症例の起源につい
ては調査中だという。
　ポリオの症例はかつて米国や世界中で広く見られた。1952
年の流行時には米国で 5 万 8000 人が感染し、2 万 1000 人以
上がまひを経験、2100 人以上が死亡した。ただ、ワクチン接
種運動により症例は激減し、米国で最後にポリオ感染症が自然
発生したのは 1979 年にさかのぼる。

荷物千個に乗客ゼロ　デルタ航空便
　英ロンドンのヒースロー空港で人員不足による欠航などのト
ラブルが続く事態を受け、米デルタ航空は、同空港に置き去り
にされた荷物のみ 1000 個を積み、乗客を１人も乗せない米国
行きの国際便を運航した。

　ヒースロー空港ではここ数週間、人員不足が原因でサービス
に支障をきたし、「エアマゲドン」と呼ばれるほどの混乱状態

に陥っている。欠航便が続出し、預け荷物紛失の苦情が殺到す
る事態を受けて空港は航空各社に対し、同空港を利用する乗客
の上限を１日当たり 10 万人とするよう指示していた。
　そこでデルタ航空は、乗客を乗せられなくても置き去りにさ
れた荷物をヒースロー空港から運び出すため、「クリエーティ
ブな」措置に出た。
　「デルタのチームはヒースロー空港の乗客人数制限で通常の
定期便を欠航せざるを得なくなった後、遅れた預け荷物をヒー
スロー空港から移動させるため、７月 11 日にクリエーティブ
な解決策を講じた」。同航空は声明の中でそう述べている。「ヒー
スロー発デトロイト行きのデルタ航空 9888 便は、荷物 1000
個を乗せて米国へ飛び、そこから乗客に荷物を届けた」
　デルタ航空など米国の航空会社も、夏の旅行シーズンを迎え
て人員不足やサービス問題に見舞われ、欠航が相次いでいる。
　デルタ航空が７月 13 日に発表した決算が予想を大幅に下
回ったのは、燃料費の高騰だけでなく、そうしたサービス問題
への対応コストがかさんだ影響も大きかった。

ネットフリックス、マイクロソフトと提携
　米動画配信大手ネットフリックスとＩＴ大手マイクロソフト
は７月 13 日、広告付き定額課金プランの導入で提携すると発
表した。
　ネットフリックスは４月、低価格の広告付きサービス導入に
前向きな姿勢を明らかにして驚きを呼んでいた。リード・ヘイ
スティングス最高経営責任者（CEO）は長年広告に抵抗感を示
してきたが、同社は１～３月期に 10 年以上ぶりとなる会員減
少を経験し、創業 25 年の歴史の中でも特に厳しい時期を迎え
ている。
　広告付きサービスの導入時期については正式に発表されてい
ないものの、米紙ニューヨーク・タイムズの５月の報道によれ
ば、ネットフリックスは社員に対し 2022 年末までに導入する
可能性があると伝えたという。
　ネットフリックスは 13 日、サービス導入に向けた動きは「ご
く初期の段階」にあると説明。全世界に抱える 2 億 2160 万人
の会員に広告付きプランを導入するには「やるべき事が数多く
ある」と述べた。
　マイクロソフトの強力な広告営業チームがサービス導入に尽
力する。ネットフリックスのグレッグ・ピーターズ最高執行責
任者（CUU）はこの日の声明で、マイクロソフトは技術と営業
の両面で「革新のための柔軟性」を提供してくれるだろうと指
摘した。
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Food ＆ Health

Food & Health
アトランタ　ステーキハウスランキング
　やっぱ、アメリカ肉たべないと駄目ですね。肉食ってこそア
メリカ。アトランタで有名なステーキハウスのトップ 9 です。

1.	 Arnette’s	Chop	Shop
2.	 Bone’s
3.	 Chops	Lobster	Bar
4.	 Frankie’s	(Duluth)
5.	 Kaiser’s	Chop	House
6.	 Kevin	Rathbun	Steak
7.	 Hal’s
8.	 Marcel
9.	 NY	Prime	(	Buckhead	)

梅干しを毎日食べるとどんな効果が？
　おにぎりやお弁当、お茶漬けなど私たちにとって馴染み深い
梅干しには、素晴らしい健康パワーが秘められています。 
　梅干しの歴史は非常に古く、奈良時代にはすでに原産地であ
る中国から日本へと伝わっていたことが分かっています。
　保存性が良好で栄養が豊富なことから、戦国時代には武士た
ちが陣中食（戦の際に用いられる携帯食）として梅干しを愛用
していました。

梅干しの健康効果は戦国時代から認められていた
　また、中国では元来より梅の実が漢方薬として使われており、
疲労や風邪への効果があるといわれていたため貴族の間でも人
気を博していました。

梅干しを食べることで期待できる健康への効果 5選
　梅干しは私たちが生まれるずっと前から栄養豊富なスーパー
フードとして多くの人に重宝されています。
　では、実際に梅干しが持つ健康への効果にはどのようなもの
があるのでしょうか？梅干しに含まれる成分に着目しながら、
代表的な 5 つの健康効果を紹介します。

疲労回復
　梅干しの健康効果の中でも代表的なものが肉体疲労に対する
回復効果です。梅干しには、筋肉にたまった乳酸を分解する役
割を担うアミノ酸であるクエン酸とリンゴ酸が豊富に含まれて
います。
　筋肉痛などの疲労は体内に乳酸が蓄積されることによって生
じるため、梅干しを食べて乳酸の分解を促すことは疲れた体を
回復させるのに非常に良い方法とされています。

血行促進
　近年の研究によって、加熱した梅干しには血流を促進する効
果があることが明らかにされています。
　梅干しを加熱することで「ムメフラール」という血液の流動
性を高める成分が生じることがその理由です。
　そのため、加熱した梅干しには高血圧などの生活習慣病が原
因で引き起こされる動脈硬化の予防や、女性に多い冷え性の改
善に対して高い健康効果があると分かります。

カルシウムの吸収率が上がる
　梅干しに含まれるクエン酸は、カルシウムの吸収率を高める
作用を持っています。 
　カルシウムは体内での吸収率が低く、一般的な成人の場合は
摂取した量の 20~30% ほどしか小腸で吸収されないといわれて
います。カルシウムを摂取しているつもりでも潜在的なカルシ
ウム不足に陥っている人は多く、もしかしたらあなたもその一
員かもしれません。　そのような問題を解消するためには、カ
ルシウムの吸収を助けるクエン酸を多く含んだ梅干しがおすす
めです。
　骨の成長過程にある子どもや骨粗しょう症の発症率が高い女
性は特にカルシウムが必要であるため、梅干しを積極的に食べ
ると良いといえるでしょう。

食欲増進
　梅干しの酸味は夏バテや病中・病後の食欲減退の予防と改善
に高い効果を発揮します。
　体が衰弱している夏バテや病気の際には多くの栄養素をとる
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ズなどの乳製品を組み合わせることにより、多くのカルシウム
を体に取り入れることが可能です。
　具体的なレシピの例として、鶏ささみとスライスチーズ、梅
干しと紫蘇を合わせて海苔で巻いた「梅紫蘇チーズ巻き」や、
細かく刻んだプロセスチーズと梅干しをご飯に混ぜ込んで握っ
た「梅チーズおにぎり」などが挙げられます。

梅干し入りマリネ
　マリネとはいろいろな食材をお酢や油に漬け込んだ料理のこ
とで、野菜や魚介、きのこなど多様な種類のレシピがあります。
　マリネに梅干しを追加することで、お酢と梅干し双方からク
エン酸を摂取することができるため、クエン酸による疲労回復
効果や消化促進効果の恩恵を十分に受けることができます。
　それに加えて、梅干しが持つ抗菌作用によって保存性が向上
することも大きなメリットです。期待する効果ごとにマリネに
入れるおすすめの具材をいくつか紹介します。
• 疲労回復効果…牡蠣やアサリなどの貝類
• 美容効果…トマト、にんじん
• 筋力アップ…たら、さわらなどの白身魚

　貝類は免疫機能の維持や抗酸化に効果があるタウリン、トマ
トやにんじんは美肌効果があるリコピンを大量に含んでいま
す。また、高たんぱく＆低脂質である白身魚は筋肉量を増やし
て力をつけたい場合に推奨される食材です。
　好みによりますが、マリネに入れる梅干しの個数は塩分過多
を防ぐために 1~2 個程度が良いでしょう。

昔ながらの保存食！梅干し
　梅干しは、ストックバックを使って簡単に作ることができま
す。梅の実を洗い、ストックバックに入れて塩と梅をなじませ、
重しをのせて仕込みます。約 1 か月待ったら、天日干しをして
完成です。
  失敗しないコツは、塩分 20％を守ること。減らしてしまうと
失敗することも。何より、塩の働きによって長期保存が可能に
なります。塩分が気になる方は、食べる前に塩抜きするのがお
すすめです。
  ストックバックを使った簡単な作り方は左記です。

（資料提供：JA 紀南）
  旬の野菜や果物で、時季に合った漬物を作っていくのも良い
ですね。やっぱり手作りのものは格別のおいしさ。ぜひご自宅
で試してみてください。

ことが重要ですが、実際には食欲が出ないことも多いでしょう。
しかし、梅干しの酸味には食欲を増進させる効果があるため、
食欲が出ない時でも食事量を増やして豊富な栄養を摂取するこ
とが可能になります。
　また、梅干しの酸味のもとであるクエン酸やリンゴ酸は食事
中の糖をエネルギーに変換する過程の中で重要な役割を担って
います。
　クエン酸やリンゴ酸の働きによって食事後の消化不良を予防
することもできるため、梅干しは「疲れて食欲がわかない」「胃
が重い」ときに最適な食材といえます。

