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ハロウィンってどんな日？

アロマテラピー◎タウンゼント瞳
Hello! Atlanta◎鎌田桃佳

ぶらりアトランタ＠JapanFest 2022

総領事館だより◎JapanFest レセプション

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

歩

聖書の言葉◎ますみ

子育て知恵袋 in Atlanta◎長谷川ゆかり

健康とカイロプラクティック◎矢島敬朗
AYC CLUB◎矢島カイロプラクティック
髪&ヘアケア◎サロンリーガ

教えて歯医者さん◎清水デンタル

メディカルコラム◎倉岡クリニック
今月の12星座占い

ATLANTAお出かけガイド

ハロウィン目玉のぷるぷる白玉
格闘家の戯言◎高橋督
クラシファイド広告
編集後記
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10 月のカレンダー
10 月 12 日

10

OCTOBER

10 月 27 日

10 月のカレンダー
10 月 01 日
10 月 12 日
10 月 27 日
10 月 31 日
10 月 01 日

衣替え
Columbus Day ( コロンブス・デー )
テディベアズ・デー
ハロウィン
衣替え

気候に合わせて、衣服を冬服に替える日。
明治以降、官庁・学校・企
業など制服を着るところでは
6 月 1 日と 10 月 1 日を「衣
替えの日」としているところ
が多い。また、温暖な気候の
南西諸島（鹿児島県の諸島と
沖縄県）では、5 月 1 日と 11
月 1 日が「衣替えの日」となっ
ている。
衣替えの習慣は平安時代の宮中行事から始まった。公家は 4
月に薄衣（うすぎぬ）
・袷（あわせ）
、5 月に捻り襲（ひねりが
さね）、6 月に単襲（ひとえがさね）
、8 月 1 日～ 15 日に捻り襲、
8 月 16 日～ 9 月 8 日に生織（きおり）の衣、9 月 9 日から生
織の衣の綿入れ、10 月～ 3 月に練絹（ねりぎぬ）の綿入れを
着用していた。宮中行事では、
夏服と冬服を着替えることを「更
衣（こうい）
」と呼び、
民間では「衣替え」と言うようになった。
江戸時代になると幕府は公式に年 4 回の衣替えでの出仕を制
度化した。武家の制服は 4 月 1 日～ 5 月 4 日に袷、5 月 5 日
～ 8 月末に帷子（かたびら）
、9 月 1 日～ 9 月 8 日が袷、9 月
9 日～ 3 月末に綿入れを着用し、一般庶民もこれに従った。
現在では、衣替えは強制的なものではなくあくまで習慣であ
る。しかし、学校においては 2 週間から 1 ヵ月間の移行期間
が設けられ、その期間が終了すると強制的に制服を替える場合
が多い。

Columbus Day （コロンブス・デー）

1492 年のこの日、クリストファー・コロンブス ( クリスト
バル・コロン ) が率いるスペイン船隊が新大陸アメリカに到達
した。西周りの航海でジパング ( 日本 ) とインドを目指したも
ので、コロンブスは最初の到達地がインドだったと亡くなるま
で信じていた。
テディベアズ・デー

テディベアの名前の由来となったアメリカ 26 代大統領セオ
ドア・ルーズベルトの誕生日。イギリスのテディベアコレクター
の間で始められ、世界中で「心の支えを必要とする人たちにテ
ディベアを贈る運動」が行われている。日本では日本テディベ
ア協会が 1997 年から実施。
1902( 明治 35) 年の秋、ルーズベルト大統領は趣味である熊
狩りに出掛けたが、獲物をしとめることができなかった。そこ
で、同行していたハンターが小熊を追いつめて最後の一発を大
統領に頼んだが、「瀕死の小熊を撃つのはスポーツマン精神に
もとる」として撃たなかった。このことが同行していた記者に
よって新聞に掲載され、このエピソードに因んで、翌年、ニュー
ヨークのおもちゃメーカーが熊のぬいぐるみに、ルーズベルト
大統領の愛称である「テディ」と名づけて発売した。その頃、
ドイツのシュタイフ社の熊のぬいぐるみが大量にアメリカに輸
入され、この名前が広まった。
10 月 31 日

ハロウィン

キリスト教の聖人の祝日「万聖節」の前夜祭。
古代ヨーロッパの原住民ケルト族
の収穫感謝祭がキリスト教に取り入
れられ、現在のハロウィンになった
とされている。ケルト族の 1 年の終
わりは 10 月 31 日で、この夜は死
者の霊が家族を訪ねたり、精霊や魔
女が出てくると信じられていた。こ
れらから身を守る為に仮面を被り、
魔除けの焚火を焚いた。
これに因み、31 日の夜、南瓜をくり貫いて作ったジャック・
オー・ランタン ( お化けカボチャ ) に蝋燭を立て、魔女やお化
けに仮装した子供達が「Trick or Treat( お菓子をくれなきゃ、
いたずらするぞ )」と唱えて近くの家を 1 軒ずつ訪ねる。家庭
では、カボチャの菓子を作り、子供達はもらったお菓子を持ち
寄り、ハロウィン・パーティーを開いたりする。
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偉人の名言

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

メリル・ストリープ（Meryl Streep）

生

1949 年 6 月 22 日

国

：
：

職業：

米国（ニュージャージー州 サミット）
女優

ニュージャージー州サミット出身。父親のハリー・ウィリア
ム・ストリープは製薬会社の役員、母親のメアリー・W・ストリー
プはコマーシャル・アーティスト。 スイス、ドイツ、アイル
ランド、イングランドの血を引くオランダ系アメリカ人である。
ヴァッサー大学在学中に奨学金を得て、イェール大学演劇大
学院で学び、卒業時にはキャロル・ダイ演技賞を受賞した。ク
ラスメイトにはシガニー・ウィーバーなどがいた。イェールを
卒業後、1975 年にニューヨークに移り住む。パブリック・シ
アターのレパートリー作品に出演。舞台俳優としてキャリアを
スタートさせる。
その演技がロバート・デ・ニーロの目に留まり、彼の主演す
る『ディア・ハンター』の相手役として指名される。1979 年
公開『クレイマー、クレイマー』でアカデミー賞助演女優賞を、
1982 年公開『ソフィーの選択』
、2011 年公開『マーガレット・
サッチャー 鉄の女の涙』でアカデミー賞主演女優賞を受賞し
ている。2004 年、アメリカ映画界において貢献した人物を称
える賞である、AFI 生涯功労賞を受賞。2011 年、アメリカ文
化への貢献を果たした人物に贈られる、ケネディ・センター名
誉賞を受賞。2017 年、第 74 回ゴールデングローブ賞でも生
涯功労賞を受賞。
大女優としては非常に珍しく、初婚を貫いている。舞台『尺
には尺を』で共演したジョン・カザールと婚約していたが、カ
ザールが 1978 年 3 月 12 日に癌で死亡したために結婚にい
たらなかった。同年 9 月 30 日、彫刻家ドン・ガマー（Don
Gummer、ドナルド・ガマー）と結婚。ガマーとの間に 4 人の
子供がいる。娘のメイミー、グレース、ルイーザも女優として
活動している。息子のヘンリーはミュージシャン兼俳優として
活動している。

The great gift of human beings is that we have the power of
empathy.
人間が授かった大いなる才能、それは共感する力なの。.
True freedom is understanding that we have a choice in who
and what we allow to have power over us.
真の自由とは、私たちが誰に対して、そして私たちに対して権
力を持つことが許されるのかについて私たちが選択できるとい
うことを理解すること。
I didn’t have any confidence in my beauty when I was young. I
felt like a character actress, and I still do.
若いころ、自分の美しさにまったく自信がなかった。自分のこ
とをキャラクター俳優だと思っていたの。そして今でもそう
思っているわ。
My job is usually to express emotion as freely as possible.
私の仕事は感情を可能な限り自由に表現すること。
The formula of happiness and success is just being actually
yourself, in the most vivid possible way you can.
幸せと成功の方程式は、あなた自身でいることよ。だからもっ
とも色鮮やかに輝いていてね。
All an actor has is their blind faith that they are who they say
they are today, in any scene.
どんな俳優もただひたすら信じているの。どんな場合において
も、今の自分が自分の語る自分であることに。
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After School
【Roswell、Sandy springs教室】
【指導内容】※曜日変更は応相談。
月曜日
火曜日

ESL

日本語／硬筆・書き方ペン
国語／算数

水曜日

珠算

木曜日

書道

字は人を表します。
日本語を身に付けながら、
丁寧で綺麗な字を書きましょう！
※中高生の受験教科指導に関しては、6時以降となり
ます。詳細はお問合せ下さい。
お問い合わせ
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会・栄光ラーニングセンター

窓口

ニュースダイジェスト

ニュースダイジェスト
ロシア人の観光旅行、停止措置を準備
北欧フィンランドのマリン首相は 9 月 25 日までに、ロシア
人によるフィンランドを通じた観光旅行や他国への渡航を終え
させる措置を準備していることを明らかにした。
公共のフィンランド放送協会（YLE）によると、同国国会で
の審議後、記者団に述べた。
「ロシア人の渡航や観光を終わら
せなければいけない」としながらも、
「そのための方途はより
複雑な問題になる」とも説明。
「評価を非常に速やかに進めな
ければならない」とも続けた。
ロシアのプーチン大統領がウクライナでの兵員補充のため
「部分的な動員令」を発動した後、ロシアと国境を接するフィ
ンランド東部では２２日、夜を通してロシアからの越境が増大。
ロシアと陸路の国境線を持つ複数の国でも出国を試みるロシア
人の長い車列などをとらえた映像がＳＮＳ上で流れていた。
YLE によると、マリン首相は国境線の検問所での保安状況
が悪化したと判断されれば新たな措置を講じることが可能と指
摘。ロシアからフィンランドへの越境を規制する入国ビザの制
限などに触れた。ただ、新たな規制策が打ち出されたとしても
家族の再会などを理由にした入国は認められるだろうとも報じ
た。

FRB、３回連続で 0.75％の利上げ
米連邦準備制度理事会（FRB）は９月 21 日、３回連続となる
0.75％の大幅利上げを承認した。歴史的な措置に踏み切ること
で加熱するインフレを抑え込み、米国経済の苦境に対処しよう
としている。
数カ月前には考えられない大幅利上げにより、政策金利の新
たな目標は 3 ～ 3.25％の範囲に決まった。これは世界的な金
融危機が発生した 2008 年以来の高水準。
インフレ抑制としては 1980 年代以降で最も強硬な措置を
とったことで、米国の多くの企業や世帯は経済的打撃を被る公
算が大きい。住宅や自動車の購入、クレジットカードの利用な
どで借入コストが押し上げられるためだ。
FRB のパウエル議長は記者会見で、今回の急速な金融引き締
めが経済的痛手をもたらす可能性があることを認めた。その上
で、今後リセッション（景気後退）につながるのかどうか、仮
にそうであるならその規模はどのくらいか、といった点は誰に
も分らないと述べた。

FRB が公開した四半期ごとの経済予測によると、来年の失業
率見通しの中央値は６月時点の 3.9％から 4.4％に上昇。現行
の 3.7％から大幅に高まるとの結果が出た。

国内総生産（GDP）は、６月時点のプラス 1.7％から同 0.2％
に下方修正された。バンク・オブ・アメリカ（BofA）が推計し
ていた修正後の値は 0.7％だったが、それを大きく下回る形と
なった。

世界の富裕層、昨年は 520 万人増加
世界の富裕層の人数が昨年、株価の上昇や住宅価格の高騰
に押し上げられて急増した。
金融大手クレディ・スイスが９月 20 日に発表した年次報告
書によると、昨年は世界で 520 万人が、新たに資産 100 万ド
ル（約 1 億 4400 万円）以上の「ミリオネア」になった。米国
のミリオネアは 250 万人増え、ほぼ半数を占めた。昨年のミ
リオネアの増加は今世紀最大だったとクレディ・スイスは指摘
している。
世界のミリオネアを合わせた総数は、2021 年末の時点で
6250 万人。世界の富の合計は昨年末の時点で 463 兆 6000 億
ドルとなり、9.8％増加した。世帯資産の伸びが大きかった国
は米国と中国を筆頭に、カナダ、インド、オーストラリアの順
だった。
2021 年は各国で経済生産が大幅に上昇したことに加え、住
宅や株式市場の活況も貢献したとクレディ・スイスは分析する。
これにより、世界の経済格差はさらに悪化した。
世界銀行によると、世界の最貧層は 2020 年、20 年以上ぶ
りに増加に転じていた。
クレディ・スイスによれば、世界の資産に占める上位 1％の
富裕層のシェアは昨年、２年連続で上昇。2021 年は世界の富
の 45.6％を上位１％の富裕層が保有していた。
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英紙幣 470 万枚超、女王の肖像を国王に入れ替えへ
英エリザベス女王の死去を受け、世界中で流通している紙幣
や硬貨にあしらわれた女王の肖像が、新国王チャールズ３世の
肖像に入れ替えられる。
英国の硬貨はほぼ 70 年にわたり、女王の年齢に合わせて異
なる肖像画が刻まれてきた。同国の紙幣にも 60 年以上の間、
女王の肖像があしらわれていた。英国の君主としては初めて
だった。女王の肖像は、かつて英国の統治下にあった複数の国
でも使われている。

オーストラリアも５ドル紙幣に女王の肖像が入っている。
オーストラリア準備銀行は９月９日、「当面の間」
、紙幣に変更
はないと説明。５ドル紙幣の回収は行わず、今後何年も流通し
続けるだろうと言い添えた。

米アップル、新しい iPhone や Apple Watch を発表
米アップルは 9 月７日、カリフォルニア州クパチーノの本社
でイベントを開催し、スマートフォン「iPhone14」の新しいラ
インアップをはじめ、スマートウォッチ「Apple Watch」の新
モデル３種やワイヤレスイヤホン「AirPods」のアップデート
を発表した。

英国の硬貨にはエリザベス女王が即位した翌年の 1953 年以
アップルが発表した iPhone14 は４機種。
「14 プラス」
はディ
来、５種類の女王の肖像が刻まれてきた。60 年からは紙幣に
スプレーが 6.7 インチとより大きくなった。これまでのアップ
も女王の肖像が入り始めた。しかし紙幣を発行する中央銀行の
ル製品と同様にバッテリー寿命やカメラ機能は以前の機種より
イングランド銀行と、硬貨を鋳造する英王立造幣局は、現在流
も改善されている。
通している通貨を、国王の肖像入りの通貨に入れ替えるという
最も大きな驚きは価格かもしれない。14 と 14 プラスの価
膨大な作業を行うことになる。
格はそれぞれ 799 ドルと 899 ドルからで昨年のモデルと同額。
イングランド銀行によると、英国内では 470 万枚超、総額
「14 プロ」と「14 プロマックス」の価格はそれぞれ 999 ドル
820 億ポンド（約 14 兆円）相当の紙幣が流通している。造幣
と 1099 ドルからで、やはり同額のスタートとなっている。専
局によれば、貨幣は約 290 億枚が出回っている。新しい紙幣
門家の多くは上位モデルについては 100 ドルの値上げが行わ
や硬貨は段階的に導入される見通しで、当分の間は古いものと
れるとみていた。
新しいものが共存することになる。
ＣＣＳインサイトのアナリスト、レオ・ゲビー氏は「アップ
入れ替えが必要になるのは現金だけにとどまらない。郵便ポ
ルが iPhone14 の米国での価格を前年並みに据え置いたことは
ストや新規発行のパスポートなどの紋章も入れ替えが必要にな
印象的だ」と述べた。インフレや、製造や部品、輸送にかかる
る。イングランド銀行と王立造幣局は、服喪期間が明けた後に、
費用の上昇などからアップルが小売価格を引き上げるとみてい
紙幣や硬貨の入れ替え計画を発表する予定。英連邦を構成する
たという。
54 カ国でも、紙幣や硬貨に女王の肖像が使われている。
アップルは、上位機種を含む新しい Apple Watch を発表し
女王を国家元首とするカナダは、プラスチック製の 20 ドル
た。上位機種の価格は 799 ドルからで、アウトドアの活動を好
紙幣に女王の肖像が入っている。カナダ銀行の広報は「現在の
む人たちのニーズを支援するための設計となっている。Apple
ポリマー製の 20 ドル紙幣は、今後何年も流通させることを意
Watch に自動車事故を検知する機能を搭載したほか、iPhone
図している。君主が変わっても、定められた期間中にデザイン
は電波が届かないところでも連絡ができるように衛星通信に接
を変更しなければならない法的義務はない」と語った。
続できる。
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FOOD & HEALTH

FOOD & HEALTH
2022 年上半期 SNS で話題になった料理ワード
「多様化する健康志向」と「アジアグルメの日常化」がカギ
となり、その結果、
「2022 年上半期のトレンド料理ワード大賞」
グランプリは「オートミール」が獲得した。健康志向とアレン
ジのしやすさで急速に注目を集め、
水と混ぜてレンチンする「米
化」という新しい食べ方で市場が急拡大した。コンビニなどで
も新商品の陳列が目立っている。

2 位は韓国発の味付け卵「麻薬たまご」がランクイン。香辛
料を大量に効かせた味は中毒性が高く、
「麻薬」という単語が
使われるが、そのために賛否が分かれる存在になった。一方で
お試ししやすさが人気で、
「合法卵」
「○○風 味付け卵」といっ
たネーミングでの SNS 投稿も多い。

3 位はこちらも韓国発の「ヤンニョム〇〇」。コチュジャン
を使った合わせ調味料「ヤンニョム（薬念）」をベースとした
味付けで、ヤンニョムチキンがメジャーになり、ヤンニョム肉
団子、ヤンニョムちくわなど、チキン以外のものにも使う人が
増えているという。

そのほか、トップ 10 のキーワードとして以下がランクインし
た。
1 位：オートミール
2 位：麻薬たまご
3 位：ヤンニョム〇〇
4 位：大量消費レシピ
5 位：アラジントースター
6 位：姜葱醤（ジャンツォンジャン）
7 位：スイッチ一発！レシピ
8 位：豆腐干・豆腐皮・トーカンスー
9 位：ノンフライ機能付きオーブン
10 位：別茹で不要
これらの結果について、フーディストサービス統括リーダー
の久永千恵氏は、「多様化する健康志向」と「アジアグルメの
日常化」という傾向を指摘している。
また 2022 年下半期における注目点としては、「米食の見直
し」「ヨーロッパの郷土菓子」「ニッチ系の調理家電」といった
潮流が指摘されている。
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ハロウィンってどんな日？

ハロウィンって
どんな日？
可愛いかぼちゃグッズなどを飾ったり、仮装してパーティに行ったり
この時期アメリカではどういった事をしているんでしょうか？ ご紹介します。
ハロウィンの歴史
ハロウィンの起源とされているのが、
冬を迎える前の収穫期の終わりに、現在
のアイルランドやスコットランドなどで
行われていた、古代ケルト人のお祭り、
サウィン祭 (Samhain) です。サウィン祭
(Samhain) は、日本のお盆のように、年
に一度、死者が帰って来る日とされてい
て、焚火を燃やすスピリチュアルな火祭
りで、仮装して、食べ物を求めて家々を
巡るなどの慣習がありました。
ハロウィンの日に怖い仮装をするのは、
悪霊たちを追い払うという目的があった
ようです。
ケルトは、紀元前後に、古代ローマの
一部となりましたが、そんなお祭りの慣

14
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習が、諸聖人の日 (All Saints’Day) に融
合され、残されていきます。
プロテスタントが主流だったアメリカ
では、諸聖人の日 (All Saints’Day) は、
祝われることはありませんでした。しか
し、アイルランドで、ジャガイモ飢饉が
起こり 19 世紀後半アメリカに、アイル
ランドからの移民が大量にやって来た際、
現在のハロウィンに通じる慣習が、アメ
リカにもたらされました。
当初のハロウィンは、いたずらをした
りなどエープリルフールと似たようなも
のだったようですが、それがみんなで楽
しむコミュニティイベントへと変貌を遂
げ、20 世紀に入り次第、お菓子を配り、

デコレーションをし、仮装などを楽しむ
大商業イベントへと大成長を遂げたので
す。
ハロウィンという名称は、かつては、
All Hallows’Eve とも呼ばれ、11 月 1 日
に祝われる、カトリックの諸聖人の日 (All
Saints’Day) の前日の晩という意味の日
でもあります。カトリックの国々では、
カトリックの諸聖人の日 (All Saints’Day)
は、祝日となっています。
また、メキシコでも、11 月 1、2 日
は、古代アステカ文明に由来する死者の
日 (Day of the Dead) とされ、夏から冬へ
の季節の変わり目に、日本のお盆のよう
な感じで、死者を悼むという慣習に由来
するお祭りが行われます。

パンプキンパッチ

ハロウィンの飾り付け

ハロウィンの仮装 コスチューム

Pumpkin Patch ( パンプキンパッチ ) と
は、ハロウィン用のオレンジ色のかぼちゃ
を販売している直売所のこと。10 月にな
ると、町中のあちらこちらで期間限定で
出店されます。
実はこの『かぼちゃ狩り』
、かぼちゃの
販売だけでなく子供向けの簡単なアトラ
クションが併設されている場合もあり、
家族で行くと結構楽しめる場所なんです
よね。入場は基本無料ですが、場所やア
トラクション等の規模によっては有料の
場所もあります。
かぼちゃは家に持ち帰り、目・鼻・口
をくり抜いてジャックオーランタンを作
ります。かぼちゃに絵や顔を掘ってジャッ
クオーランタンを作ることを、
「Pumpkin
carving」と言いますが、これがやってみ
るとなかなか難しい。家族みんなでやる
と楽しいですよ！
但し、このジャックオーランタン、自
家製だとだいたい 3 日くらいでカビるの
でご注意下さい。

アメリカでは、ハロウィンの月、10 月
になると、家の飾り付けを始めるおうち
がたくさんあり、街中が一気にハロウィ
ンモードになります。
普通のおうちも玄関先などにパンプキ
ンが置かれています。蜘蛛の巣やガイコ
ツの飾り付けがとても多いです。ハロウィ
ンの季節、飾り付けされている、通りす
がりのおうちを見て回るのもこの季節の
楽しみのひとつです。

9 月、10 月になると、今年のハロウィ
ンの衣装は何にしようかということで準
備を始めます。子供たちはもちろんです
が、大人たちも結構楽しんでいます。
ハロウィンの衣装は、オンラインショッ
プで購入したり、街角の ハロウィン
ショップ で購入したり、手作りであっと
言わせる衣装を作ったりと、人それぞれ
意気込みが違いますが、毎年新しい衣装
を準備する人が多いです。

トリック・オア・トリート

ハロウィンパレード & パーティ

ハロウィンには、お菓子をもらいに子
供たちがご近所を回ります。トリック・
オア・トリート (TRICK-OR-TREAT) とい
う言葉をかけながら、家々を巡るのが昔
ながらの慣習です。
子供たちがお菓子をもらいに来るのに
備えて、どのおうちもお菓子をかごに入
れて待っています。一般的には大袋のお
菓子を買っておけば OK です。
ハロウィンを祝わない家庭もあるので、
最近は普通の民家にお菓子をもらいに行
くことは昔と比べてとても少なくなった、
と聞きました。（比較的治安が良く、近所
付き合いもある地域では今でも行われて
います。
）
その代わり、大型のショッピングモー
ルに行きます。「Trick or Treat」イベン
トをやっているところが多く、お店に行
くと販売スタッフがお菓子をくれます。
ショッピングモールのハロウィン・イベ
ントは夕方からの場合が多いので、開始
時間は事前に確認しておいた方がいいで
す。防犯上も安心です。

大都市では、ハロウィンパレードが開
催されます。アトランタでは Little Five
Points Halloween Festival and Parade が
開催されます。町中がハロウィンのコス
チュームを来た人でいっぱいになります。
大人も是非コスチュームを着てお出かけ
ください。
またこの時期には、ホーンテッドハウ
ス (Haunted house) といいますが、町の
あちこちにこのお化け屋敷が出現します。
大人気なので長い待ち時間となります
が、会場の外にも様々なゴーストがいた
りして、その間も楽しませてくれます。
本格的なので、かなり怖いです。

ジャック・オ・ランターン
ハロウィンの時期になると並ぶ、顔が
くりぬかれたかぼちゃのことを、ジャッ
ク・オ・ランターン (Jack-o’-lantern) と
呼びます。
ジャック・オ・ランターンのはじまり
も、アイルランドなどからの伝承に由来
します。スティンギー・ジャック (Stingy
Jack) と呼ばれるずる賢い人物がおり、
生前に悪魔を騙してしまったため、死後、
天国にも地獄にもいけなくなり、この世
で彷徨うことになってしまいました。
このジャックの幽霊を Jack of the
Lantern と呼び、魔除けとして、ターニッ
プやジャガイモに怖い顔を彫り、窓やド
アに飾っていたそうです。そんな慣習が
アイルランドからの移民により、アメリ
カにもたらされ、次第にカボチャに怖い
顔を彫って飾るようになったのです。
9 月、10 月になると、スーパーやお花
屋さんなど色々なところで、飾り用のか
ぼちゃが売られるようになります。この
飾り用のかぼちゃを何種類か買って、そ
のまま並べるだけでも立派な飾りになり
ます。