整腸作用
　あまり知られていない事実かもしれませんが、梅干しは植物
性乳酸菌の宝庫です。
　植物性乳酸菌は良好な腸内環境を保つために必要な善玉菌の
エサとなるため、梅干しを食べることは腸内環境の改善につな
がる効果があるとされています。
　また、カテキン酸という悪玉菌を抑制する働きのあるアミノ
酸も梅干しには含まれており、乳酸菌とカテキン酸の相乗効果
によってより高い整腸効果が期待できます。

梅干しの栄養を最大限活かす！おすすめレシピ
梅湯

　血行促進効果のある「ムメフラール」は梅干しを加熱するこ
とで生じる栄養素です。そのため、梅干しが持つ血流改善効果
を最大限活かしたい場合には梅干しを加熱するレシピが良いで
しょう。梅湯は調理が簡単で器具もほとんど必要としないため、
料理が苦手な人や後片付けが面倒くさい人にもおすすめの方法
です。
① マグカップに梅干し 1 個と水（またはお湯）を入れる 

※梅干しの種は取り除いておく
② 電子レンジで加熱する
③ 電子レンジから取り出し、梅干しをほぐしながらよくかき

混ぜる

梅干し×チーズ
　こちらは「カルシウムを摂取したい！」という方にとくにお
すすめのレシピです。
　カルシウムは心の焦りやイライラを軽減させる作用もあるた
め、リラックスしたい場合にも摂取することが勧められる栄養
素となっています。カルシウムの吸収率を高める梅干しとチー
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アロマテラピー

癒しの香りラベンダーとその万能なる活用法

　８月といえば日本では夏休み真っ盛りの時期ですが、ここジョージアではほとんどの小中高が８月の前半に始
まるというところも多いかと思います。秋モードに入ってきたとはいえ、まだまだ暑い日々が続きますね。この
夏には海外旅行の規制も緩和され、日本に帰国された方も多かったのではないでしょうか。帰国はせずとも家族
や友人とのバケーションを楽しんだり、ゆっくり過ごしていた夏もそろそろ終わりを迎え、新しい環境を迎える
人やそんな家族を支える人も多いかと思います。そんな時期に活躍させたいのがラベンダー。ラベンダーはその
効能の多いことから万能オイルとも呼ばれています。常備オイルとして手元に置いておきたいエッセンシャルオ
イルです。そんなラベンダーを今回は深く掘り下げていきたいと思います。

ラベンダーとは

ラベンダーの品種
　品種は多く４０種以上あると言われています。その中でもエッセンシャルオイルに使われているラベンダーの
品種には大きく分けて４つあり、真正ラベンダー（Lavendula anfustifolia)、スパイクラベンダー、ラバンジン、
フレンチラベンダーがありますが、ここでは真正ラベンダーについてお話ししていきます。

どんな香り？
　おしろいのような甘く、フローラル系の香りが特徴です。
ただ、ラベンダーは採取方法や抽出方法によっても香りがだいぶ変わってきます。安価なオイルは合成物を含ん
でいたり、乾燥させた花と葉から抽出されていることもあり、鼻につく香りだったりすることもあります。上質
なオイルは花のみから抽出され、軽やかで甘い香りがします。

万能なるラベンダーの用法
　ラベンダーはその紛れもない香りと無数の利点のために何世紀にもわたって、大
切にされてきました。古代エジプト人とローマ人は、入浴、リラクゼーション、料理、
そして香水としてラベンダーを使用してきました。ラベンダーの最も注目すべき特
徴は心の落ち着きとリラクゼーションでしょう。フランスの医療においてはニキビ、
アレルギー、やけど、フケ、おむつかぶれ、消化不良、月経前の症状、更年期の症
状、妊娠線、脱毛、不眠、ヒステリック、吐き気、頻拍、鼓腸、関節の痛み、発疹、
虫や蜂刺されなどなど、様々な用途で使用されています。ここにあげたのはこれで
も一部ですから、いかに万能オイルであるかわかりますね。次の項で具体的に使用
できる方法をいくつかご紹介します。

＊上記は伝統的な用法や専門家による使用例です。個人で使用する場合は医師に相談の上、注意をもって
使用しましょう。

　ラベンダーはシソ科の植物で地中海沿岸原産の植物です。他にもカナリア諸島、インド、北アフリカ、中東な
ど様々な地域で育てられています。日本では富良野のラベンダーが有名ですね。細くてまっすぐな枝の先に小花
を咲かせます。紫色がポピュラーですがピンクや白などの花を咲かせる種類もあります。

アロマテラピー◎タウンゼント瞳



17ANIS ATLANTA - August 2022

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

ラベンダーエッセンシャルオイルの一般的な使用方法

•	 時差ぼけの解消、寝つきがわるいときなどに 
枕や寝具などに数滴垂らしてみるか、シミなどが気になる場
合はティッシュやハンカチなどに垂らしてから寝具に忍ば
せます。

•	 日焼け後のケアに 
希釈オイル（キャリアーオイル）や無香料のクリーム
にエッセンシャルオイルを数滴たらして清潔な日焼け
後の皮膚に塗り込みます。

•	 イライラや不安な気持ちがおさまらない時 
ディフューザーにラベンダーエッセンシャルオイル
を４、５滴たらして部屋内に噴霧します。

•	 リネンクローゼットやマットレス、車内の匂いとりに 
リネンスプレーを作ります。ラベンダーエッセンシャ
ルオイル 10 ～ 15 滴を 70％ Ethyl Alcohol もしくは
ウォッカ（vodka) 小さじ２と混ぜ、空のスプレーボト
ル（50ml）にいれて蓋をし、水を加えてよく混ぜます。
使うたびによく振ってから使用します。（１～２週間で使
い切ります）

•	 虫やハチ刺されなどに 
刺された直後にオイルを直接塗布すると効果的です。腫れたり痒
みが出てきてからでも効果はあります。こまめに塗りましょう。ただ
しメーカーによっては原液塗布が禁忌な場合もありますので、注意が必
要です。また子供には必ず希釈してから使用ください。

•	 汗疹や擦り傷などに 
患部は石鹸などで清潔にします。お湯で流した後、きれいに水分を拭き取ったら 
キャリアオイルなどでラベンダーエッセンシャルオイルを希釈して患部に優しく塗布します。

•	 歯医者の治療に行く前に 
治療後に歯茎が腫れたりするのを最小限にしてくれます。キャリアオイルで希釈したラベンダーエッセ 
シャルオイルをフェイスラインに沿って塗ってから治療に臨んでみてください。香りでリラックスもできます。

＊エッセンシャルオイル配合やラベンダーオイルは 100％エッセンシャルオイルではありません。エッセンシャルオイルを選びましょう。
＊皮膚に使用する際は、皮膚に塗布が可能なものであるか必ず確認してください。100％天然と書いてあるものでも皮膚に塗布が禁止なものもあります。
＊お子さん特に乳幼児に使用の場合は注意が必要です。いかなる場合も原液での使用はお避けください。
＊効能を約束するものではありません。
＊エッセンシャルオイルの選び方やメディカルアロマに興味のある方は下記までご連絡ください。
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アメリカの学校システム
　アメリカの教育行政は、連邦政府では
なく各州に委ねられています。そのため、
政権が与える教育への直接的な影響はな
いと考えられます。
　教育行政は日本と異なり、各州の教育
省の下にある郡教育局の、その下にある
学校区の裁量で決定可能な範囲が広く、
使用する教科書やカリキュラム、休日な
ども学校区ごとに決められています。
　学校区により教育方針やレベルに違い
が現れるため、学齢期の子どもを持つ家
族にとって学校区選び（居住地選び）は
非常に重要な課題です。

　アメリカの学校では学年のことをグ
レードと呼び、日本の小学校 1 年～高校
3 年にあたる 12 年間が、グレード１～
12 に相当します。
　アメリカの義務教育は、日本の幼稚園
年長にあたる歳から始まります。このグ
レードを K（kindergarten）と呼び、グ
レード K ～ 12 が一般的な義務教育期間
で、「K-12」と略称されます。
　小・中・高 12 年間の分け方は、地域
によって異なります。一般的なのは、グ
レード 1 ～ 5 を小学校、グレード 6 ～ 8
を中学校、グレード 9 ～ 12 を高校とす
る分け方です。

　また、グレード 1 ～ 8 は「プライマリー・
エデュケーション」、9 ～ 12 を「セカン
ダリー・エデュケーション」、高校は、「ハ
イスクール」や「セカンダリースクール」
と呼びます。高校 4 年間は、それぞれ別
称があり、グレード 9 を「フレッシュマ
ン」、10 を「ソフォモア」、11 を「ジュ
ニア」、12 を「シニア」と呼びます。

アメリカでの
教育・学校・義務教育に関して

アメリカの学校教育制度は日本とは大きく違い、公立の学校は、管轄の学校区の取り決めに従って運営されています。
学校のある地域によって学制や学期などが異なります。

小学校から高等教育まで、システムの違いを正しく理解しておきましょう。

アメリカでの教育・学校・義務教育に関して
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ジョージア州は高校までが義務教育
5・3・4 年制の義務教育
• 5 歳 幼稚園（Kindergarten）
• 6 歳～ 5 年制小学校（Elementary 

School）
• 11 歳～ 3 年制中学校（Middle school）
• 14 歳～ 4 年制高校（High school）

入学に必要な書類
• 申込書
• 予防接種証明書
• 身分証明書
• 居住を証明するもの（ユーティリティー

の請求書など）
※編入には日本の在学証明書と成績証明
書が必要です。

アメリカの学校とは
　学業優秀な生徒は飛び級ができたり
GATE 教育（ギフテット：Gifted and 
Talented Education）のように、特に秀
でた才能を持った生徒を対象とした特別
制度もあり、個性を伸ばす教育が行われ
ています。

新学期は 8 月から始まります
　授業日数はおよそ 180 日で、通常の休
みは次のようになっています。
• 6 月中旬から 9 月が夏休み
• クリスマスから 2 週間が冬休み
• イースターから 1 週間が春休み
　また、規則正しい学校生活を維持する
ために次のような制度もあります。
春と秋に短い休み（スプリング・ブレイ
クなど）

学　制
　一般的には 5・3・4 制を採用している
ところが多いが、地域によって日本のよ
うに 6・3・3 制を採用しているところも
あります。

入学手続き
　公立学校では、8 月の入学に対して早
いところでは 1 月くらいから登録が始ま
ります。
　定員に達すると他の学校へ入学するこ
とになるので、早めに入学手続きは済ま
せたほうがよいでしょう。
　また英語力が不自由な場合は ESL クラ
スを受けることができます。
通学する学校の手続きについての情報は、

住居区の学校区事務所で確認できます。

幼稚園（Kindergarten）
　小学校に入学前の基礎教育を学びます。
特に科目分けされた授業があるわけでは
なく、読書／作文／音楽／体操など遊び
の要素を取り入れながらの学習となりま
す。

小学校（Elementary School）
　3 年までの低学では、宿題なども少な
く社会性や集団生活を主に学びます。
高学年になると宿題も増え、アカデミッ
クな教育内容になります。
　また、行事も多く催され、先生 / 保護
者 / 子供の交流が大切にされています。
　他にも ESL やカウンセリング、リーディ
ングやスピーキングの補習クラスも専任
の先生より指導されます。

中学校（Middle school）
　日本より選択科目が多く、ディスカッ
ションや発表など自主性を持って行う授
業スタイルが一派的で、大学のように、
教科ごとに先生や教室も異なります。
　必須科目については学力別によってク
ラス分けされます。

高校（High school）
　学校区にもよりますが、大学進学のた
めのアカデミックな授業に重点を置くと
ころと、職業訓練に重点を置いた科目に
力を入れるところなど様々です。
　進学を目指す場合、計画的な高校生活
の学習プランを立て、必須な科目の単位
をとります。
　大学への願書は成績証明書、SAT、
ACT などのテストスコア、小論文、推薦
書などで出願し、入学試験はなく選考書
類で合否が決まります。

公立小学校の豆知識

教科書
学校から貸付されるので、購入する必要
はありません。宿題はほとんどプリント
アウトされた紙で渡されることが多いの
で、教科書は学校に置いておくことがで
きます。

ランチ
ランチはカフェテリアで取ることが多い

です。学校によってはスクールランチを
用意しているところもあるが、一般的に
は自分で持ってくるかカフェテリアで購
入します。
小学校低学年までは「スナックタイム」
を設けておやつを食べることができる学
校もあります。

面談
幼稚園と小学校の両親には定期的な個人
面談が設けられています。定期面接以外
でも、希望をすれば先生と面談すること
もできます。
親との先生とのコミュニケーションは重
要視されています。

通学
学校への通学は親が送迎するかスクール
バスを利用することになります。
日本のように小学校が徒歩通学すること
はありません。

サマーキャンプ
　長い夏休みを利用して実施されていま
す。学校以外にも YMCA などの団体が主
催するものもあり、日帰りから一ヶ月近
い長期的なものまで多種多様です。
　学校で学ぶものが難しい体験学習と集
団行動による社会性を学ぶことを目的に
しています。

サマースクール
　通常の授業の補足として行われるもの
で、1 ～ 8 週間という期間で参加します。
　日本から編入したばかりの生徒は ESL
をサマースクールで受けたほうがよいで
しょう。

フィールドトリップ
　美術館や劇場などへの課外授業や遠足
のようなものです。
　スクールバスを利用することが多く、
バス代を含めた費用は自己負担になる場
合があります。
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身近にあるもので家族が喜ぶ簡単おうちごはん

きちんとおいしく作れるレシピ

パッと作って

おいしくたべよ

パ

材料（2 人分）

鶏むね肉 ................................................200g
長ねぎ ..................................................1/4 本
チリソース
　ケチャップ .................................. 大さじ 2
　料理酒 .......................................... 大さじ 2
　ごま油 .......................................... 大さじ 1
　豆板醤 .......................................... 小さじ 1
　鶏ガラスープの素 ....................... 小さじ 1
　すりおろし生姜 ........................... 小さじ 1
　すりおろしニンニク ................... 小さじ 1
　片栗粉 .......................................... 小さじ 1
チンゲン菜 .............................................. 50g

1. チンゲン菜は根を切り落としラップに包み、しんなりとするまで 600W のレンジで 2 分加熱します。

2. 長ねぎはみじん切りにします。

3. 鶏むね肉は一口大に切ります。

4. 耐熱ボウルにチリソースを入れ混ぜ合わせます。

5. 2 と 3 を入れ、ふんわりとラップをかけ、600W のレンジで 4 分加熱します。

6. 全体を一度混ぜ合わせ、再度ふんわりとラップをかけ、鶏むね肉に火が通るまで 600W

のレンジで 4 分加熱します。

7. お皿に 1 と 6 を盛り付けて完成です。

簡単

鶏むねチリソース

辛いものが苦手な方は、豆板醤の量を調節してください。
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。

パパっと作っておいしくたべよ
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　仕事に応募をする際、最近ではレジュメをアップロードす
るのではなく、自身の経歴を直接システムに入力する場合も
ありますが、レジュメを用意し、それを提出することが一般
的です。レジュメを提出したけれども、書類審査が通らない
場合、なぜだろうと首を傾げた経験は誰にでもあるのではな
いでしょうか。では、どうして書類審査が通らないのでしょ
うか？一般的な原因を見ていきたいと思います。

レジュメが長すぎる
　一般企業に応募する場合、レジュメは 1 ～ 2 枚にまとめる
のが良いとされています。リクルーターとして業務をしてい
ると、3 枚以上のレジュメを目にすることは日常茶飯事です。
長い場合は 5 ～ 6 枚のものも目にします。枚数自体で判断す
ることはありませんが、あまりに長いと重要な情報がすぐ目
に入らないという現象が起こるため、応募者にとって不利な
状態になります。もしそのポジションに数名程度の応募であ
れば、リクルーターもレジュメを読むことに時間をかけるこ
とができますが、何百名規模の応募がある場合は、沢山の応
募からその仕事に関連性のある高いスキルや経歴を持った人
を探さなければいけないため、一つ一つのレジュメに対しじっ
くり時間をかけることは困難です。応募書類を見る人の立場
になり、自分のレジュメがどう映っているのかを考えてみて
ください。きっと自分のレジュメを振り返る良い機会になる
と思います。

関連する職歴が記載されていない
　レジュメは各求人に合わせたものを作成するのが有効です。
一般的なレジュメを作成し、それを応募する全てのポジショ
ンに利用する方もいらっしゃいますが、リクルーターはどの
職歴、スキルが応募する求人に合っているのかを見ています。
そのため、その関連性が見られない場合、書類審査が不合格
となってしまいます。また、Objective の欄に記入した職種と
応募した職種が著しく異なると、レジュメを受け取った側も
いい印象を受けませんので、それぞれの求人に合わせてアジャ
ストすることが必須となります。

タイプミスや文法の間違いがある
　採用担当者の約 77％は、文法的な間違いやタイプミスを見
つけた時点で書類審査を不合格にすることがあると言われて
います。職種ごとにレジュメをカスタマイズする場合に、ス
ペルミスやスペースの欠落が起こり、見逃してしまうケース
も考えられます。特に英語が第二言語だった場合、英語が不
自然な表現になったりすることもありますので、レジュメを

提出する前には、必ず他の人の目を通し、文章のチェックを
してもらいましょう。

写真や凝ったデザインが入っている
　日本では必須な顔写真はアメリカでは必要ではありません。
不必要な情報は載せないのが基本なレジュメなので、写真は
載せなくても大丈夫です。たまに写真が載ったレジュメを目
にしますが、受け取った側は逆に驚いてしまいますし、特に
選考のプラスになることもありません。また、最近では応募
する際にレジュメをアップロードすることで、機械がレジュ
メの情報を読み込むというシステムが多くあります。色が入っ
たデザインやロゴ、グラフなどが入っていると自動的にフィ
ルタリングされ、リクルーターや採用担当者の手元にレジュ
メすら届かないことも起り得ます。レジュメを作る際は提出
後に起きる可能性があることを加味し、できるだけシンプル
なデザインでレジュメを作成することをお勧めいたします。
一つ一つの項目は基本的なことではありますが、落とし穴に
落ちている方は意外と多いものです。レジュメを提出する際
は、チェックにチェックを重ね、リクルーターや採用担当者
の目に留まる様に心がけましょう。

参考 : CareerBuilder “Why is my resume being rejected? An exploration”

Pasona NA, INC.
TEL:(404) 848-9221
E-mail:atlanta@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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家族スポンサーによる永住権申請
　家族スポンサーによる永住権の申請には、米国市民がスポ
ンサーになる場合と永住権保持者がスポンサーになる場合が
あります。米国市民はその配偶者、親、子供、兄弟姉妹の永
住権を申請することができます。永住権保持者は配偶者と未
婚の子供のスポンサーとして永住権を申請することができま
す。