アトランタのイベント
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。
• Pumpkin Festival at Stone Mountain Park
• LITTLE 5 POINTS HALLOWEEN PARADE
• NETHERWORLD
• OAKLAND CEMETERY
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アロマテラピー◎タウンゼント瞳

アロマテラピー
アロマでナチュラルクリーニング
10 月になると寒暖の差が激しいアトランタでは、紅葉がとてもきれいですよね。アトランタの秋は、晴れの日が多く
空気がとても澄んでいます。朝の涼しい時間に外に出てウォーキングをすると、金木犀の甘い香りが香ってきたりします。
ぜひ秋の香りを感じてみてください。さて今月は先月に続いてエッセンシャルオイルを使ったナチュラルクリーニングに
ついてお話しします。

なぜナチュラルクリーニングなのでしょう？
残念ながら、ほとんどの主流のクリーニング製品には、私たちの健康に危険な何百もの有害な化学物質が含まれていま
す。その多くは私たちの家庭に揮発性有機部化合物を放出する石油ベースです。一部のメーカーはこれらの有害物質の量
は最小限で健康に影響を与えないと主張していますが、それでもわたしたちの生活の中ではたくさんのクリーナーを使っ
ていることで、それらが蓄積または組み合わせれば、わたしたちの健康に大きな影響を与えます。ナチュラルクリーニン
グで使う材料のほとんどはキッチンで普段から食用に使っているものや天然のものです。＊
＊材料として使用する Borax（ホウ砂）は口にすることはできませんが、完全な天然のもので本質的に有毒な成分を含んでいません。

エッセンシャルオイルは単なる香り付けではない
エッセンシャルオイルは、天然の植物の成分がぎゅーっと凝縮された大地からの贈り物です。アロマがリラックス効果
をもたらしてくれるだけでなく、エッセンシャルオイル自体に天然抗菌成分が含まれています。ですから、ナチュラルク
リーニングに追加することで、有害な物質を使うことなく、除菌、抗菌、虫除けにもなり、さらに洗浄効果を高めてくれます。
エッセンシャルオイルの自然の力を有効に活用して、有害物質に特に敏感な子供やペットにも安心できる環境を作りたい
ですね。

カーペットのケア
最近は全室フローリングの住宅も増えてきていますが、そういうご家庭も家具の下にラグがあったり、カーペットやラ
グのクリーニングはアメリカの住宅にはかかせません。最近は自宅で丸洗いできるラグも出てきましたが、大抵の場合は
ラグは部分洗いか、専門のクリーニングにお願いしないと洗えない場合がほとんどでしょう。備え付けのカーペットです
と業者にお願いするか、プロ仕様のカーペットクリーナーをレンタルして掃除しなければいけません。そこで今回は普段
からできる簡単な部分洗いと匂いの除去方法についてご紹介します。エリアラグとカーペットの両方で活用できます。
部分洗い
ジュース、コーヒー、ペットの糞尿などによる汚れはシミ
も匂いも残ります。できるだけすぐに部分洗いすることを
お勧めします。
1.

2.
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重曹（ベーキングソーダ）１カップに対し 10 滴から 15 滴
のエッセンシャルオイルを加えます。消臭除菌の目的で使
うためにはレモン、ライム、ペパーミント、ティーツリー（メ
ラルーカ）
、オレンジ、ジュニパーベリー、ゼラニウムなど
がお勧めです。お好みでブレンドすると相乗効果も高まり
ます。蓋のついた容器などにいれて振って混ぜておきます。
汚物がある場合はそれを先に取り除き、その後水分を吸い
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3.

4.

取ります。ペーパータオルや古いタオルなどをつかって水
分を吸収します。タオルを敷いてその上から足で体重をか
けてできるだけ水分を吸い取ります。すでに水分が乾いて
しまっている場合は次の行程から始めます。
汚れた部分に「1」の重曹を載せます。汚れに応じて量を調
整してください。コーヒーなどの色の濃いステインや糞尿
などの匂いがきになる部分には５ミリくらいの厚みで盛り
ます。一時間以上、汚れがひどい場合は一晩おきます。
ホワイトビネガーと水を同量いれたものを重曹の上にスプ
レーします。泡が立つまで振りかけます。重曹が溶けて泡
が弾けなくなったら水分を拭き取ります。汚れや匂いが残っ
ている場合は工程を繰り返してください。

全体の汚れと臭い取り
小さなお子さんがいるご家庭やペットを飼っているとカー
ペットの汚れや匂いが気になりますよね。全体の汚れはご
家庭にも寄りますが、月に１−２回くらい普段のお掃除に
加えて行うとフレッシュな状態を長くキープできます。
材料
重曹................................................................................ ２カップ、
コーンスターチ......................................................... 1/2 カップ
コーンミール.............................................................. 1/2 カップ
......................................................... 大さじ１
ホウ砂（Borax）
シナモンパウダー..................................................... 小さじ１
................................ ２~ ３枚
ベイリーフ（ローリエの葉）
オレンジのエッセンシャルオイル..................... 10 滴
グレープフルーツ..................................................... ５滴
クローブ....................................................................... ３滴

1.

2.

3.

材料をフードプロセッサーに入れてベイリーフが細かく粉
砕され均等になるまでブレンドします。メイソンジャーな
どに入れて保存します。
乾燥しているカーペットやラグに使用します。メイソン
ジャーの蓋の代わりにパルメザンチーズの蓋を取り付ける
ことができます。カーペットなどに振りかける時に便利で
す。全体に振りかけたら、ホウキなどでブラッシュングす
るとさらに効果的です。できれば一晩置きます。
（ホウ砂は
摂取できないため小さなお子さんやペットがいる場合はご
注意ください。心配な場合はホウ砂を除いた分量でも作る
ことができます）
その後掃除機で吸い取ります。臭いと汚れがとれほんのり
秋の香りがのこり気持ちの良い空間ができます。秋のスパ
イスが苦手な方はシナモンとベイリーフを入れずに、エッ
センシャルオイルを他の柑橘系のみにしたり、ペパーミン
トで爽やかな香りを作ることもできます。お好みの香りで
楽しみましょう。

ペットのしつこい匂いと汚れ
1.

2.

3.

塩＋ホウ砂（Borax）＋ホワイトビネガーを 1/4 カップづ
つまぜ、ペーストを作ります。全体が混ざったらお好みの
エッセンシャルオイルを 10 滴ほど混ぜます。皮膚に刺激
が強い場合があるため手袋をすることをお勧めします。
ペーストを汚れのある部分に塗り、
擦ります。そのままペー
ストが乾くまでできれば数時間ほど放置します。
（子供や
ペットが触れないようにご注意ください！）
ペーストが乾いたら掃除機で吸い込みます。汚れがまだ
残っていたら、濡れ雑巾でこすって水ですすぎ、汚れがな
くなるまで繰り返します。

いかがでしたか？材料さえ揃えばあとはとても簡単
です。材料も安く手に入りますので、お財布にも優し
いです。
エッセンシャルオイルにはそれぞれに違った効果が
ありますが、まずはご自分の好きな香りで選んでみて
ください。
ぜひお試しください。

タウンゼンド 瞳（アッセンズ郊外在住）
日本で看護師として勤務していた頃から、薬漬けの医療に疑
問を持ち始め、自然療法に興味を持つ。そしてエッセンシャ
ルオイルとの出逢いを通して自然の力に魅了され、渡米後よ
り本格的にエッセンシャルオイルについて学び始める。
現在 12 歳から 3 歳までの 5 人の子供たちをエッセンシャル
オイルを使いながら子育て中。
エッセンシャルオイルを使ったアロマクラスを随時開催。
ぜひ感想などお聞かせください。
hitomitownsend@gmail.com
Instagram : mynaturallife.hitomi
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Hello! Atlanta ◎鎌田桃佳
鎌田桃佳
イラストレーター名は紀平桃佳。雑誌や書籍の表紙やカットを
手掛ける。ペーパー雑貨や、天然石やタッセルを使ったアクセ
サリー小物も制作。2016 年からアトランタ在住。
Instagram : momoka_and_kelirbulan

〜アメリカンな雑貨編〜

「アメリカっぽさ」を楽しむ
以前友人が日本から遊びに来てくれた際、あまり買物していなかったのが気になり
ました。何故なら前の駐在国に遊びに来てくれた際には、気持ち良い程豪快に買物し
ていたからです。ところがアメリカでは「可愛い〜！」とは言うものの買うには至らず、
なかなか彼女にヒットしない事に焦りを感じました。出来れば大興奮して買物を楽し
んで欲しい！そしてあわよくばまた来たいと思って欲しい！なので正直に理由を訊き
ました。そうしたら、「可愛いけど日本にも売ってそうだし高い」っと。た、確かに・・

【Giant Jack】
「まきびし」から検索し
てやっと辿り着いた名称
「Giant Jack」
。これが何
な の か 分 か ら な い け ど、
アンティーク調の色味が
アメリカン！
(Pine and Pigment)

前の駐在国では「ここでしか買えない感」が漂う物ばかりだったけれど、アメリカの物っ
て日本にも売ってそう。というか、実際手に入らない物なんて無さそう。結局 T.J.Maxx
でマニキュアが安く買えた事に一番喜んでいた彼女を見て、次に来てくれた時には、ア
メリカならでは感を一杯感じて貰えるように頑張ろう！っと心に誓いました。先日、
日本から義姉と義姪が遊びに来てくれました。我が家は久々の来客に大興奮！以前の
事を踏まえ、買物中はなるべく「アメリカらしさ」を推そうと若干前のめり気味になっ
ていた事は否めません。気付けば事あるごとに「これアメリカンな感じ！」と連呼して
いた気がします。ふと義姉に
「モモちゃんの言う “アメリカン” が分からない」と言われ、
私も立ち止まり考えました。自分自身も「なんとなくアメリカっぽい」というふんわり
としたイメージのもと言っていたのです。皆さんの「アメリカっぽさ」って何ですか？
私のアメリカのイメージの原点は、輸入雑貨です。日本の色彩感覚とは異なる色使いの
ポップな雑貨達。最近は、ブリキっぽい感じや星、かすれた黒や革などのイメージに変
わりました。こうして改めて書き出してみると、思ってたより自分の中では具体的だっ
たんだなと実感。次回「アメリカンってどんなの？」と訊かれたら、
「あくまで私の主
観なんだけど」と前置きした上で、胸を張って伝えられたらいいなと思いました。私が
思うアメリカンな雑貨を紹介します。
【カエル】
いい歳してぬいぐるみなんて・・と
一抹の羞恥心を感じつつレジまで
お供。マッチョぶりがアメリ
カン！ (The Gibson
Co.)

【ブラスボックス】
三個の大きさ違いのブラスボックス。精巧さ
はなく、ゆるい作りがアメリカン！
(MAGNOLIA)

【Atlanta Braves のキャップ】
ムラがあるデニムとオールドスタイル
のロゴがアメリカン！
(Atlanta Braves)

18

ANIS ATLANTA - October 2022

【サインボード】
“ 人 生 の 小 さ な 瞬 間 が、
最高の思い出に” ステン
シルのようなかすれた
文字がアメリカン！
(HomeGoods)

【ペンダントライト】
外側の形だけでなく、
電球の形もアメリカ
ン！(The Home
Depot)

【ミニサイズドッグ】
モールで作られた手の平サイ
ズの犬。古びた風合いがアメリカン！
(City Antiques & Interior Arts)

【星型ライト】
国旗やバーンスター ( 家
の戸口の上に付けると縁起
が良いと考えられている星型
五角形の飾り ) の影響で、星
というと、
もうアメリカン！
(Target)

【犬】
貫禄ある据わった目
つきがアメリカン ⁈
(Queen of Hearts
Antiques &
Interiors)
【スリーブ】
ナチュラルカラーのレザーに刻
印の組み合わせがアメリカン！
(The Gibson Co.)