　米国市民の配偶者・親・21 歳未満の子供は直近家族とみな
されるので、永住権の申請に待ち時間がありません。そのため、
申請者がアメリカ国内にいる場合は、米国市民によるスポン
サー申請 (I-130 Immigrant Petition) と本人による永住権の申
請 (I-485 Application to Register Permanent Residence or to 
Adjust Status) を移民局に同時申請することができます。申
請場所によって審査待ち時間は異なりますが、全過程でおよ
そ 12 ～ 24+ ヵ月程かかります。申請者がアメリカ国外にい
る場合は、米国市民によるスポンサー申請 (I-130 Immigrant 
Petition) が承認されたら、外国人配偶者は自国の米国大使館
か米国領事館で永住ビザの申請を行います。ここ数年はコロ
ナの影響で全体的に審査が遅れていますが、米国市民による
スポンサー申請の審査は現時点で 12 ヵ月程かかっています。

　永住権申請時に結婚暦が２年未満であれば、偽装結婚では
ないことを証明するために、初回は 2 年間の条件付の永住権
が発行されます。条件付永住権の有効期限が切れる前の 90
日間に永住権の条件を取除く申請 (I-751 Petition to Remove 
Condition on Residence) を提出することにより、10 年間有効
な永住権を申請することができます。この時に、条件付永住
権を発行されてから、引き続き有効な結婚関係を保っていた
証拠資料を提出します。場合によっては２回目のインタビュー
を要請される場合もあります。もしこの間に離婚が成立した
場合、通常は永住権の更新はできなくなりますが、例外とし
て Waiver を申請できる場合もあります。Waiver を申請でき
る主な証拠理由として、本国へ帰国すれば極度な苦境に陥る
こと、結婚当初は善意の婚姻であったこと、あるいは配偶者
の暴力や残虐行為の被害者であること、などがあげられます。
それぞれの理由の証拠資料が必要となりますので、専門家に
相談するのがよいでしょう。

　米国市民が既婚の子供の永住権をスポンサーする場合、年
間発行枠が定められているため、米国市民がスポンサー申請
を行なった後は、順番がまわってくるまで、本人による永住
権の申請を行なうことができません。2022 年 6 月時点でお
よそ 13.4 年程の待ち時間があります。メキシコ国籍保持者は
24.5 ヵ月程、フィリピン国籍保持者はおよそ 20 年程の待ち
時間があります。米国市民が兄弟姉妹の永住権をスポンサー

する場合、現時点では 15 年程の待ち時間があります。メキ
シコやフィリピン国籍の兄弟姉妹であれば、およそ 20 ～ 22
年の待ち時間があります。

　永住権保持者が配偶者や子供の永住権をスポンサー申請す
る場合も、年間枠が定められているため、永住権保持者によ
るスポンサー申請提出後は、本人の永住権を申請するまでに
待ち時間があります。2022 年 6 月時点では配偶者と 21 歳未
満の子供には待ち時間がないので、申請者がアメリカ国内に
いれば、I-130 スポンサー申請と I-485 永住権申請の両方を
同時申請することができます。永住権保持者の 21 歳以上の
未婚の子供（21 歳以上）の待ち時間は、現時点で 7 年程です。
メキシコ国籍者の場合は 21 年程です。尚、待ち時間は随時
変わっているので、国務省が毎月発表している Visa Bulletin
　（http://travel.state.gov/）で待ち時間をチェックを行ない、
順番が回ってきたら速やかに申請を行います。

　永住権申請の順番がまわってきたら、永住権申請と同時に
就労・旅行許可証も申請します。就労許可証が届いたらソー
シャル・セキュリティー・ナンバーを申請し、永住権が認可
されるまで働くことができます。H-1B や L ビザ保持者の場合
は、旅行許可証 (Advance Parole) がなくとも有効な H-1B・L
ビザで入国することができますが、永住する意思を示しては
いけないビザ種類で滞在している人は、旅行許可証が発行さ
れる前に出国すると、入国を拒否されるか、或は入国時に永
住権申請を取り下げられる可能性があるので要注意です。た
だし、旅行許可証があっても、米国滞在歴に違反があった場
合は、入国を拒否される可能性があるので、違反・犯罪歴の
ある人は国外への出国は避けたほうがよいでしょう。

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

アイアイアイ キャリアからのお知らせ◎大蔵昌枝 弁護士

アイアイアイ キャリアからの
お知らせ 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。

雇用・労働・移民法ニュース
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我楽多横丁こぼれ話◎野呂利　歩

　日本では火葬が殆どだが、アメリカでは土葬が主流であっ
た。過去形にしたのは、このアメリカでも火葬が土葬を上
回り、５６％に達したとのことである。とりわけコロナ禍
での多数の死者を埋葬するのに、いかに広大なアメリカと
言えども、何処でも埋葬していいことにはならないから、
火葬増になった。ご存知のように、アメリカでの火葬は骨
はパウダーにするので場所をとらない。

　火葬への反対は、主として宗教上の理由によるもにだが、
火葬へのシフトが進んだということは、アメリカ人の宗教
的退潮とも符号しているのではなかろうか。経済的にみる
と、土葬が平均一万ドルかかるのに対し、火葬は５～６千
ドルだから、この世知辛い世の中では自然の流れだろう。

そんな土葬か火葬か、の論争の中で、最近注目されてきた
のが、Aquamation（水葬）である。今までニュースにもな
らなかった Aquamaton に光が当たり始めたのは、やはり
コロナ禍の影響であろうと専門家は見ている。

　Aquamation はもともとペットの埋葬に利用されていた
のだが、人間への適用が法律的に可能になり、2011 年に

初めてこの埋葬方式が利用された。現在 20 州が合法化
されているが、実際に設備が整っているのはまだ 13 州に
とどまっているとのこと。施設数でみると、火葬施設が
3300 カ所を越えるのに対し、水葬施設は 40 に満たないと
いう。

　環境及び経済的側面の興味深い記述がある。埋葬には年
間 400 万ガロンの遺体防腐処理剤が使われ、それ以外にも
木棺用の木材、コンクリートや金属が使用される。ここで
目を引くのは、防腐処理に従事する人は毒性の強いホルム
アルデヒドを長年吸引するので白血病の症例が多いという
事実である。火葬は主要素は火力だが、年間 17 億キロの
二酸化炭素を排出するというから、CO2 問題の昨今、問題
に値する。これらに比べると水葬は一件あたり 300 ガロン
の水（家庭で一日に使う水の量）で済むという。

　水葬費用は 1500 ドルくらいと安いが、まだ施設が少な
いので普及には時間がかかりそうだ。埋葬の時代から火葬
が始まるまで１００年を要しているが、水葬が普及するの
は、そこまで掛からないだろう、というのが専門家の観方
である。

　 あなたの先祖たちの知らなかったマナを、あなたに食べ
させられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、つい
には、あなたを幸せにするためであった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　申命記 8 章 16 節
 
　「あなたを苦しめ、試み」と、神は、言っておられます。 
苦しみが、臨むと「なぜ？なぜ？」と、不安、不満、怒りが、
出て来ますが、試練を通してしか、得られないものがあり
ます。 　試練とは、試して、練られることです。神の試練は、
その結果、あなたを幸せにするためであったと記されてい
ます。
　勿論、試練を好む者はいません。しかし、誰もが、試練
に会います。その時に、環境や他人のせいにして、不満と
苦しみに飲まれて行く事もできますし、あるいは、それを
訓練として受け止める事もできます。試練の時、心を屈折
させるのも、心を素直にするのも、自らの選択です。「人が
その子を訓練するように、主があなたを訓練される」と、
聖書に記されています。　試練を訓練として受け止めるな
ら、測り知れない益を得ることでしょう。　心を固くせず、
試練の中で主に従えば、全てが合い働いて益とされ、成長
していきます。そして後に、「苦しみにあったことは、私に
とって幸せでした」と言えるのです。

　人は、苦しみによって砕かれて、自分の力に頼れず、な
すすべもなく、神にしか頼れない所まで追い込まれないと、
自分の弱さを認めることが出来ない‥人とは、何と強情で、
自分を正当化し、周囲を責めても、自分の非を認めない者
でしょう。全ての人がそうではありませんが、人は、往々
にして、試練にあったその時、初めて、真に神と向き合い、
神を知るのです。それを、回心といいます。改心ではあり
ません。回心は、これまで、神に背を向けて歩んでいた者
が、180度心の向きを変えて。神様に向きを変えることです。
試練にあって、苦しみを受け止め、神に近づいて、神に拠
り頼む事の意味を知ることが出来た人は幸いです。神との
出会いによって、試練が「涙の谷を過ぎる時も、そこが平
安の泉の湧く所」となるのです。

　苦しみの時に与えられる御言葉（聖書）により、天の父
なる神が、すぐそばにおられるかのような臨在感に包まれ、
神から来たとしか思えないような慰めをうけて、平安に過
ごせる時があります。試練を超えて、新たに神を知り、信
頼して、全てを明け渡して、委ねる時、本物の幸いを経験
していくのです。ついには、あなたを幸せにするためとの
御ことばどおりですね。神は、愛です。私たちは、愛され
ています。

野呂利　歩

米国埋葬事情　Aquamation（水葬）

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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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

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

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

前頭前野の鍛え方
　川島教授が以前、この前頭前野を鍛える方法を研究している
時、「コンピューターゲームをしている子供たちはよく集中し全
身を使って楽しくやっているので、きっと脳が活性化している

のではないか？」という仮説をたてました。そこで、大学生にゲー
ムをやっている時の脳と、大学生には非常に簡単単純な一桁た
す一桁の足し算をやっている時の脳を比べてみました。
　脳の使われ方が色でわかるポジトロン CT というハイテク機
器での映像ではっきり違いがでました。もっとも多くブドウ糖
を消費した箇所は白、次に赤、黄、緑と続き、青の部分はほと
んど消費されなかった箇所です。単純計算をしている脳は白い
箇所や赤い箇所がたくさんありました。反対に、コンピューター
ゲームでは、黄色や緑の面積が大部分を占めていました。
　この実験でわかったことは、コンピューターゲームをしてい
るときよりも、単純計算をしているときのほうが、脳全体がよ
く働いたということです。　この実験をきっかけに、教授の研
究チームは現在、読み・書き・計算が同じような効果をもたら
すことを科学的に証明しています。

　学校で子供たちが学ぶということは、さまざまな学力が身に
つくという本来の目的に加えて、生きるために一番大事な脳の
トレーニングが同時にできていたんだということです。ただし、
読み・書き・計算ばかりしていたら、読み書きの得意な子にし
かならないのではないかという疑問もあります。
　イマジネーションを働かせている時は前頭前野が使われます。
大学生に「自分の友達の性格をよく考えながら、自分が相手に
どういう行動をしたらどう相手がかえしてくるか、これを考え
ながら行動しなさい。」と言った時の脳の活動映像は左右の前頭
前野を大いに使います。
　この映像と読み・書き・計算で鍛え上げられた脳の映像を重
ねるとぴったりと一致することがわかりました。基礎学力をき
ちんと勉強した子供たちこそ、その脳から優しい思いやりのあ
る心が発揮されるんだということを示しています。　読み・書き・
計算のトレーニングというのは必要条件です。
　しかし、十分な条件ではありません。しかし、読み・書き・
計算をきちんとやった上で、いろいろな考える訓練を積む、そ
れから他者とのコミュニケーションの経験を積むことによって
非常に大きな能力が発揮できる、それが十分条件なわけです。
逆はまた真ならず、読み・書き・計算等の基礎トレーニングを
まったく行わずに考えるトレーニング、空想するトレーニング、
他者とコミュニケーションする力を発揮させようとしても、小
さな器には小さな能力しか宿りません。ですから、両方のバラ
ンスが必要です。
 

☺
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        ANIS
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アメリカで暮らしてい行くうえで欠かせない、
教育、医療、ビザ、住まいなどの生活所法から、
食、映画、スポーツ、旅行などのエンターテイ
ンメント、地元の最新情報まで、オリジナルコ
ンテンツが満載。

ホームページで更に詳しい情報を発信！
アニスアトランタをご覧ください。
www.anisatlanta.com

あなたのビジネスを
強力にバックアップ

します !

お問合せは　☎ 404-510-8534
infojp@anisatlanta.com

生 活から食・教育・娯楽まで
アメリカ暮らしに必要な情報をカバー
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　まだまだ暑い日が続いているアトランタですが、皆さんお
元気ですか？そろそろ、夏の疲れが出てくる頃ではないで
しょうか。疲れが溜まっていたり、体調が悪いといつの間に
か、猫背になっている…という人は多いと思います。
　良い姿勢というのは、実はものすごく全体の筋肉、特にコ
ア・マッスル（体幹）を使っています。身体に疲れが溜まれば、
筋肉中の乳酸が増え、筋肉が硬くなり凝りを感じ浮腫（むく）
みます。すると身体全体がいつもより重たく感じ、良い姿勢
を取り続けることが辛くなってしまい、だんだん猫背になっ
ていくというわけです。
　また、猫背ではなくても、慢性的に腰や膝に痛みがある人
は痛い部分を庇うような姿勢になっていき、骨盤が歪んだり
背骨が傾いたりとバランスの悪い姿勢になってしまいます。
姿勢が悪くて猫背でなにか問題があるのかと思う方もいるか
もしれませんが、まず、第一に見た目があまり良くありませ
んね。不健康な印象を与えてしまいます。そして怖いのは、
長年、悪い姿勢を続けていると、健康にも被害が出てくるか
もしれないということです。
　たかが姿勢でそんな大げさな、と思われるかもしれません
が、人間の体は正しい姿勢を取ることで、脳からの伝達神経
の流れが良くなり体の機能が向上します。また、良い姿勢で
胸を張ると、肺が開き呼吸が楽になり日常的に深くて効果的
な呼吸をすることができます。深くて効果的な呼吸は、血液
を介して新鮮な酸素を体内の細胞に供給し続けます。常に新
鮮な酸素を充分量得ることがきる細胞は活性化されて体内の
老廃物が排出され新陳代謝が活発になります。猫背を続けて
いると日常的に浅い呼吸しかできない上に、胃腸などの臓器
が圧迫されるので消化機能にもとても悪影響です。
　では、良い姿勢とは具体的にどんなものでしょう。理想の
姿勢を表す　「姿勢のゴールデンライン」というものがありま
す。参照図を見ていただくとわかると思いますが、体を横か
ら見たときに頭の先から耳～肩～手首～膝～くるぶしがきれ
いに一本の線のように真っ直ぐになっている状態です。
　しかし、残念ながら、なかなかこんな一本線、ゴールデン
ラインをキープできている方はいません。みなさん、どこか
しら傾いていたり歪んだりして、ゴールデンラインからずれ
ています。ですが、歪みや傾きなど、自分の姿勢を把握した
上で気をつけてゴールデンラインを意識して毎日生活するの
と、全く知らずに生活を送るのとでは、未来の、いえ、3 年
後 5 年後の近い将来の健康状態が変わってくるかもしれませ
ん。手遅れになる前にご自分の姿勢を把握して、ゴールデン
ラインを目指して見た目の印象だけでなく、身体の芯から健
康になりましょう。

　来月、９月１７日・１８日には実に 3 年ぶりのジャパンフェ
ストが開催されます。当院もブースを出展し、簡単姿勢チェッ
クを行います。簡単と言っても、左右の体重差、頭の傾き、
首の傾き、肩の高さの左右差、背骨の傾き、腰高の左右差、
肩の回旋、腰の回旋、首と腰の前後のバランスなど、おおよ

そ 10 箇所の計測を行います。姿勢のゴールデンラインがイ
マイチよくわからなかった、自分の姿勢を正しく把握したい
という方はぜひお立ち寄りください。もちろん、オフィスで
は、より精密な姿勢計測器とレントゲン撮影にて、背骨全体
や骨盤、頚椎の歪みや傾きをミリ単位で確認し、それを元に
ゴールデンライン目指して施術・治療していきます。お気軽
にご相談ください。

矢島　敬朗　　カイロプラクター

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

ゴールデンライン
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質問：急な歯の痛みで診てもらったら歯にヒビが入っている
と言われ抜歯することになったのですが、治療のオプション
はないでしょうか。

回答：歯に亀裂が入ると治療不可能な場合があります。どこ
にどのようにヒビが入っているかで治療のオプションが変
わってきます。

ちなみに、抜歯の主原因別の割合で最も多かったのは歯周病
（37.1%）、次いでう蝕（虫歯）（29.2%）、破折 （17.8%）、そ

の他（7.6%）、埋伏歯（5.0%）、矯正（1.9%）の順となって
います。 

8020 推進財団（2018）第２回 永久歯の抜歯原因調査

歯を保存できる破折とできない破折
　破折した歯が保存できるかどうかは破折部位の位置に
よって決まります。破折線が比較的浅い部分でとどまってい
る場合は、例えばクラウンレングスニングという方法で歯を
保存できる可能性があります。しかし、破折線が歯槽骨より
下の根の深い部分まで達している場合は残念ながら予後良
好な治療は難しく基本的には抜歯となります。抜歯後は傷の
治癒を待って、インプラント、ブリッジ、または義歯で欠損
部分を補う治療が必要です。

＜クラウンレングスニングとは＞
　歯肉を少し下げて、その下にある虫歯や歯が割れている部
分を歯肉の上に出す治療法のことです。 クラウンレングス
ニングを行なって、歯肉の下にある虫歯や 歯が割れている

場所を 歯肉の上に露出させることにより、虫歯や割れた歯
に土台を立てることが 可能になり、精密な印象採得を行っ
たり、細菌感染を起こしにくい環境を作ったりすることがで
きるようになります。
 
歯根破折の原因
　歯根破折の原因は様々ですが、奥歯においては噛む力が原
因になることが多いと言われています。奥歯は食事時に食べ
物を噛んですり潰すだけでなく、様々な状況下でくいしばっ
たりすることで負担がかかっています。
　長年かけて少しずつヒビが大きくなることもありますが、
何かの衝撃でパキッと亀裂が入ってしまうこともあります。
そして破折した部分から細菌が入り込み、周辺の歯肉が腫れ
たり、噛んだ時に痛みを感じたりするようになります。また、
細菌感染による炎症で周辺の骨が少しずつ溶け始め、近隣の
歯にも影響をおよぼすこともあります。

咬合力が原因の破折の中でも、リスクが高くなる条件として
次の 3 つが挙げられます。
1. 神経治療をして強度が弱くなっている歯
2. 不正交互により噛み合わせが悪い
3. 咬合筋が発達していて噛む力が強かったり、歯ぎしりや