【OPALHOUSE のチェア】
同じデザインを他で買うと高いけれど、合皮でお安く
提供してくれる Target 様、ありがとう！太め編み込み
がアメリカン！ (Target)

【アメリカ地図クッション】
布地の色や切りっぱなし
を縫ってるところがア
メリカン！ (Pine
and Pigment)

【Peg game】
ザ・アメリカン
カラー！
(Cracker
Barrel)
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ぶらりアトランタ＠ JapanFest 2022

ぶらり
アトランタ
JBiG
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JapanFest 2022
今年は２年ぶりとなるジャパンフェストが、９月 17 日（土）と９月 18 日（日）の
２日間に渡り、Gas South Convention Center で開催され、20,000 人が訪れました。
今年のテーマは「七転び八起き」！ 季節の食べ物を味わったり、美しい季節の風景
やアートワークを見たり、日本文化の多様性を楽しみました。
日本人はもちろんのこと多国籍の人々が訪れ、賑わったジャパンフェスト。久しぶり
に、日本の文化や習慣を十分に満喫されたことと思います。また、来年のジャパンフェ
ストでお会いしましょう。

(Japanese Business in Georgia)
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総領事館だより◎ JapanFest レセプション

総領事館だより
在アトランタ日本国総領事館
去る 9 月 17 日（土）に開催された JapanFest にて
レセプションを開催しました。約 90 名の方が参加され、
今年で 35 周年を迎える日本文化の祭典開催を祝うの
みならず、様々な人々のつながりを再び強くつなげる
ことが出来る、とても良い機会になりました。

在外選挙 の

制度 と手続
について

登録・投票は簡単です

用意する物

・旅券
・申請書
・居住している事を
証明できる書類

選挙人証
大使館
電話 又は 葉書

（在留届を提出済の方は
不要です。
）

※申請書や選挙人証が海外・国内を往復するため受取までに数か月かかります

※選挙人証受取は郵送又は窓口での受取が選べます

在外選挙登録資格
❶ 満18歳以上で

在外公館投票

❷ 日本国籍を持っていて

郵便等 投票

日本国内 で 投票

❸ 海外に3か月以上お住まいの方
（出国時登録申請を除く）

※申請書と申出書は領事窓口または総務省のホーム
ページから入手できます。

在アトランタ日本国総領事館
在ナッシュビル日本国総領事館

詳しくは、
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直接日本大使館・総領事館
（領事事務所）
に出向いて
投票する方法。
外務省

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

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

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

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

TEL：(404)240-4300

Mail：ryoji@aa.mofa.go.jp

TEL：(615)340-4300

Mail：con1@nv.mofa.go.jp

または 外務省 在外選挙

検索

まで。

バイリンガル求職者の就職・転職事情◎ PASONA

バイリンガル求職者の
就職 ・ 転 職 事 情
面採用市場では依然として沢山の求人が出ており、未だ候補

5. 給与レンジは自分の生活水準に合っているか？

者が仕事を選択できる状況が続いています。沢山の求人がある

前職、または現職での給与を考慮し、応募を考えている仕事

中、何が自分にとって価値ある仕事なのかを見極めることは必

の給与レンジを比較します。もしそのポジションが念願の仕

須となります。応募する前に、自分が何を希望していて、何を

事であれば、あまり給与のことは問題がないかもしれません

優先するべきか、また、自分の経験と興味が、応募したい職務

が、現実問題、生活に必要な費用がしっかりカバーできるか

とどのように合致をするのかを考えることは非常に重要です。

は、しっかり判断する必要がありますので、情報を得て判断

それを理解するために、どのようなことを自問するべきかを見

しましょう。

ていきたいと思います。
応募する段階でこれらを考えることは、結果的に時間短縮に
1. 通勤時間はどれくらいか？または在宅勤務が可能か？

もなります。それでも採用プロセスが始まってから、あれ、な

ポストパンデミックの世界では、勤務する場所も応募の大き

んだか違うかも、と感じることもあるかもしれませんが、事前

な判断基準になっています。通勤が必要な場合は、居住地か

に自分自身の希望をしっかり理解しておくことで、違和感を

ら候補の職場までの道のりを通勤時間帯に地図上で見ること

キャッチする力も強くなり、より自身にマッチした仕事、企業

で、多くの知見を得ることができます。起こりうる交通渋滞、

への就職が叶います。なんとなく求人に応募をしていた方は、

かかるガソリン代や時間を考慮し、具体的にイメージするこ

ぜひ一度立ち止まって、自分の希望を明確にしてから、再度プ

とが大切です。在宅勤務の場合は、仕事と生活の境界線をど

ロセスを再開しましょう。そうすることにより、今までと見え

う引くか、落ち着いて働くスペースがあるかどうかを考え、

ていた景色が少し変わってきますし、自分が進むべき道もおの

現実的に在宅勤務が可能かどうかイメージしてみましょう。

ずと見えてくるでしょう。

2. 自分の長期的なキャリア目標とどのように合致しているか？
自分の長期的なキャリア目標を考えた際、応募しようとして
いる仕事はどういう位置づけになりますか？自分が実現した
いキャリア目標に当てはまる仕事という観点から考えてみま
しょう。
3. 応募する会社の社風はどのようなものか？
会社のウェブサイトを見れば、その会社の文化をある程度知
ることができます。会社概要やミッション・ステートメント
を読むことで、その会社が組織として何を大切にしているの
かが分かりますし、募集要項からどのようなタイプの人を求
めているかを知ることも可能です。その会社と自分の価値観
と比較をし、大きい相違がないか確認し判断しましょう。
4. 募集要項で求められている人材像と自分の比較は？
自分の適性に合ったポジションかどうかを判断することはと
ても重要です。自分が既に持っている技術的スキルや対人関
係スキルが、応募したいポジションに必要なスキルに合致し
ているかを理解することで、ミスマッチが防げます。

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

Akiko Komura
ANIS ATLANTA - October 2022
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雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士

アイアイアイ キャリアからの

お知らせ

DV-2024

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。

抽選による永住権

2024 年度の永住権抽選（DV-2024）の受付が東部時間

など、米国移民法の要件を満たしているか審査されます。
申請方法は、オンラインのリンク https://dvprogram.state.

2022 年 10 月 5 日（水）正午 12 時にはじまり、2022 年 11

gov/ で、申請者の氏名、性別、生年月日、出生地、出生国、

月 8 日（火）正午に終了します。抽選による永住権とは、ア

パスポート情報、デジタル写真、郵便住所、居住国、電話番号、

メリカ合衆国を構成する人種の中で、移民比率の比較的低い国

イーメールアドレス、最終学歴、婚姻関係、配偶者情報、子供

からの移民の数を増やそうとする目的で、年に一回国務省に

情報など基本的な個人情報を入力します。デジタルも写真も添

よって行われる移民多様化 のことです。

付し、オンラインで申請します。

2024 年度には 5.5 万枠の抽選永住権が割り当てられていま

申請書類の提出がおわると、名前と固有の確認番号が明記

す。申請は無料で、オンラインで申請を行ない、申請者はコン

されている確認画面が表示されます。抽選状況については、

ピューターにて無作為に選ばれます。一人一回だけの抽選です

2023 年 5 月 6 日から国務省のサイト

が、本人の申請とともに配偶者と 21 歳未満のお子様も一緒に

ます。また、ビザ手続きのインストラクションや面接日時も

申請することができます。一人につき２回以上申請をすると、

Entrant Status Check 上で通知されます。

すべての申請が無効となります。

で確認することができ

もし当選していれば、当選確認画面にいき、永住権申請方法
についての指示に従い、申請費用支払いや必要書類など準備に

対象地域はアフリカ、アジア、ヨーロッパ、北米、南米とオ

とりかかります。当選すれば、自分の番号の順番が回ってくる

セアニアなど６つの地域で、過去 5 年間に移民ビザ発給の少

のを待ち、オンラインで DS260 申請書類を作成し、必要書類

ない国で出生した人です。日本で出生した人も抽選の対象とな

を揃えて米国大使館か領事館にビザ面接にいきます。アメリカ

りますが、アメリカへの移民数が過去 5 年間に 5 万人以上あっ

国内にいる申請者は移民局に申請することができます。審査官

た国の出生者は対象にはなりません。

は、本人の学歴、職歴、犯罪歴などを審査して、永住権の資格

対象外となるのは次の国です。バングラディッシュ、ブラジ

を満たしているか判断します。

ル、カナダ、中国（本土と香港生まれ）
、コロンビア、ドミニ
カ共和国、エルサルバドル、ハイチ、ホンジュラス、インド、

永住権の資格条件を満たさない応募者の数も考慮して、当選

ジャマイカ、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、

者は申請枠よりもかなり大目に選ばれますので、当選しても必

韓国、イギリス（北アイルランドを除く）とその領土、ベネズ

ずしも申請を行なえるわけではありません。当選者は自分の当

エラ、ベトナム。マカオと台湾出生者は対象国となります。

選番号の順番がまわってくるまでは永住権の申請書類を提出

本人の出生地が対象外であっても、家族の出生国枠で申請で
きる場合があります。配偶者の出生地が対象国であれば、その

できません。2024 年の 9 月末までに当選番号の順番が回って
こなければ永住権の申請はできません。

配偶者の出生国で申請することも可能です。また、本人の出生

また、2024 年の 9 月末前に永住権発給枠が達成してしまっ

国が両親の出生国でない、或は本人出生時にいずれの親も本人

たら、申請受付は終了します。従って、当選したらすぐにケー

の出生国の合法的居住民でなかった場合、両親のいずれかが抽

ス番号を確認し、順番が回ってきたら速やかに申請を行うこと

選対象国で出生していれば、その親の出生国の枠で申請するこ

が大切です。もし順番がまわってくる前に永住権受付が終了し

ともできます。

た場合、翌年度の抽選に再度申し込むこともできます。

抽選による永住権を申請するには、申請資格を満たさなけれ
ばなりません。まず、申請者は高卒、或いは同等の教育を修了
している者で小・中・高校での 12 年間の公認の教育課程を修
了したことを証明できること、若しくは、過去５年間に少なく
とも 2 年間の研修か実務経験を必要とする職業（米国労働省
の定める基準に準ずる）に 2 年以上従事していることが条件
となります。
米国労働省の職業基準に関しては O*NET オンライン・デー
タベース（http://www.onetonline.org/）で確認できます。さ
らに、申請者は犯罪暦の有無やテロ国支援国家の出身であるか

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

歩

我楽多横丁こぼれ話

（34） 野呂利

歩

ウクライナ戦争、ハイテク職人の戦い
ロシアのウクライナ侵攻は、ウクライナの粘りと西側 NATO
の支援でロシアは予期せぬ泥沼化に入り込んだ。この戦争の大
きな特徴は、ウクライナの効果的な無人機ドローンの活用だろ
う。ロシアはドローン攻撃で大きな被害を余儀なくされている。
この活躍の背景には、ウクライナのハイテク職人とも言える民
間集団が活躍している事はあまり知られていないが、そのルー
ツを辿ると興味深い。

て人生の幕を閉じた。今、その名前は「Igor Sikorsky Kiev 国際
空港」として名を留めている。

ウクライナは元々エンジニアリング立国、技術集団なのであ
る。その象徴が「Igor Sikorsky」であろう。世界で最初に飛行
機を飛ばしたのは有名なライト兄弟だが、その後現在に至るま
でのヘリコプター、戦闘機、旅客機の航空産業の基礎を築いた
のがウクライナ出身の「Igor Sikorsky」である。
帝政ロシア下、現在のウクライナのキーフで生まれたシコ
ルスキーは 19 歳の時、ドイツでライト兄弟の偉業を目の当た
りにし、人生の進路を航空機作りに決める。以後次々と試作
品を開発していくが、1917 年のロシア革命で身の危険を悟り
パリ経由でアメリカに移住する。1923 年 Sikorsky Aviation
Company を設立、現在のヘリと航空機の基礎を作りアメリカ航
空機産業へ多大の貢献を果たし、ウクライナ系アメリカ人とし

2007 年サンフランシスコで科学技術分野で活躍する職人達
が世界中から集い、アイデアや経験を交換する”Maker Faire”
がスタート、ヴラシュクは常連となり、ウクライナでの活動の
中心人物となった。一方、2014 年のロシアによるクリミア強
奪を契機にウクライナは航空監視及びドローン攻撃を任務とす
る部隊を創設した。今回のロシア侵攻により大幅な航空監視体
制と大量のドローンが必要と判断した部隊は、既存のドローン
大量買付けを前提に攻撃性能アップが不可欠と判断し、ヴラシュ
クを招き入れたのである。彼の呼びかけでウクライナ全土から
技術者や職人が参集、ドローンの改良・補修・整備に必要な生
産体制を作り上げ、前線での対ロシア攻撃の正確性、優位性を
見事に証明した。

理不尽なロシアの侵攻は”もの作り”の伝統を背景としたウ
クライナの職人気質を蘇らせることになった。国家存亡の危機
に国家の要請に応えて軍のサポートに立ち上がったのが、一民
間人のハイテク職人ユーリ・ヴラシュクである。

聖書の言葉
彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。その言葉が、
それを聞いた人々と、信仰によって結び付かなかったためです。
ヘブライ人への手紙 ４章２節
旧約聖書時代のエピソードから、モーゼに率いられ、エジプ
トを脱出したイスラエルの民にとって神の言葉は何の支えにも
なりませんでした。彼らが、神の言葉を信仰によって自分たち
の生活と結び付けなかったからです。同様に、今日の私たちに
とっても、同じ聖書の言葉が、ある人には、人生が 180 度転回
するような神の言葉として臨んで来ても、他の人には、特別に
意味のある言葉ではありません。
聖書に、
『静まって、
あなたの神を知れ』という言葉があります。
静まるとは、動きを止める事です。信仰は、人間側の業をやめ
て、ただ、神の働きを待つことです。静まって聖書の言葉に心
の耳を傾け、神の御心を知り、聖書を自分の生活に結びつける時、
聖書が生ける神の言葉になっていきます。聖書が自分の生活と
無関係なら、それは、他人事で、神と無関係な者には聖書の言
葉を命がけで信じるのはおかしいことでしょう。
聖書には、幼子のように素直に神の国を受け入れなけれ ば、
そこに入ることは決してないと言われています。幼子が親を信
頼しているように、神を、自分を愛してくれている父親のよう
に信頼して受け入れる、幼子のような姿を、神様は喜ばれます。
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By ますみ

時に、「不信仰者で」と、たいへん謙遜のように言う信仰者が
いますが、その様な事は言わないほうが良いのです。それを言
うなら、その弱さをどう助けられ、強められているかと考えて、
感謝するほうが良いのです。批判を恐れて謙遜を装い「不信仰
でございます」と言う信仰者が多いのは残念ですが、その弱さ
をも助けて下さ る神様の憐れみこそが神の恵みです。
弱い者は知らない、要らないと言うような神様ではありませ
ん。聖書の神は、どんな弱い者をも愛し支えて下さる御方です。
神様は、人を愛し、赦し、救い、また、必要としておられます。
神の御業は、信じる人を通して現されます。聖書の言葉は、愛
の神様のことばですから信頼できます。静まって神の言葉 に耳
を傾けましょう。
『さて、私たちには、もろもろの天を通過された偉大な大祭司、
神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い
表している信仰をしっかり保とうではありませんか。 この大祭
司は、私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されな
かったが、あらゆる点において、私たちと同様に試練に遭われ
たのです。 だから、憐れみを受け、恵みにあずかって、時宜に
かなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうで
はありませんか。 』ヘブライ 4:14-16
神は愛です。

聖書の言葉◎ますみ

私たちは愛されています。

子育て知恵袋 in Atlanta ◎長谷川ゆかり

☺ 子育て知恵袋 in Atlanta

長谷川ゆかり

母親は三つのタイプの先生を演じる

家庭では、子供は勉強に関して母親の言うことを聞かなくな
るのでしょうか？子供の学習行為は、誕生した瞬間から始まっ
ています。つまり、母親は子供が最初に出会う人間であると同
時に、最初に出会う人間であると同時に、最初に出会う「先生」
でもあるのです。そして、母親という「先生」は、子供の成長
に合わせて多くの母親が三つのタイプの「先生」を経験してい
くのではないでしょうか。
一番最初は、どの母親も「ほめる先生」のタイプでしょう。
子供が初めて言葉を発したとき、母親は狂喜乱舞します。わざ
わざ夫の会社に電話をかけて、
「しゃべったわよ！なんといっ
たと思う？残念ながらパパじゃなくて、ママっていったの！」
と勝ち誇ります。ここからが、
「ほめる先生」のスタートです。
子供が新しい言葉を覚えるたびに、母親は大喜びする。犬を見
て「ワンワン」と言えば「なんてこの子は賢いんでしょう」と
褒め、次は猫を見せて「猫ですよ。○○ちゃんならすぐ覚えら
れるよね」と励まします。ほめて、励ます。これは先生として
は最高の接し方です。だからこそ、子供はやる気になって、ど
んどん言葉を学習してくのです。

答えを教えてはくれません。ところが、お母さんは聞けば何で
も教えてくれた。その「先生」に知らないことがわかったので
すから、がっかりするのも無理はないでしょう。
こうなると、もう子供は母親を頼ろうとしません。ところが
母親のほうは、自分がわかる内容のときだけ勉強を教えようと
する。これが第三のタイプ、
「都合のいい先生」です。都合の
悪いときは、「忙しいから」と逃げてしまう。これでは子供の
信頼を得ることはできません。
この時期になったら親も考え方を切り替えなければいけませ
ん。すくなくとも勉強に関しては子離れして、子供を別人格と
して扱うのです。相変わらず「何でも知っている先生」のよう
な態度で「勉強しなさい」といっても、説得力をもちません。
自分で教えることができなくなったら、勉強のことはいさぎよ
く子供自信に任せることです。
ここで親がやるべきことは、何か聞かれたときに、仮に自分
が知っていることであっても、一度調べて見せてあげることで
す。簡単な漢字でも、すぐに答えを教えずに辞書を引いてみせ
る。そうすれば、徐々に子供自身が物事を調べる週間をつけて
いきます。親は辞書の引き方だけを教えてやればよいのです。

その子供が小学校に入る頃、
「先生」としての母親は変身し
ます。それが第二のタイプ、
「何でも知っている先生」です。
子供が家で宿題の計算ドリルをやっていると、お母さんが横か
みなさん、思い当たるところが多々あるのではないでしょう
ら見ています。答え合わせは学校でやることになっているの
か？公文式は勉強を教えるところではなく、勉強の仕方を学ぶ
に、間違いを見つけたお母さんは我慢できなくなって「ここ違
ところ、自立して生きていける生き方を学ぶところだと常々お
うじゃないの」と口を出す。小学校の算数なら、母親はいとも
母様方に話しています。脳の成長過程
簡単に答えをだすことができるからです。
から見ても、10 歳ごろから親の言うこ
例えば分数の計算は小学校の低学年でも教えますが、大人に
とを聞かなくなります。自分の意思が
は朝飯前。ところが子供には意外と難しく、分子だけでなく分 「勉強するぞ！」というスイッチが入ら
母までたしてしまうことが少なくありません。お母さんは得意
ないと、いくら環境を与えても身に付
げに「分子だけ足せばいいのよ」と教えます。ただし、どうし
かないのです。子供の成長を認め、いっ
て分子だけ足せばいいのかをきちんと教えられる母親は、そう
しょに勉強していこうとする態度や学
多くはいません。母親が教えるのはその問題の答えだけ。それ
ぶ方法を教えられ、希望をもっていつ
でもお母さんは自信があるので、
「わからないことがあったら、 までも見守ってあげられる母親になれ
何でもお母さんに聞きなさい」とおせっかいな先生役を引き受
たらいいですね。
けようとします。ところが、母親はいつまでも「何でも知って
『快脳教育』より
いる先生」を続けられるわけではありません。
あるとき、こんな事件が起こります。宿題をやっていた子供
が、いつも答えを教えてくれるお母さんに、こんな質問をする
のです。
「お母さん、
一平方メートルは何ヘクタール？」子供は、
「何でも知っている」お母さんが、今度もたちどころに答えを
だしてくれると思っています。ところが、どうもお母さんの態
度がいつもと違う。急に立ち上がって台所へ行き、こんなこと
を言うのです。
「今忙しいから、教科書を見て自分で考えなさ
い」こどもが、
「だって、何でも聞きなさいっていったじゃな
い」と袖を引っ張っても、
「そろそろ塾にでも行かないとダメね」
と話をそらすだけ。どうしても答えを教えてくれません。
ここで初めて、子供は母親が決して何でも知っているわけで
はない、ということに気づき、ひどく落胆します。何しろ今ま
でお母さんは学校の先生よりも頼りになる存在だったのです。
学校の先生は、生徒に考えさせようとしますから、そう簡単に
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健康とカイロプラクティック◎矢島敬朗

健康とカイロプラクティック
Food Emzyme
こんにちはフィットネス・ウェルネスコーディネーターの田
口です。８月末に Food Emzyme institute が主催するセミナー
を受けにウィスコンシン州に行ってきました。Food Enzyme
Institute とは、最適な健康状態を食事と栄養によって保つ、と
いう信念の元、カイロプラクターである Dr. Haward Loomis に
よって創立された食物酵素の研究所です。この研究所では、毎年、
医療従事者限定でセミナーを開催していて、私は今シーズン初
参加でした。7 月のセミナー１と併せて計 32 時間のレクチャー
受講後、修了認定テストをなんとかパス。ヘルスケアプロバイ
ダーの肩書きをいただきましたので、今回は食物酵素の大切さ
をお届けします。
酵素とは、生きている細胞の中で作られるタンパク質の触媒
です。大袈裟なことを言えば、体内に酵素がなければ摂取した
食物は消化・吸収されません。驚くべきことに人間の体内には
3000 種類もの酵素が存在し、呼吸をはじめ、食べ物の消化・
吸収、代謝、排泄といった生命維持活動においてそれぞれがと
ても重要な役割を果たしています。しかし、この酵素たち、と
ても繊細で限られた環境の中でしか働けません。それは、①正
しい体内温度（プラスもしくはマイナス５度まで）②十分な水
分量（唾液を含む）③正しい水素イオン指数 (Ph) です。
この３つの中で私が特に興味深かったのが、③の正しい水素イ
オン指数 (ph) です。私たちが摂取した食物は、食道を通って胃
に入り、一旦溜め込まれます。
この時の胃（安静時）は PH 5.0 から 6.0 です。しかし、肉や、
魚などの動物性タンパク質は、PH 7.2 から 9.0 内のアルカリ性
の環境下でしか分解・吸収されません。消化管のアルカリ性環
境は、胃の先にある十二指腸なので、ここにきてやっと分解・
吸収が始まります。動物性タンパク質は体作りのための大切な
栄養素ですが、食べ過ぎなどで胃腸での分解・吸収が追いつか
なくなると、腸内で腐敗し毒素を作り出します。毒素の解毒も
もちろん酵素の仕事（解毒）ですが、それこそ、解毒は大量の
酵素を消費するので消化管が疲れてしまいます。
一方で野菜・果物由来の酵素は、ph 3.0 から 9.0 の幅広い Ph
の中で活性化するので、胃の中で成分を分解することができま
す。ということは、野菜・果物などの植物性タンパク質を多く
食べれば、体内にある消化酵素をエコモードにできます。体内
に常に酵素がある状態だと消化・分解だけでなく、吸収や代謝、
排出まで、酵素本来の役割を十分に果たすことができます。つ
まり、元気です。
じゃあ、野菜・果物由来の酵素、つまり野菜やフルーツをた
くさん食べればいいんだ！と野菜炒めや、フルーツジュースを
たくさん取るのは、意味がありません。なぜなら、食物酵素も
ほかのタンパク質と同じように加熱により構造が変化し、酵素
の機能を失ってしまうからです。また、缶に入っているフルー
ツや、野菜は、保存可能期間を伸ばすためのプロセス中に、こ
の大切な酵素が除去されてしまっています。実は、私たちがよ
かれと思っている食べ物の多くからは、大切な酵素が除去され
てしまっている現実があります。これを聞いて私はショックを
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受けました。なぜなら私は、普段から缶に入っているフルーツ、
炒めた野菜を摂取し酵素を補っているつもりだったからです。
だから、矢島院長は「健康のために、1 日に生のフルーツと野
菜を最低でも６サービングス食べましょう」と言っていたんだ、
とレクチャーを受けて納得がいきました。６サービングの野菜・
果物はだいたい 350 〜 400g くらいです。
また、ここアメリカでは、栄養不足が原因の慢性疾患患者が
約 10000 人いると言われています。しかし、99％の医師は栄
養不足と食物酵素の関連性に認識がないため、生体機能の問題
であるにもかかわらず、病名をつけられ、生体機能を妨害する
ような薬を病院から処方されているそうです。
今回のセミナーで、私たちが真に目指すものは、Sick Care
Approach=“今ある痛みや問題を薬や手術によって除去する”
ではなく、Health Care Approach =“体内の本来のストレス要因
を突き止め、食事や消化を改善することによって治す”ことだ
と学びました。これからは、新米ヘルスケアプロバイダーとして、
患者さんの食事面でも健康のお手伝いができるように頑張りま
す。お気軽にご相談ください。
田口

ひかり

フィットネス・ウェルネスコーディネーター

AYC CLUB ◎矢島カイロプラクティック
アトランタ矢島カイロプラクティック主催

★ AYC CLUB ★
去る９月 24 日土曜日に Dunwoody の Brook Run Park にて、
第 15 回 AYC CLUB が開催されました。今回のテーマはハダヨ
ガ、特別講師として松井聡子さんがご指導にいらしてください
ました。
芝生の上にヨガマットをおいて、
講師の聡子さんの指導の下、
ゆっくりとストレッチをしていきます。最初は筋肉が固くなっ
ているので、体を伸ばしたり手を上にあげたりとか、簡単そう
に見えますが、思ったようにポーズが取れません。徐々に普段
使ってない筋肉がのばされていくので、とにかく気持ちいい。
ちょっとチャレンジなポーズとかもありますが、やってみると
以外にできたりします。一番大事なことは、楽しくやることだ
と思います。