食いしばりを頻繁にしている

まずは定期的に歯科検診を受けること、
異常を感じたら早期に治療を行い、歯を
長く保てるようにしましょう。

清水デンタル
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◎清水デンタル

歯の破折
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メディカルコラムKuraoka
Clinic

　倉岡クリニックの AdvancedMD Aesthetics of Atlanta。メ
ディカルエステとは外見的な美だけでなく医療的な観点に
立ってエステ行為を行うクリニックの併設機関です。専門医
師の判断を仰ぎながらエステを行うことでより効果的なエス
テを受けることができますし、エステで健康に悪影響が出そ
うな処置を避けるという目的もあります。

　｢メディカルエステって通常のエステサロンとどう違うの｣
そんな疑問をお持ちの方も多いはず。通常のエステサロンと
メディカルエステとの違いは言葉のとおり、医療的なバック
ボーンを持ち、医学理論に基づいた施術を行っているか、い
ないかにあります。
　メディカルとは直訳で医療という意味です。つまりメディ
カルエステとは医療エステと言うことになります。一般的な
エステは、リラクゼーションが大きな目的で、医療的観点や
医師の監修などはありません。
　それに対してメディカルエステは結果を出すことが目的で
有り、医師の監修の元に行うエステのことを指します。
まず、医師との連携があるということで、圧倒的な安心感と
医学的観点から、きちんと問題を改善できるというメリット
があります。メディカルエステは医者の意見を取り入れなが
ら施術を受けることができます。その為、一般的なエステで
は見つけることができない問題の根本から、医学に沿った改
善処置を行うことがでいるのです。また、施術後に問題があっ
た場合でも、医師との連携がとれているので、アフターフォ
ローも万全ということになります。この安心感は、メディカ
ルエステならではです！

　メディカルエステに来店する目的で多い悩みは、肌老化や
難治性ニキビ。共通して言えることは、お悩みに対して深刻
であるということです。通常のエステと、メディカルエステ
に行く目的について、それぞれ女性を対象にアンケートを行っ
たところ、分かりやすい調査結果がでております。メディカ
ルエステで最も多い悩みは、シワ・たるみ・シミなど年齢と
ともに現れる症状に対し、通常のエステはマッサージやブラ
イダルエステが上位。
　きちんと効果が欲しい！体を根本から改善したい！具体的
に改善したいところがある。（ニキビ・ほうれい線・目の下の
くま・セルライトなど）と考えている人にお勧めです。是非、
ご相談ください。

今回は永久脱毛について
　脱毛をするなら、施術を受けた部分は今後ムダ毛が生えて
こないようにしたいと思うでしょう。このように、「永久的」
にムダ毛が生えてこないような脱毛をしたい場合に検討され
るのが医療脱毛です。では、医療脱毛を受けると永久に毛が
生えないのでしょうか。永久脱毛がどのような効果をもたら
してくれるのか、おすすめの医療脱毛についてご紹介します。
　永久脱毛とは、施術を受けた部分の毛が長期間にわたって

生えてこないことを言います。
　カミソリや毛抜きなどでムダ毛を自己処理しても、数日か
ら 1 週間程度で次のムダ毛が生えてきてしまいますが、体毛
は日々成長を続けるため次から次へと生えてくるからです。
　毛が成長して生えてくる「毛周期」には個人差があり、毛
抜きで根元からムダ毛を抜いても再び同じところからムダ毛
が生えてしまうため、永久的な脱毛効果は得られません。

　処理をしても繰り返しムダ毛が生えてきてしまうのは、ム
ダ毛の根元奥深くにある「毛乳頭」という部分が毛の成長を
促しているから。毛抜きでムダ毛を根元から引き抜いたとし
ても、毛乳頭を取り除くことはできません。そのため、何度
ムダ毛を処理しても繰り返しムダ毛が生えてきてしまうので
す。
　永久脱毛は、機械が発する熱の力でこの毛乳頭に働きかけ
て破壊することで、半永久的にムダ毛を生えなくするという
仕組み。レーザー脱毛は永久脱毛ができ、なおかつ自己処理
など他のムダ毛処理方法に比べてきれいな仕上がりになるこ
とが大きなメリットです。

　AdvancedMD Aesthetics of Atlanta の脱毛は、Clarity 2 と
いう最新医療脱毛レーザーを使用しており、照射時の痛みを
大幅に軽減。太い毛から産毛まで、的確に対応して全身つる
すべの永久脱毛を実現することができます。
　以前の脱毛は、照射のたびにかなりの痛みがあるため麻酔
クリームを使用するなどの必要がありましたが、安心して脱
毛を受けていただくことができます。
　そもそも、「永久脱毛 = 一生毛が生えてこない脱毛」という
わけではありません。永久脱毛の定義は「脱毛の終了から 1
か月時点での毛の再生率が 20％以下の場合」というものです。
この定義から、レーザー脱毛は永久脱毛であると言えます。

　私の中でも、今までやってみてよかった一番の美容は、脱
毛ですね。夏は薄着になるので、脇や腕、足のムダ毛が気に
なります。いつもシェーバーで剃ったりしているうちに、黒
ずんできたり、イングロウヘア（埋没毛）ができたりして、
悩みが堪えませんでした。
　しかも照射時の痛みも軽減されたというのは画期的。以前
のレーザー脱毛は、照射時のゴムではじかれるような痛みが
かなり辛く、「きれいになるのはつらいなぁ」と思いながら、
我慢するしかありませんでした。
　脱毛してしまえば、出かけようと思った時に、「しまったム
ダ毛が！？」みたいなこともなくなり、まったく！もっと早
くやればよかったとつくづく思いました。（人生に余裕ができ
ます）最近は男性の脱毛エステも流行ってるみたいですね。

　最初のカウンセリングで、お肌に合うレーザーを見極め、
患者様それぞれに適した脱毛を選択させて頂きます。
　今なら「脱毛サマーキャンペーン中」なので、お得です。
是非お問合せください。

MONTHLY	NEWS	LETTER	for	HEALTH

メディカルコラム◎倉岡クリニック
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～アメリカの一般歯科医と歯科専門医について～
　アメリカでは、年に 2 回歯科検査と歯科クリーニングに行くことが慣習となっています。でも、日本では、一般的に
歯にむし歯ができたことに気がついたり歯が痛くなったら近所の歯医者に行き、大抵の場合は問題を処置してくれます
ので、歯科というのは 1 科目と思っている方が多いかもしれません。しかしアメリカでは医療のシステムと同じように
様々な専門医に分かれています。そこで、数回にわたり一般歯科医と 5 種類の専門歯科医についてその違いと専門分野
についてご紹介したいと思います。

一般歯科医

　アメリカの医療では、多くの場合医師の診察を受けるときはまず一般医を受診し、その診断にもとづいて専門医のも
とへ行くシステムになっています。歯科医療でも、これは同様です。年に 2 回の検査とクリーニングは一般歯科に行っ
てしてもらい、むし歯ができたり歯周病になったりしても初期のうちに発見することができるので一般歯科で大抵治療
することができます。一般歯科でも抜歯、神経治療、歯周病治療ができますし、最近では特別なトレーニングを受けて
一般歯科医も歯科矯正やインプラントができるようになってきています。
　一般歯科でも、子供だけを専門に見る小児歯科医もあります。小児歯科医院は子供向けに絵本やおもちゃ、子供向け
のビデオなどがあり、歯科医やアシスタントは子供たちに慣れているので、アメリカでは子供が小さいときは、親とは
別の歯科医に親が連れて行くことがよくあります。

専門歯科医の種類

　アメリカには以下のような専門歯科医があります。通常一般歯科医がその治療範囲外になると必要に応じて患者を専
門医に紹介します。
１） 歯内療法科医（Endodontists）
２） 歯周病科医（Periodontists）
３） 矯正歯科医（Orthodontists）
４） 口腔外科医（Oral Surgeons）
５） 補綴歯科医（Prosthodontists）
６） 小児歯科医 (Periodontists)

　次号からそれぞれの専門医の違いやその分野についてご紹介していきます。

歯のこと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。
　　404-409-6273　泉まで

植月歯科医院から「歯」の話
「歯」の話◎植月歯科医院
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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？

なにかと活発に動くことができそうで、気持ちと体調が良ければ
大きな結果を残すことも困難にチャレンジして克服することもで
きそうな勢いです。あれをこれもやりたいといった心の中に湧い
てきた衝動を否定せず、まずは試してみると良いかもしれません。
復活愛、復縁の暗示があります。パートナーと別れてしまった人
は、その縁が元に戻る可能性が高くあるので期待しておきましょ
う。もちろん、なんの行動もとらないのでは、その可能性もあり
ません。
少油断は禁物のようです。物欲に簡単に負けてしまう心の弱さが
出てしまい、大きな出費をしてしまう可能性が大きいようです。
自制心を持ち、断るときは断る意思を示すことも大切でしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：9　18　24　　　×危険日：2　14　31

健康運の下降に注意でしょう。無茶や無理をして身体を壊し、予
定をこなせない可能性が出ています。頑張り過ぎて逆に物事が未
達成になるよりは、ゆっくりとしてでも目標達成を心掛けておき
ましょう。
出会いの運気自体はあまり良いとは言えず、しかしながら良質な
チャンスは巡って来そうなのでアンテナを張っておきましょう。
特に知人から紹介や家族からの紹介だと、相性の良い相手との出
会いが期待できます。
仕事が好調なので、そのおかげで金運も下降することなく安定を
迎えそうです。自身の力や魅力を過信したり、相手を侮ったりす
ることがなければ、人よりも上に立つことが叶うかもしれません。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：9　19　27　　　×危険日：1　16　20