秋晴れの素晴らしいお天気の中、屋外のこんな気持ちのいい
場所でヨガを行うのは、とても気持ちよく贅沢な気分になりま
した。
ヨガはストレス軽減やリラックス効果、セルフマネジメント
といった心へのアプローチも期待できます。普段からストレッ
チをしている人はあまり問題ないかもしれませんが、筋肉は年
齢とともに固くなるのが一般的です。ヨガはいろいろなポーズ
があるので、運動が苦手な人や高齢者であってもチャレンジで
きます。メリットは盛りだくさんですが、即効性はあまり高く
ありませんので、持続することが大事です。
AYC CLUB は毎月一度テーマを決めて開催されており、次回
の第 16 回は 10 月 22 日土曜日に開催されます。ご興味のお
ありの方は、アトランタ矢島カイロプラクティックのウエブま
たはお電話 434-228-6815 までお問合せください。

髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

髪＆ヘアケア
そろそろ秋の気配が感じられる季節。楽しい夏の思い出と共
に、肌と髪の毛に夏のダメージが残っていませんか？夏の紫外
線やエアコンのよる乾燥、海水浴やプールによるダメージ、枝
毛や髪の毛の退色など…。そして秋は抜け毛も増え、一気にエ
イジングを実感してしまう時期でもあります。
髪の毛と頭皮のダメージを早めにリセットしましょう！
髪の毛が退色したり、広がりやすく髪型が決まらないなど、
髪の毛は自然には元に戻らないので、サロンでのシステムトリー
トメントをお勧めします。リーガではどのお客様のもご提供出
来る様、10 種類以上のシステムトリートメントをご用意してお
ります。
秋の抜け毛予防はヘッドスパをお勧めします。
抜け毛は頭皮ダメージや頭皮が凝っているという原因も大き
いからです。当店では 30 分の施術によるスキャルプディープ
洗浄・頭皮マッサージヘッドスパがメニューがございます。
そして毎日の生活習慣も大切です。
シャンプーは低刺激なものを選び、やさしく洗い上げて下さ
い。トリートメント剤は毛先から塗布し、頭皮にはつかないよ
うに髪全体に伸ばします。シャンプー後は頭皮を濡れたままの
状態にしておくと、細菌が繁殖してニオイや抜け毛の原因にな
ります。また、濡れたままの状態で寝ると枕と髪がこすれて、
枝毛や切れ毛を招きがちです。どんなに疲れていても、しっか
りドライするのが大切です。ドライのポイントは、乾きにくい
根元、中間、毛先の順で乾かしていくこと。温風でしっかりド
ライしてから、最後に冷風で熱を取りましょう。
抜け毛防止、髪の潤いのために食生活として緑黄色野菜や果
物からビタミンやポリフェノールなどを摂るようにすることが
大切です。生野菜の少ない食生活は髪の老化を促進させてしま
いますので、食事にも気を配ることが大切です。
頭皮も含めたお肌のターンオーバー機能が 1 番高まる夜 10
時以降に睡眠を取っていると、ダメージを受けた部分が修復し
やすくなります。睡眠時間も意識して効率よくとっていく事を
お勧めします。
皆様にとって素敵な秋が過ごせます様に！！
サロンリーガ マナ
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教えて歯医者さん◎清水デンタル

教えて歯医者さん！
歯とお口に関するデンタルコラム

質問：デンタルフロスの種類がたくさんなってどれを選んで

位やすくなっています。

よいか迷います。どれが使いやすいですか？

•

Polytetrafluorethylene floss (PTFE)

回答：デンタルフロスには、大きく分けて糸まきタイプとホ

フッ素樹脂でできているフロスです。細い糸を束ねてで

ルダータイプの 2 種類あります。そして、フロスの糸にはい

きているナイロン勢のフロスと違い、薄く細長いテープ

くつか種類があるので、色々試してみて自分の使いやすいタ

状でできているので挿入しやすく、歯と歯の隙間がきつ

イプを選びましょう。

かったり、普通のフロスだと切れてしまう人にオススメ
です。

＜フロスの種類＞
1.

糸まきタイプのデンタルフロス
必要な長さを切り取り、指で操作
して歯と歯の間を清掃するタイプ
です。

2.

ホルダータイプのデンタルフロス
ホルダーにフロスが取り付けられて

•

Super floss

いるもので、指での操作が難しい方

スポンジ状になっているフロスで、先端が硬くなってい

や初めて使う方に適したタイプです。

るのが特徴です。ブリッジや矯正装置が入っている場合、
普通のフロスを通すことができないので、スーパーフロ

＜糸のタイプ＞

スの硬い先端をブリッジの周りや矯正装置の周りから挿

•

Unwaxed floss

入して、歯と歯の周りを綺麗にします。インプラントの

ナイロン製の一般的なフロスです。細い糸が束になって

周りを綺麗にするのにも効果的です。

１本のフロスになっているため摩擦力が高く、歯間の汚

また、糸巻き状タイプのフロスで、水分に触れるとスポ

れをしっかり取ることができます。しかし、フロスに慣

ンジ状に膨らむ膨潤性フロスもあります。

れていない方や、歯と歯の隙間がきつい方には操作しに
くいかもしれないのと、使用している間に毛束がばらけ
て切れてしまうことがあります。

•
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Waxed floss
Unwaxed floss と同じナイロン製のフロスの表面に薄く

清水デンタル

ワックスがコーティングされていて、歯と歯の間に通り

院長
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清水

義仁

メディカルコラム◎倉岡クリニック

Kuraoka
Clinic

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

ピコレーザー
ピコレーザーはシミやくすみなどに効果が期待できる治療機
器です。照射時間の短いレーザーを用いることで、皮膚のダメー
ジや痛みを抑えられます。
•
•
•
•
•

気になるシミ・くすみを取りたい
毛穴・ニキビ跡・細かなシワが気になる
肝斑
そばかす・あざ
刺青（いれずみ）除去

これまで取り切れなかった細かな色素にも効果があるため、
うすいシミやくすみの治療が可能となり、一方で治療の際の刺
激・痛みや色素沈着などのリスクも少なくなりました。また、
ピコレーザーによる皮膚への適度は刺激は皮膚の活性を高める
ことにもつながるため、ピコトーニングやピコフラクショナル
といった治療では、毛穴やニキビ跡、細かなシワなどを改善し、
お肌の若返りを実現します。
シミはなぜできる？
そもそもシミは、メラニン色素が大量に作られて皮膚内に蓄
積し、色素沈着を起こした状態です。シミにはいくつかの種類
があり、それぞれその原因が異なります。
たとえば、シミの中でもっとも多い老人性色素斑（ろうじん
せいしきそはん、別名：日光性黒子）は、紫外線によるダメー
ジが蓄積することが主な原因です。20 ～ 30 代以降に発生する
人が多く、加齢とともに目立つようになります。
また、30 ～ 60 代の女性にみられる肝斑もシミの一つです。
はっきりした原因は分かっていませんが、紫外線やストレスの
ほかに、女性ホルモンが影響している可能性も考えられていま
す。さらに後天性真皮メラノサイトーシス（ADM）は、両頬に
左右対称にできるシミで、遺伝的な要因が関係しているといわ
れています。
このように、ひと言でシミといってもその種類や原因はさま
ざまで、それによって治療法も変わってきます。

シミとレーザー治療
シミが気になり始めると、まずは化粧液や美容液を見直すな
どセルフケアで改善を図ろうとする人が多いかもしれません。
けれども、一度色素沈着を起こしたシミをセルフケアだけで治
すことは至難の業。シミをきれいに直すためには、やはり美容
医療のチカラを借りることが一番の近道といえるでしょう。
美容皮膚科などでは内服薬や外用薬による治療、イオン導入
など、さまざまな治療法があります。しかしシミ治療としてよ
く行われているのはレーザー治療です。レーザー治療は、その
名の通りレーザーを照射して行う治療で、シミのもととなるメ
ラニン色素を破壊することによってシミを目立たなくします。
今回はピコレーザーの施術についてご紹介します。最新の施
術なので、とても楽しみにしていました。
もともとそばかすがあるので、日焼けをして濃くならないよ
うに気を付けるようにはしているものの、いつも気になるとこ
ろです。
最初は、スポットで気になる部分に照射していきます。施術
時にパチパチとした刺激程度の痛みがありますが、従来のレー
ザーの施術とは比べものにならない痛みです。気になるところ
のみなので、あっという間に終了。
次はお顔全体にレーザーを照射していきます。おでこの部分
は脂肪がないため、ちょっとパチパチと刺激を感じますが、温
かい光のシャワーを浴びてるような感覚で、だんだんお肌が熱
くなってきます。照射している時間は 15 分ほどです。
施術後のスポットで照射した部分はシミの色が少し濃くなり
ます。１週間ぐらいで茶色い部分は、薄くなってきますが、ま
だ気になる感じ。お化粧をしても、スポットで照射した部分が
気になりましたが、本人が思っているほど他人は気になってな
いようです。
施術してすぐに結果を求めたいところですが、お肌もターン
オーバーするサイクルがあるのと同じで徐々にきれいになりま
した。約１か月くらいで茶色い部分は薄くなっていき、シミも
まったく気にならなくなり、お肌もオントーン白くなった感じ
です。
従来のレーザーのスポット治療にくらべて肌へのダメージが
少ない為、治療後に炎症性色素性沈着のリスクが少ない治療が
できるようです。
また何度か施術を重ねることで、シミ（そばかす）の改善だ
けでなく、スキントーンのアップが得られると思います。肌全
体を新しい肌に入れ替える（肌再生）を促すため、ニキビやニ
キビ跡、クレーターなどダメージを受けた肌や、毛穴の開きを
解消してくれます。
１回１回の施術で効果を実感し、そして満足を得られるので
はないかと思います。しかもお肌にも優しく、ダウンタイムが
ないので、画期的です。是非お試しください。
ANIS ATLANTA - October 2022
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今月の

12 星 座 占 い

今月の 12 星座占い
あなたの星座は今月、 どんな運勢をたどるのでしょうか？

牡羊座

牡牛座

双子座

蟹

3/21 ～ 4/19

4/20 ～ 5/20

5/21 ～ 6/21

6/22 ～ 7/22

【全体運】あなた自身が抱えた問題ではな
く、周りの人の影響による忙しさなので、
精神的にイライラすることもありそう。自
制をしっかりとして、できないことはでき
ない、無理なことは無理とハッキリと断れ
る意志の強さを求められそうです。
【恋愛運】長く交際をしている相手がいれ
ば、その人と関係の進展が見込まれます。
交際期間の短いカップルは、ちょっとした
衝突に要注意でしょう。言葉による失敗が
ありそうなので、傷付けるような可能性の
あること自体を避けておきましょう。
【金 運】仕事運はやや高いので、あとはあ
なたの思い切りの良さが発揮されるかどう
か、その決断力に結果が左右されそうです。
信頼の置ける相手でも、気持ちに油断は禁
物です。

【全体運】月始めの静かな時間は、月末には
まったく思い出せないくらいのせわしなさ
となっているでしょう。臨機応変に動ける
判断力の速さと、物事に執着し過ぎない潔
さが求められそうです。特に他者に影響を
受ける形での忙しさは、自分の意思でどう
こうできない可能性があります。
【恋愛運】復縁成就の気配があります。ただ
し、再会してすぐそういった関係に戻れな
ければ、再び結ばれるようなことはないで
しょう。あなたに復縁の願望があれば、短
期決戦とも言えるくらい、早めに動くこと
が肝心です。
【金 運】ドッとお金が逃げていく良くない
運気をしています。家電、家具などからもっ
と大きな自動車や家など、かなりの出費が
ありそうです。

座

【全体運】これまでの成果が問われる月にな
りそうです。努力を続けていた人はそれが
報われて、望んだ結果を手にすることが叶
いそうです。しかも大きな結果を得るので、
幸福感にも包まれることでしょう。

【全体運】つまらないことで意地を張ってし
まい、人との関係でやや難といった状況に
なりそうです。自分が正しい場合、ゆずれ
ないこともあるでしょうが、そこは一歩引
いて対してみるのがオトナといったところ。

【恋愛運】平穏な恋愛運の月。熱い気持ちが
湧いてくるような出会いもなく、かといっ
て恋人との仲にマンネリを感じるようなこ
ともなく、動きのない静かな時間を過ごす
ことになりそうです。パートナーがいる人
は、相手のことをゆっくり考えるような時
間にしましょう。

【恋愛運】意外性のある恋愛と縁がありそう
です。たとえば、あなたを想っている相手
のことをふと知ってしまったとか、気になっ
ている人の本心を知ってしまったとか。人
の気持ちに敏感になり、その想いを汲み取
ることができれば良い恋愛に発展しそう。

【金 運】な趣味やレジャーに関して、金運
が良いようです。単に楽しみでやっていた
ことが、ちょっとした収入につながるよう
な道へと進む可能性もあります。SNS など
でも積極的に発信していくと良いかも。

【金 運】金運は一年でも最低の状態の月と
言えそうです。入ってくる分に期待が持て
ないので、出て行くのをなんとか抑えるこ
とに力を入れるべきでしょう。しっかりと
管理をして、今手元にある分でなんとかや
りくりを考える必要があります。

♥ 幸運日：8 17 27
× 危険日：10 19 22

♥ 幸運日：7 18 23
× 危険日：2 14 28

♥ 幸運日：6 16 27
× 危険日：10 21 31

♥ 幸運日：3
× 危険日：1

獅子座

乙女座

天秤座

蠍

7/23 ～ 8/22

8/23 ～ 9/22

9/23 ～ 10/23

10/24 ～ 11/22

【全体運】素晴らしいひらめきに出会える月
のようです。自分自身の心の声に耳を傾け
て、それを行動に移すようにしてみましょ
う。思っていた以上の結果を手にすること
ができるかもしれません。
【恋愛運】理想と現実が近付く良い運気の
月。自分の理想とする異性と出会えたり、
その人と良い関係になれたり、良好な運気
を発揮してくれそうです。理想が高いこと
であきらめていた恋愛感情を、この 10 月
は抑える必要がなさそうです。

【全体運】なにやら周りが慌ただしく動く予
感。新しい縁が結ばれたり、逆に長年の縁
が切れたり遠ざかったりと、出入りが激し
いひと月になりそうです。仕事運も上昇す
るようで、適材適所といった具合の異動も
ありそうな気配です。

【全体運】これまでの人生の経験が大いに役
立つと共に、勘もまたあなたの道を拓く結
果を招いてくれそうです。ピンチに陥った
ら、あるいは判断に迷う場面に出くわした
のなら、自分の直感を信じて決定を下して
みると良いでしょう。

【恋愛運】あきらめていたことが、元通りに
戻りそうな気配です。つまりは、一度離れ
てしまった気持ちも、また復活するような
暗示ということ。元恋人と再び心を通わせ
ることになるかもしれません。

【恋愛運】楽観して良い恋愛運をしていま
す。
出会いに恵まれ、
良好に推移しそうです。
色々な出会いの中から、本当に幸せを感じ
られる縁を大事にしておくと良いでしょう。

【金 運】金運は良くもなく、悪くもなく。
ですが知人から美味い話が舞い込んできて
も、それに乗るか否かは、内容をよく吟味
してからにしましょう。仕事運は良いので、
以前から思い描いていたような状況が訪れ
たときは、迷わず進むと良いでしょう。

【金 運】割引やキャンペーンなど、日常の
小さなハッピーが積み重なってお得な時間
を過ごせるかもしれません。月末には、
思っ
た以上に節約できているかもしれないので、
小さな金額でも割引には手を出していくと
良いでしょう。

♥ 幸運日：4 16 26
× 危険日：9 19 23

♥ 幸運日：2 15 24
× 危険日：8 18 27

【金 運】運気は決して良いとは言えないも
のの、目先の出費で良し悪しを判断してし
まわないことが肝心です。
大きな出費があっ
てその場では心身が落ち込んだとしても、
後々になってあなたに良い結果を運んでく
る可能性があります。特に交際費と交通費
は惜しまないことが大切です
♥ 幸運日：4
× 危険日：7

15
17

26
23

15 24
19 28

座

【全体運】なにをやっても上手くいきそうな
好調の運気をしています。これまでずっと
温めてきた企画があるのなら、実現に向け
て動き出すのに最適な月と言えそうです。
あなたの夢や願望を周囲の人に話してみる
と、意外なルートから協力者が現れそうな
気配も持っています。
【恋愛運】恋愛にエネルギーが向くので、相
手のことを真剣に思う気持ちも湧いてくる
でしょう。気になる人がすでに身近にいる
のなら、共通の話題を振ってみてアプロー
チをあなたからしてみると良いでしょう。
【金 運】金運は平均以下の状況で、やや出
て行く分が増える傾向にあります。物欲も
湧いてくるので、歯止めをかけるのが難し
いかもしれません。
♥ 幸運日：3 14 23
× 危険日：9 18 29

射手座

山羊座

水瓶座

魚

11/23 ～ 12/21

12/22 ～ 1/19

1/20 ～ 2/18

2/19 ～ 3/20

【全体運】過去の自分に絡むことを整理する
のに向いている月になりそうです。不必要
なもの、長らく使っていないものなどは、
これを機会に捨てるなり譲渡するなり、処
分してしまうのも良いでしょう。
【恋愛運】好調の恋愛運をしています。特に
あなたの魅力が輝き、華やかな雰囲気をま
とうようになるので、待っていても自然と
あなたの方へ異性が引き寄せられてくるこ
とでしょう。
【金 運】金運も高く、キーワードは意外性
になりそうです。たまたま手に取ったチラ
シに前々から欲しいものが載っていたり、
欲しいと思っていたものが知人を介して手
に入ったりと、突発的に巡りあいがあるか
もしれません。ですが、大きな買い物のと
きは細心の注意が必要になりそうです。
♥ 幸運日：2 11 23
× 危険日：10 19 27

【【全体運】原点に立ち返ることがテーマに
なりそうです。越えられない壁にぶつかっ
たとき、解決策が見えない袋小路に入り込
んだとき、次の一手がまったく思い浮かば
ないとき等々、道を拓くヒントは自分の過
去にあるかもしれません。

座

【全体運】あなたの正しさが評価をされる月
になりそうで、それに賛同する仲間が増え
て人との縁が良い方向へと向かいそうです。
正しいと思っていたことに対して、自信を
持って接するようにしましょう。

【全体運】ちょっとした変化が起こりそうな
月。古いものから新しいものへの変化、置
かれている環境や周りの人間関係の変化、
あなた自身の思考や嗜好、趣味などの変化
など、いくつかの候補があります。

【恋愛運】恋愛運は平凡なもの。縁が結ばれ
る可能性は低く、関係が好転する可能性も
あまり高くはありません。ですが友人や知
人から、良い縁を紹介されることはありそ
うです。

【恋愛運】恋愛運はやや高まり、情熱を持っ
て相手にアプローチする気持ちがあふれて
きそうです。友人関係から恋人関係へ変化
することも多そうで、周りがあなたたちの
ことを後押ししてくれることもあるでしょ
う。

【恋愛運】異性に対して、主導権を握ること
ができそうな運気です。パートナーがいる
人は、色々なお願いを聞いてもらうことが
できそうです。片思い中の人や気になる人
がいる場合は、思い切って食事などに誘っ
てみましょう。

【金 運】大きな買い物に向いています。新
製品や初めて購入するもの、または中古品
でも、後悔するようなことはなさそうです。
買い物に関して、良い直感が働くようです
から、良くないものは本能的に感じ取って、
拒絶の気持ちが前に出て来るので大丈夫。

【金 運】お金に関して、良い状態になるか
どうかは、情報を持っているかどうかにか
かっていそうです。人任せにしても運気が
上がることはありません。あなた自身が積
極的になって、目的達成のために汗水流す
ようにしましょう。

【金 運】衝動買いの欲求を抑えられないか
もしれません。本当にそれらは必要なのか、
今手に入れるべきものなのかを何度も自分
に問い掛けてからアクションを起こすよう
にしましょう。誰か、歯止めをかけてくれ
る人を設定しておくのも良いでしょう。

♥ 幸運日：5
× 危険日：1

16 28
19 25

♥ 幸運日：7
× 危険日：4

17
12

22
20

♥ 幸運日：3
× 危険日：8

13 24
19 27
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ATLANTA お出かけガイド

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

Event
ONE MusicFest
Centennial Olympic Park
265 Park Ave W NW, Atlanta, GA 30313
https://onemusicfest.com
■ 10 月 8 日 -9 日

CANDLER PARK FALL FEST
Candler Park
1500 McLendon Ave NE Atlanta, GA 30307
https://candlerpark.org/fallfest/
■ 10 月 1 日 -2 日

ATLANTA CHILI COOK-OFF
Brook Run Park
4770 N Peachtree Rd, Dunwoody, GA 30338
https://atlantachilicookoff.com/
■ 10 月 1 日

LITTLE 5 POINTS
HALLOWEEN FESTIVAL & PARADE
Little Five Points, Atlanta, GA 30307
https://www.l5phalloween.com/
■ 10 月 23 日 Parade starts at 2 p.m.

TASTE OF ATLANTA
Downtown Chamblee
Chamblee, Brookhaven and Doraville communities
https://www.tasteofatlanta.com/
■■ 11 月 4 日 -5 日

CABBAGETOWN CHOMP AND STOMP
Cabbagetown
https://chompandstomp.com/
■■ 11 月 5 日
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Spor ts

Music
Mercedes-Benz
Stadium

PGA TOUR

PGA プロゴルフのツアー
2022-2023 シーズンです。

■■ 10 月 6 日 9 日
Shriners Children's Open
TPC Summerlin,  Las Vegas,  NV
■■ 10 月 13 日 16 日
ZOZO CHAMPIONSHIP
Accordia Golf Narashino Country Club,  Chiba,  JPN
■■ 10 月 20 日 23 日
THE CJ CUP in South Carolina
Congaree Golf Club,  Ridgeland,  SC
■■ 10 月 27 日 30 日
Butterfield Bermuda Championship
Port Royal Golf Course,  Southampton,  BER
■■ 11 月 3 日 6 日
World Wide Technology Championship at Mayakoba
El Camaleón Golf Course at Mayakoba,  Riviera Maya,
MEX

NFL Atlanta Falcons

対
対
対
対
対
対

クレーブランド
タンパベイ
サンフランシスコ
シンシナティ
カロライナ
ロスアンゼルス

1pm
1pm
1pm
1pm
1pm
1pm

MLBS
MLBS
MLBS
MLBS

NBA ATLANTA HAWKS
アトランタホークス
ホームゲームのみの案内です。

■■ 10 月 19 日 ( 水 ) 対 ヒューストン
■■ 10 月 21 日 ( 金 ) 対 オーランド
■■ 10 月 23 日 ( 日 ) 対 シャルロット
■■ 11 月 05 日 ( 土 ) 対 ニューオーリンズ

State Farm Arena
1 State Farm Dr, Atlanta, GA 30303
☎ 404- 878-3000
www.statefarmarena.com
■■ 10 月 08 日
Keith Urban
■■ 10 月 18 日
Post Malone
■■ 10 月 18 日
Lizzo

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。
■■ 10 月 1 日（土）-2 日（日）
Marcus King

Ameris Bank Amphitheatre

アトランタファルコンズの
ゲーム案内です。
■■ 10 月 02 日 ( 日 )
■■ 10 月 09 日 ( 日 )
■■ 10 月 14 日 ( 日 )
■■ 10 月 23 日 ( 日 )
■■ 10 月 30 日 ( 日 )
■■ 11 月 06 日 ( 日 )

1 AMB Dr NW
Atlanta, GA 30313
www.mercedesbenzstadium.com

2200 Encore Parkway, Alpharetta, GA 30009
☎ 404-733-5010
www.vzwamp.com
■■ 10 月 12 日 ( 月）
Stevie Nicks
■■ 10 月 13 日 ( 火）
Pitbull

Lakewood Amphitheatre
2002 Lakewood Way SW, Atlanta, GA 30315
☎ 404 443-5090
ｗｗｗ .thelakewoodamphitheater.com
■■ 10 月 01 日 ( 木）
Kevin Gates

Gas South District
7:30pm
7:30pm
5pm
7:30pm

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

Nature,Parks

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

Georgia Aquarium
ジョージア水族館

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 )

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

Theatre
Fox Theatre
660 Peachtree Street NE Atlanta, GA 30308
☎ 404-881-2100
www.foxtheatre.org

Margaret Mitchell House

Zoo Atlanta
アトランタ動物園

●● 歴史のある FOX 劇場でさまざまなイ

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

ベントが開催されています。

●● Broadway Across America
www.broadwayacrossamerica.com
■■ 10 月 21 日 -23 日
Chicago
■■ 12 月 06 日 -11 日
Anastasia

Stone Mountain Park

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

Atlanta History Center
アトランタ歴史博物館

1000 Robert E. Lee Drive,
Stone Mountain, GA 30083
☎ 770-498-5690
www.stonemountainpark.com
◆◆ 車 1 台につき＄10

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 )