月の前半に好運気となり、後半になるに従って徐々に運気は下降
していくようです。告白、仕事、勝負などのアクションは、月の
始めのうちに起こしておくようにしましょう。自分に流れが来て
いるか来ていないかは感じ取ることができるので、自身の直感に
従うのも良いでしょう。
新しい出会いよりも、元恋人や昔片思いをしていた相手と再会か
らの縁結びに期待が持てそうです。相手がもしフリーなら、積極
的になっても良いかもしれません。
特に波もなく、平均的な金運をしています。人に会うことが増え
る場合は、交際費をなるだけ抑える努力が必要になってくるかも
しれません。少々なら趣味に散財しても大丈夫でしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：4　17　28　　　×危険日：9　13　25

運気の良い勢いに押されて、何事も上手く運びそうな気配を感じ
ます。不可能だ、無理だとあきらめていたことに、突破口を見出
すこともできるでしょう。ピンチに陥ったときには、誰かが必ず
あなたに手を差し伸べてくれることでしょう。
身近な人に目を向けてみましょう。友人、知人としての関係を築
いている異性の中に、実はあなたに想いを寄せている人がいるか
もしれません。一歩が踏み出せていないだけで、実はとても相性
の良い間柄かもしれません。
変化に乏しいようですので、思考を自分の内側に向けて、今後の
ことをじっくり考える時間に充てると良いでしょう。見直すべき
点を考えることで、事態の好転を図ることが叶いそうです。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：8　17　27　　　×危険日：3　14　22

山のような線を運気は辿りそう。月の中旬が最高で、始まりと終
わりが平凡、そんな状態です。なにかを成すのなら、月始めから
中旬への運気が上昇していく間に達成させるよう努力しましょう。
月の後半は、あまり成果を期待してはいけないようです。
良い運気をしているので、出会いに期待が持てます。長くシング
ルが続いている人は、とうとう理想の出会いに恵まれるかもしれ
ません。
金運は全体で見るとやや低空飛行。ただし、宝くじなどは吉のよ
うなので、ギャンブル要素のあるものは楽しむ程度なのが良いか
もしれません。仕事での評価が上下しやすいため、それに合わせ
て精神的にも波が発生してしまうかもしれません。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：13　21　29　　　×危険日：4　18　26

敵対や苦手としていた他者との距離も良い具合に近付き、相手の
良い部分を見ることができて、良好な関係に転じることも多そう
です。集団の中で頭ひとつ抜け出すことができるので、仕事でも
恋愛でもライバルに差を付けることが叶いそうです。
恋愛運は、良くも悪くもない状態です。ただし、パートナーとの
関係が長い人は、要注意とも言えそうです。マンネリを心のどこ
かで感じていて、小さな切っ掛けでも気持ちがスッと離れてしま
う可能性があります。
お金がどんどん出ていく空気があります。物欲が抑えられないこ
とや、突発的な交際費の支出、イベント事など、その理由はいく
つもありそうです。あなたの自制心が求められそうです。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：6　17　25　　　×危険日：3　19　23

停滞を感じる出来事が何度かありそうです。プライベートでも仕
事場でも、それは起こり得る気配を持っています。自分の生活態度、
能力、交友関係などを一度見直してみて、なにかしら変化や改善
をできるところは手を加えてみると良いでしょう。
特に大きな変化も見込めず、安定とも落ち着いたとも言える恋愛
の運気をしています。とは言え、出会いがないわけでも、復活愛
が叶わないわけでもないので、チャンスと見れば積極的に動くよ
うにしましょう。
自分の直感に従って行動や決定をしてみると良いかもしれません。
そこにお金の匂いがなくとも、まわり回ってあなたの元へと良い
結果が転がり込んでくる可能性があります。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：4　19　24　　　×危険日：9　14　27

停滞がやや続くようで、月の終わりに上昇の気配を見せるにとど
まる運気をしているようです。物事が上手くいかなくても、焦ら
ずに堪えるようにしましょう。結果を早急に求めても、出ないこ
ともあります。人との関係がギクシャクすることもあるでしょう。
パートナーとの仲を常に気にしておきましょう。ちょっとした言
葉によって、相手を遠ざける結果を引き寄せてしまうことがあり
そうです。交際期間が長く、ややマンネリになっているケースで
は要注意でしょう。
金運も注意深く見守るようにしましょう。動きがあったときは、
瞬間的にどうすべきか判断して、進めるようにしてください。体
調管理と、健康運の下降に気を付けておきましょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：4　15　25　　　×危険日：9　18　27

月半ば頃に対人運が高まることで、恋愛でも仕事でも良いご縁が
その頃に作られそうです。新たに知り合った人とは、始めから相
性の良さを感じられるかもしれません。積極的になって、自分か
ら距離を詰めていくと良いでしょう。
高い恋愛運を持っており、良い恋愛ができそうな月です。主に紹
介によって出会うことがあり、最初からお互いを良い存在として
認識することでしょう。すでにパートナーがいる人は、結婚など
へと関係性が進展することもありそうです。
やや苦しい運気をしているようで、あまりお金に関して嬉しいこ
と、良いことは実感できないようです。マイナスに落ちるとまで
は行かないので、金策に走ったりという苦労まではなさそうです。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：8　16　25　　　×危険日：7　13　22

あれこれと目まぐるしく移り変わるので、ひとつのことに執着し
たり時間をかけたりせず、気持ちの切り替えも心掛けておきましょ
う。悪いことが起こっても、受けたショックを引きずらないのが
肝心です。
新しい出会いや復活愛の成就に期待です。特に時期的なこととし
て、地元に帰省した際に出会ったり再会したりの可能性がありま
す。同窓会や食事会など、会える可能性がある場面へのお誘いが
あったのなら、受けて足を運んでみると良いでしょう。
大博打と呼べるような一発勝負に出るべきではありません。堅実
さを重視しつつ、勢いや場の空気を読んだ末に自信を持っている
のなら、思い切ってみるのも良いでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：5　16　24　　　×危険日：10　19　29

出会いの機会が多く訪れそうで、この先の人生で長く関係が続く
ような縁との出会いもありそうな気配です。人と会う場所への招
待には、積極的に応じて足を運びましょう。また、自分からも積
極的に動くことで、恋愛でも仕事でも、良い縁を引き寄せる機会
を得ることができそうです。
出会い運が高まっているので、良い出会いがありそうな気配です。
ただし、ハズレも多そうな感じでもあるので、大勢の中から玉を
見付ける直感と観察眼が必要になってきそうです。
良い金運をしていますが、チャンスは少ないでしょう。同時に勝
負運も期待できないので、堅実さを積み重ねた上にある成功を目
指しましょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：5　16　24　　　×危険日：4　12　28

対人運が下降する気配を見せます。些細なことで他人と衝突した
り、意見の食い違いから大ごとに発展したり、最悪の場合は縁が
切れる可能性もあります。家族や友人はもちろん、恋人や職場の
同僚、ご近所さんなどとの関係に注意をしておきましょう。
不倫関係や三角関係、略奪愛予備軍などリスクのある恋愛に身を
置いている人は、状況が好転もしくは自分の思う通りに収束する
未来が見えています。最後まで相手を信じて粘れるか、その点が
あなたの幸せな未来に影響をしてきそうです。
どちらかと言えば安定して波乱の無い月になりそうです。お金で
苦労するようなこともありませんが、大喜びできるようなことも
なく、自然体の状態でひと月を過ごすことになりそうです。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：9　18　29　　　×危険日：3　14　31

今月の１２星座占い
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Event

JapanFest 2022

Gas South Convention Center
6400 Sugarloaf Parkway Duluth, GA 30097
www.japanfest.org
■ 9 月 17 日（土） 10am - 6pm
■ 9 月 18 日（日） 10am - 5pm
　アトランタの秋の訪れとともにすっかり恒例となりまし
た JapanFest。35 年目を迎えたこのイベントは、今では
20,000 名を超える入場者を迎える行事となり、日米の文化
交流においてアメリカ南東部では重要な役割を果たすイベ
ントとなりました。
　今年の JapanFest は「35th Anniversary - 七転び八起き」
をテーマに、伝統、音楽、ファッション、テクノロジー、
アニメの 5 つのカテゴリーから、様々な文化をご紹介。皆
様のご来場お待ちしております。

DRAGON CON
Downtown Atlanta
265 Peachtree Center Ave NE, Atlanta, GA 30303
https://www.dragoncon.org/
■ 9 月 1 日 -5 日

MUSIC MIDTOWN
Greystone at Piedmont Park
400 Park Drive, Atlanta, GA 30306
https://www.musicmidtown.com/
■ 9 月 17 日 -18 日
◆ $145~

Spor ts

PGA TOUR
PGA プロゴルフのツアー
2019-2020 シーズンです。

 ■ 8 月 4 日 -7 日 

 Rocket Mortgage Classic 
 Detroit Golf Club,  Detroit,  MI 

 ■ 8 月 11 日 -14 日 
 FedEx St. Jude Championship 
 TPC Southwind,  Memphis,  TN

 ■ 8 月 18 日 -21 日 
 BMW Championship 
 Wilmington Country Club,  Wilmington,  DE

 ■ 8 月 25 日 -28 日 
 TOUR Championshi 
 East Lake Golf Club,  Atlanta,  GA 

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。

■ 8 月 02 日から　フィリーズ 2 連戦
■ 8 月 15 日から　メッツ 4 連戦
■ 8 月 23 日から　アストロズ 2 連戦
■ 8 月 27 日から　ロッキーズ 3 連戦
■ 9 月 02 日から　マリーンズ 3 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