Atlanta Botanical Garden
アトランタ植物園
1345 Piedmont Ave. Atlanta GA 30357
☎ 404-876-5859
www.atlantabotanicalgarden.org

Museum
High Museum of Art
近代美術館

■■ 火－日

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 )

9 時―5 時（4 月からは 9 時―7 時）

Uniquely

AT L

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

World Of Coca Cola
コカコーラ博物館
121 Baker St NW, Atlanta, GA 30313
☎ 404-676-5151
www.worldofcoca-cola.com
■■ 8 時―6 時

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 )

Centennial Olympic Park

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/

●● Web のイベントガイドを確認してください

SKY VIEW
168 Luckie St. NW, Atlanta, GA 30303
☎ 678-949-9023
www.skyviewatlanta.com/
■■ 日 – 木 :12 時 –10 時 ,
金 :12 時 –11 時 , 土 :10 時 –11 時

●● 予約したほうが確実に参加できる
■■ 9 時―5 時 (10 分おき )

簡単

ハロウィン目玉のぷるぷる白玉

材 料
白玉粉：. ....................150g
絹豆腐：. ....................150g
食紅：緑、黒：.............. 少量

このぷるぷる感がリアル！
でも、食べるとモチモチ！
美味しいです。

ハロウィン目玉のぷるぷる白玉

作り方
1. 絹豆腐と白玉粉を混ぜます。耳たぶくらいの固さにこねたら OK。
2. 少し分けて食紅の黒と緑で色付けします。
3. それぞれのパーツを作ります。
白→いちばん大きく丸める。
緑→目玉の外側になるので黒より少し大きく。
黒→目玉になるので米粒くらいの大きさ。
パーツをくっ付けます。
4. 沸騰した湯の中に入れ、浮き上がってきたらすくう。沸騰した湯
の中に入れ、浮き上がってきたらすくう。
5. ジュースを注いだら出来上がり。
ANIS ATLANTA - October 2022
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格闘家の戯言◎高橋督

格闘家の戯言
先月号で私のプロレスデビュー ( 笑 ) を書いて喜んでいた
ら、なんと試合の２週間後にアーネストから「来月もまた同じ
ところで試合がある。またやってくるか？」と、まさかの２カ
月連続のプロレスオファーである。断る理由がないどころか、
こちらから頼んでもやりたい事なので「OSU」と答える。
「アメリカ人に押忍が通じるのか？」と心配するなかれ、道場
の中では全て「押忍」
。黒帯のチェイス君なんかは私たち並みに
「オス」を使い分ける。使い分けるほど「オス」にバリエーショ
ンがあるとは一般の人は知らないと思うが、私が勝手に「オス
の変格活用」と名付けているほど、バリエーションはあるのだ。
もしも興味があるなら YOUTUBE「カラテよもやま噺」で検
索していただけば「こういう事ね」とわかると思います。と、
ちらっと YOUTUBE の宣伝でした ( 笑 )
前回は開場時間を過ぎてから控室に入ったので、今回は開場
時間前に会場入り。開場を待っている人を横目に見ながら会場
に入っていくのは、なかなか気分がいいものだ。
「こいつ何者
だ？」という視線を浴びるのはかなりの快感である。
会場に入るとエーネストが「オス、シハン」と迎えてくれる。
アーネスト以外のレスラーも前回の興行にいた選手が、私を覚
えていてくれて握手を求めて来る。俄か関係者になったようで
気分が良い。
控室に上がり試合用のコスチューム（と言っても一張羅の黒
スーツだが）に着替えて気分を高めていく。リングに上がる直
前にカーテンの裏でスタンバイしている時の緊張感もいいのだ
が、控室で着替えて「その気」に持っていく時間がなかなか楽
しい。いくらマネージャーで実際に試合をしなくても（前回は
試合後の乱闘はあった）
、試合の一つのピースなのでテンション
を高くしないと観客に申し訳ない。
今回アーネストの出番は二回。一回目の登場時はカラテ使い
としての The CAT（アーネストの WCW 時代からのリングネー
ム）が試合の為にリングに上がると、相手のマネージャーが「カ
ラテ使いのお前の手は地元警察に登録していないので試合をす
ることはできない」というイチャモンをつけられて、CAT とし

国際大山空手道連盟
アトランタ支部長 高橋督

ての試合をさせてもらえないので登場はしたものの、試合をし
ないでリングを降りるという演出。私も精一杯「なんだそれは！」
という感情をオーバーアクションで表す。あ～楽しい。
最初の出番を終えてホッとしていると、最近道場に加わった
日本人の女子サラちゃんがご両親と一緒に登場。「アーネストの
試合があるよ」と言ってみたら想像以上に興味をもってくれて、
当日本当に来てくれた。もちろんプロレスなんて生まれてから
見たこともないだろうけど、自分の知っている人が試合をする
というので興味を持ったんだろうな。
お父さんは私と同い年でバリバリのアントニオ猪木世代なの
で心配はないけど、お母さんはどうだろう？プロレスなんて縁
がないだろうから、初プロレスがアメリカプロレスとはちょっ
と刺激が強いんじゃないかと色々心配心配していたが、キャー
キャー言いながら楽しんでくれていたので一安心。友人のヒラ
ノ先生もアメプロ初体験なのに楽しんでくれていた。さすが頭
が柔軟じゃないとできない方面の先生だなと納得。
アーネスト二度目の登場は CAT ではなく、謎のイラン人とい
う悪役別キャラクターでの登場。私も一回目の登場ではワイシャ
ツにネクタイだったが、今回はタイを取り胸元を開けてまるで
安物のホストである。あとで「いけないものを売っている人に
見える」と言われた。ちなみに前回は「反社」だった。
アーネストが会場を練り歩き（サラちゃんの座っている席ま
で行って仁王立ちでにらみつけるサービスぶり）、私も一緒に観
客を睨みながらその気になっていました。
試合はアーネストが若造３人衆を文句を言わせないくらい叩
きのめしてしまったので、私は前回のように試合後に乱闘をす
る事もなく 2 回目のミッションを終えた。
後日、サラちゃんが会場でもらった出場選手のサイン入りポ
スターを妙に気に入ってしまい、学校にまで持って行って、当
日の事をクラスで発表することになったという信じられない話
を聞いた。無垢な子供を変な世界に引きずり込んでしまったと
いう罪悪感に苛まれる秋の夜長である。

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

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

クラシフ ァイド広告
Cl a s s i f i ed

一般求人
オフィスアドミン募集

月～金、フルタイム、勤務地 :Norcross,
詳細は電話又は Email でお願いします。
会社名：Yamasho Atlanta Inc  担当：山内
☎ 770-263-9312 E info@yamashoatl.com

NX アメリカアトランタ支店

引越コーディネイター募集。（フルタイム
/ パート可）コーディネイターとして引
越現場でお客様と作業スタッフの架け橋
となって頂きます。詳細はお電話または
E-mail でご連絡下さい。☎ 678-826-0200
Email: hikkoshi.atl@nipponexpress.com

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

IACE トラベルアトランタ店

業務 : 旅行手配業務全般。就労ステータス
をお持ちの方を募集中。未経験者・OPT
も歓迎。連絡先 : jinji@iace-usa.com

ウィンタースチャペル幼稚園

保育補助を出来る方を募集しております。
時間：月〜金曜日、午前 7 時半〜午後 3
時半。午後 3 時半～午後 6 時半。委細面
談の上、
決定。☎ 770-394-3242 新井まで。

マリエッタ / ロズウエル公文

採点・事務スタッフ複数急募中。学齢期
のお子さんが学校へいっている間や教室
中などフレキシブルな時間で働けます。
詳細は長谷川まで ☎ 770-321-2637
メッセージを残してください。

日本語補習校教師募集

サウスカロライナ州グリーンビル日本語
補習校では、
中学（国語）、
小学（国語、算数）
の教師を募集しています。教育に興味が
あり、子ども好きで経験のある方、情熱
のある方を、広く募集していますので是
非ご応募下さい。勤務日は土曜日（年間
40 日）。当校規定による報酬と交通費を支
給。詳しくは、E gssschool@gmail.com、
☎ 864-554-5224 山川までご連絡下さい。

日本語補習校教師募集

アラバマ州バーミングハム日本語補習校
では、小学（国語・算数）の教師を募集
しています。教育に興味がある方のご応
募 を心よりお待ちしております。 勤務日
は土曜日（年間 40 日）
。 当校規定による
報酬と交通費を支給。 詳しくは、
E board@bssal.org、☎ 205-746-1773
担当青木までご連絡下さい。

ビル / オフィス掃除募集

SmartDog Commercial Cleaning Services
平日の夜、週末に働ける方を募集。選べる
時間帯。電話は日本語で☎ 770-667-8736

とまとストアー カブ店

フルタイムまたは、パートを募集してお
ります。詳細は☎ 770-933-0108 まで。

倉岡クリニック受付急募

フルタイム / パートタイム、日英バイリン
ガル、要労働ビザ。永谷☎ 770-980-0000

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

Healing Touch Iyashi

フロントスタッフ募集。日英バイリンガ
ル、 時 給 $15/hr（ ト レ ー ニ ン グ 期 間 中
$10/hr）月－日曜日の週２－３回も可能。
詳細は 404-883-3056 まで

マスターワークス Marietta

日英 バイリンガルで、受付、事務、その
他、総合的に出来る方。パートタイム可能。
要就労ビザ。お問合せ 770-565-5220

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

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

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

TANAKA レストラン

教

サーバーを募集しています、
詳細はお電話にて☎ 770-740-1488

ハナミズキ

Duluth

楽ラーメン

Duluth

ダンスレッスン

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

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

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

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。

野球・ソフトボールメンバー募集

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

日本人ラグビーメンバー募集

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

クラシファイド申込方法
送付先：ANIS

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

ATLANTA

4514 Chamblee Dunwoody Rd,
Suite 249
ATLANTA, GA 30338
Phone: 404-510-8534
E-mail:infojp@anisatlanta.com
◆◆ 料

寿司 KOJI グリーンビル SC

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

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

アニスアトランタは

授

あなたのビジネスを応援します !!

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

●● Advance Payment is required to place your ad. Pay with Check
or Money Order.
●● All ad must be received by the 15th for the issue.
●● No refunds in any case.
●● 掲載された広告内容に関しましてはアクシスは一切責任を
負いかねます。
●● 広告掲載をされる場合、内容によっては掲載をお断りする
こともありますので、ご了承ください。また、レイアウ
トの都合上、広告掲載時の行数は異なる場合があります。
We do not accept responsibility for ads appearing on this
magazine. we may refuse to place the ad if the contents is not
suitable for the magazine. The number of the line may differ
from the original form for the layout reason.
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編集後記
次回 2022 年 11 月号は
11 月 5 日ごろ配布予定

空は高く澄み渡り、爽やかな秋晴れが続いています。朝
晩がめっきり涼しくなってきました。何となく日常が戻っ
てきた今日この頃ですが、皆さんはいかがお過ごしですか。
先月は久しぶりの日本のお祭り JapanFest に取材にでか
けましたが、今年の日本の伝統芸能「神楽」は圧巻でした。
本来は自分たちが住んでいる土地の守り神にささげるもの
で、豊作・豊漁を願い、病気を追いはらう儀式として古く
から舞われてきました。このような本格的な日本の文化を
たくさんの異文化の方たちに伝えることができるというこ
とは、素晴らしいと思いました。

ANIS ATLANTA
NO. 34
October 2022

気候も良い時期ですし、キャンプまでとはいかなくても、
近くの公園でピクニック気分なんていかがでしょうか？や
はり、人間、我慢ばかりでは心身のバランスを崩してしま
います。気を抜く時間や空間も必要ですね。
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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ANIS ATLANTA は以下の場所に配布されています
ジョージア州：
アトランタ主要日本食レストラン

アトランタ総領事館 ジョージア日米協会

ウエストミンスター日本人教会

倉岡クリニック

ジョージア日本語補習校

アトランタ日本語バブテスト教会

ICAGeorgia

アトランタ公文アカデミー

ウィンタースチャペル幼稚園

日系美容室

アジアンスーパー

他

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

E-mail: infojp@anisatlanta.com
Phone: 404-510-8534
締切りは毎月 18 日頃です。日本人コミュニティのイベント取材依頼
や告知なども受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
クラシファイド広告は、一般求人・レストラン求人・売りたい・買い
たい・イベントの告知・メンバー募集など、幅広くご利用いただけます。
1 ヶ月のみ掲載ですので、特に申し出のない限り自動的に消去します。
ビジネス以外は、無料で掲載できますので、毎月 15 日までにお申し込
みください。
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