 ■ 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。

 ■ 9 月 23 日（金） Alicia The World Tour

Ameris Bank Amphitheatre
2200 Encore Parkway, Alpharetta, GA 30009
☎ 404-733-5010
www.vzwamp.com

 ■ 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

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

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

ATLANTA お出かけガイド
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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

 ■ 07 月 19 日 -24 日 Mean Girls
 ■ 09 月 13 日 -18 日 Pritty Woman
 ■ 10 月 21 日 -23 日 Chicago
 ■ 12 月 06 日 -11 日 Anastasia

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 )

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 )

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

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

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 )

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 )

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

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 )

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

 ● Web のイベントガイドを確認してください

SKY VIEW
168 Luckie St. NW, Atlanta, GA 30303
 ☎ 678-949-9023
www.skyviewatlanta.com/

 ■ 月 – 木 :12 時 –22 時 , 
　  金 :12 時 –0 時 , 土 :10 時 –0 時 , 日 :10 時 –22 時 ,

 

フローズンスモア風デザート

材　料　
マシュマロ	 お好きなだけ
板チョコ	 	1 枚
ビスケット	 2 枚～

お子さんと一緒に作る
　　　　　夏のデザート！

作り方
1.	 ピック（または楊枝）にマシュマロを刺します。
2.	 テンパリングしたチョコレートをマシュマロにつ

けます。
3.	 2 に砕いたビスケットをつけます。
4.	 冷凍庫で 1日～ 2日程度冷やして完成。

フローズンスモア風デザート

★アイスクリームをチョコレートとマシュマロでコーティングしたフローズンスモアが流行の兆し！
今回は簡単なフローズンスモアに挑戦してみました。マシュマロを冷やす時、安定が悪い時には段ボー
ル等にピックを突き刺すと倒れずに作ることができます。
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　７月７日の夜 10 時 50 分過ぎに、なんとなく Yahoo を見
ていたら「安倍晋三元総理銃撃され「心肺停止」という文字
が目に飛び込んできた。文字通り目を疑った。先日ダチョウ
倶楽部の竜ちゃんが亡くなった時も目を疑ってネタであって
欲しいと願っていたが、残念ながら事実だった。
　今回もさすがに「ネタであってほしい」とは思わなかった
が「何かの間違いであってほしい」「心肺停止」も未確認情
報であってほしいと願っていたが残念ながら全て正確な情報
だった。
　いつのタイミングかは忘れてしまったがヘリで病院のヘリ
ポートに着いて、ストレッチャーで病院内に搬送されていく
シーンが出ていたが「昔マイケル・ジャクソンが死亡したと
きもそんなシーンが流れていたな」などと悪い思い出がよみ
がえった。

　残念ながら朝起きたときには心肺停止状態から「死亡が確
認された」というニュースに変わっており、悲しさと怒り、
虚脱感でいっぱいになる。時間が経つと銃撃された時の動画
が上がっていたので、観てみると今度は警備に怒りが込み上
げてきた。
　１発目の銃声のあと安倍さんが後ろを振り返りそのあと２
発目の銃声が聞こえるのだが、その間 SP 達は全く動かない。
こっちの VIP のボディーガードなら、一発目の銃声が聞こえ
た 0.5 秒後には、警護対象者に２～３人が猛タックルをかま
してその場にいさせないはずだ。もちろんそれと同時に犯人
も取り押さえるか、もしくは発砲し次の攻撃を阻止する。
　安倍さんの街頭演説動画に SP も映っていたが、素人目に見
てもあれじゃダメだというのがわかる。全員前しか向いてい
ない。あれはあり得ない。

　私も二回ほどボディーガードを任された経験がある。一回
目は日本の代々木第二体育館で、USA 大山（当時）対正道会
館５対５マッチという空手界初の興行があった。その時にそ
の興行を良く思わない人たちがいて、私の師匠・大山泰彦を
襲撃するのではという物騒な噂がながれた。
　カラテ界は武道の世界ではあるが非常にヤキモチ焼き多い

世界でもあるので、そういう事は起こらないであろうが、師
匠から「キミは私のボディーガードだからね」と重要な任務
を仰せつかった。
　会場内を移動する時は前が見通せるところでは師匠の斜め
後ろに付いて後ろを重点的に警戒し、前が見通せないところ
では私が師匠の前を歩き、前方を警戒しながら移動する。
　移動中に握手やサインを求めてくる人達がいたら、武器の
ようなものを持っていないか判断し、サインをしている最中
でも前後左右に目を光らせていたので大会が始まる前から
すっかり疲れてしまった。

　２回目は４年くらい前に、ハリウッドで師匠制作映画のプ
レビューショウの時に、千葉真一さんのボディーガードだっ
た。この時は千葉さんの現地のマネージャーと他にもう一人
いたので、楽だったが、最後に車のドアを閉めた時は疲れが
どっとでた。
　とボディーガードの専門家でない私でさえ常に前後左右に
目を光らせながら警護対象者を守らなければ、と考えるのに
演説会場にいた警察は仲良くみんな同じ方向を見つめていた
だけ。安倍さんが来るのがわかったのが、前日だったからと
いうのは言い訳にはならない。明らかに性善説に基づいた平
和ボケです。

　さっきラジオを聴いていたら、実はその日の午後に奈良県
警が自身の不祥事について記者会見をする予定だったらしい。
この不祥事というのも酷くて、署内から５発の銃弾が紛失し、
その容疑者とされた署員が、厳しい取り調べでうつ病を発症
し、弁護士が抗議したというモノ。それも結局、最初から５
発少なかったという事が判明し、冤罪だったというお粗末さ。
　事件前日は、そのマスコミ対策に忙しかったと。彼らにとっ
ては元総理大臣の警備・警護より、自分たちの不祥事の対応
のほうが重要だったんじゃないの？と疑われても仕方がない。
あ～腹が立つ。
　あと、事件の動画を観たときに「これが映画 SP の岡田准一
だったら絶対この事件は阻止できていたな」と、とっさに思っ
てしまった私が悲しかった。合掌。

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
ボディーガード

格闘家の戯言◎高橋　督

大蔵昌枝弁護士
　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/index.html

日本にて学生・研究者用のビザ関連書籍を出版
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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

清水歯科　スタッフ募集
スタッフ募集、日英バイリンガル、土曜
出勤可能な方、要労働ビザ。詳細は篠原
まで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
フロントを募集しております。
お問合せは☎ 404-873-6582 もしくは 
E yumiko@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。詳細は木下まで。
☎ 404-786-3307

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 
サーバー募集と寿司シェフを募集してい
ます。Lower Roswell エリア。
☎ 678-896-0026 Tim まで

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

SushiI Avenue Snellville
寿司ヘルパーとキッチンヘルパーを募集
しています。お問合せは☎ 770-985-1800

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

日本食シェフ募集 オーガスタ
オーガスタダウンタウン、アパートあり
☎ 404-451-5447 詳細はヨシまで

MIYABI サバナ GA
寿司シェフ、マネージャー補佐募集。
詳細はE miyabisavannah@gmai.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

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。詳しくは当店のウエブ
www.hanamizuki.us 求人情報欄をご覧く
ださい。花水木レストラン 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 ☎ 404-825-0693 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

 

クラシファイド広告

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、FAX にてご連絡ください。
 ◆ 支払方法 チェック、マネーオーダー。

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

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

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

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

負いかねます。
 ● 広告掲載をされる場合、内容によっては掲載をお断りする

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

アニスアトランタは
あなたのビジネスを応援します !!

クラシファイド広告募集
求人、売買、不動産、
教授、お知らせなど

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 様のご協力により、30 のレストランと食料品店
に配布されています。

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

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

ウィンタースチャペル幼稚園

アトランタ総領事館
倉岡クリニック
ICAGeorgia
日系美容室

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

© ANIS ATLANTA 2022
本誌掲載の記事・写真の無断複写、複製を禁じます。本誌
に掲載された広告内容に関しましては、アニスアトランタ
は一切責任を負いかねます。

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

Published by Anis USA, LLC

4514 Chamblee Dunwoody Rd, 

Suite 249

Atlanta, GA 30338 

Phone :  404-510-8534  

E-mail :  infojp@anisatlanta.com 

Web : http://www.anisatlanta.com

Publisher : Miyuki Morooka 
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次回 2022 年 9月号は
9月 5日ごろ配布予定

編集後記

　夏休みいかがお過ごしでしたか？新学期の始まりに向け
て、皆さん忙しくされていることと思います。毎日、本当
に暑い日が続いていますので、月並みですが、熱中症には
くれぐれもご注意を。水分補給、睡眠、バランスの良い食
事などなど、ちょっとしたことですが、普段以上に気を配っ
て体調を崩さないようにしましょう。

　コンピュータの調子がおかしいなと思っていたのもつか
の間、突然、立ち上がらなくなってしまいました。顔から
血の気が引きましたが、何もしないわけにはいかないので、
とにかくコンピュータをあけ、壊れていると思われるドラ
イブを取り外したところ、なんなくコンピュータは立ち上
がりました。ですがドライブの保存データがすべてなく
なってしまいました。

　データのバックアップをやっていなかった自己責任なの
ですが、すべてのデータを作り直しながら、今月の編集を
行うことになりました。これほど大変だった締め切りはあ
りません。まぁ自分で作ったデータなので、頑張れば作り
直せるということなんですが、あまり膨大な量にかなり、
疲れました。

　データはあるに越したことはないので、とりあえず修理
にだしましたが、データが 50％でも戻ってくればいいなと
思っています。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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