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は 24 日の日没から 25 日の日没までとなるので、その間の夜
である 24 日の夜のことをクリスマス・イヴと呼ぶ。

12 月 25 日　クリスマス
　イエス・キリストの降誕を記念する日。
　イエスがこの日に生まれたという確証はなく、各宗派がそれ
ぞれに日付を定めてイエスの生誕を祝っていたが、4 世紀前半
教皇ユリウス 1 世が「イエスの生誕の日は 12 月 25 日」と定
めた。
　冬至の時期であるこの日前後には異教の祭が重なっており、
キリスト教側が布教拡大を狙ってこの日をイエス生誕の日とし
たものと見られている。
　日本では 1874 年に最初のクリスマスパーティーが開かれ、
現在では宗教を越えた年末の国民行事となっている。

12 月 31 日　大晦日，大晦
　1 年の終りの日。月末のことを晦日・晦と言い、年末の最後
の晦日なので大晦日・大晦という。「みそか」は三十日の意、「つ
ごもり」は月篭りが転じたもので、旧暦では毎月 1 日が新月で
あり、その前日を「つごもり」と呼んだ。

12 月 31 日　除夜
　除夜（じょや）とは、一年の最後の日「大晦日（おおみそか）」
の夜のこと。かつては一年の神「年神（歳神）」を迎えるため
に朝まで眠らずに過ごす習慣があった。
　除夜には各家庭で「年越しそば」が食べられ、深夜 0 時を挟
む時間帯に寺院では「除夜の鐘」が撞かれる。除夜の鐘は多く
の寺で 108 回撞かれる。

除夜の鐘が 108 回の由来
　眼（げん）・耳（に）・鼻（び）・舌（ぜつ）・身（しん）・意

（い）の六根のそれぞれに好（こう：気持ちが好い）・悪（あ
く：気持ちが悪い）・平（へい：どうでもよい）があって 18 類、
この 18 類それぞれに浄（じょう）・染（せん：きたない）が
あって 36 類、この 36 類を前世・今世・来世の三世に配当し
て 108 となり、これは人間の煩悩の数を表すとされている。
　また、月の数 12、二十四節気の数 24、七十二候の数 72 を
足した数が 108 となり、一年間を表しているとの説もある。
除夜の鐘は、これら 108 の煩悩を一つ一つ消し去るといわれ
ている。

12 月のカレンダー
12 月 23 日　天皇誕生日 (Emperor's Birthday)
12 月 24 日　クリスマス・イヴ
12 月 25 日　クリスマス
12 月 31 日　大晦日，大晦

12 月 22 日　冬至（とうじ）
　冬至は二十四節気のひとつ。北半球では太陽の南中高度が最
も低く、昼間が最も短い。
　この日にかぼちゃや小豆粥を食べると寒い冬を健康に過ごせ
ると言われています。地域によってはお風呂に柚子を入れて温
まります。

12 月 24 日　クリスマス・イヴ
　クリスマス ( キリスト降誕祭 ) の前夜。
　eve は夜を意味する古語 even から来たもので「クリスマス
の夜」の意味になる。
　キリスト教会暦では日没が 1 日の始まりであり、クリスマス

12
DECEMBER

12 月のカレンダー
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僕らはとても不完全な存在だし、何から何まで要領よくうまく
やることなんて不可能だ。
不得意な人には不得意な人のスタイルがあるべきなのだ。

ものごとがあまりに完全だと、そのあとに決まって反動がやっ
てくる。それが世のならいだ。

人は勝つこともあるし、負けることもあります。
でもその深みを理解していれば、人はたとえ負けたとしても、
傷つきはしません。
人はあらゆるものに勝つわけにはいかないんです。
人はいつか必ず負けます。
大事なのはその深みを理解することなのです。

誰をも抜かないし、誰にも抜かれない。
しかしそれでも我々はそんな回転木馬の上で仮想の敵に向けて
熾烈なデッド・ヒートをくりひろげているように見える。

インターネットで「意見」があふれ返っている時代だからこそ、
「物語」は余計に力を持たなくてはならない。

希望があるところには必ず試練があるものだから。

目に見えるものが、ほんとうのものとは限らない。

何かを持ってるやつはいつか失くすんじゃないかとビクついて
るし、何も持ってないやつは永遠に何ももてないんじゃないか
と心配してる。みんな同じさ。

　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：　村上春樹
国　：　京都府京都市伏見区
生　：　1949 年 1 月 12 日
職業：　小説家、文学翻訳家

　1949 年 1 月 12 日、京都府京都市伏見区に生まれる。国語
教師の両親の影響を受けて読書家に育つ。

1968 年に早稲田大学文学部に入学。在学中は映画脚本家を目
指して映画の脚本を読みふける。

1971 年に学生結婚。在学中にジャズ喫茶を開店する。1978 年、
プロ野球の観戦中に小説を書くことを思い立ち、ジャズ喫茶を
経営するかたわら作品を書き続け、『風の歌を聴け』で群像新
人文学賞を受賞する。

その後、専業作家となることを決意しジャズ喫茶を人に譲る。

1986 年からギリシャ、ローマ旅行開始、1991 年まで日本と
の間を行き来する生活を送る。

1987 年に出版した『ノルウェイの森』が大ベストセラー。
2002 年の長編『海辺のカフカ』により国際的評価も高まる。
2006 年にはカフカ賞を受賞し、以後ノーベル文学賞の有力候
補となる。

2009 年にエルサレム賞を受賞。イスラエルによるガザ侵攻が
国際的に非難されていたが「何も語らないことより現地で語る
ことを選んだ」と授賞式に出席。

特に影響を受けた作家として、スコット・フィッツジェラルド、
トルーマン・カポーティ、レイモンド・チャンドラーらを挙げ
ている。

偉人の名言

偉人の名言
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ニュースダイジェスト
米国防長官、核拡散の恐れ警告
　米国のオースティン国防長官は 11 月 19 日、ロシアによる
ウクライナ侵攻に関連し、誰もが共生を望まない暴政と混乱に
襲われる潜在的な世界の到来を予見し、核拡散の影につきまと
われて不安定さが募る状況を招くものとなっているとの認識を
示した。

　その根拠として「プーチン（大統領）の仲間である独裁者た
ちが事態を見守っているためだ」と指摘。これら独裁者たちが
核兵器の入手は自らの「狩猟免許」の獲得につながるとの結論
を下すかもしれないとし、そうなれば核拡散の危険な悪循環を
招き寄せる可能性があるとした。
　長官はカナダ・ハリファクスで開かれた国際安全保障フォー
ラムで演説し、ウクライナで民間インフラを攻撃するロシアの

「意図的な残虐さ」にも言及。「戦争には依然、ルールがある」
としながらも、「大国がこのルールを踏みにじるのなら、ほか
の者に国際法や国際規範に挑むことをけしかけることにもな
る」と主張した。
　「ロシアは侵略戦争を仕掛けているだけでなく、何の軍事目
的もなく意図的に民間の標的や民間インフラを攻撃している」
とし、「残虐行為である」と断じた。

バルト海輸送管のガス漏れ、爆発物の残留物発見
　スウェーデンの検察当局は 11 月 20 日までに、バルト海を
通じてロシアとドイツなどの欧州をつなぐ天然ガスの海底パイ

プライン「ノルドストリーム」で今年９月に発生したガス漏れ
は「破壊工作」が原因だったと発表した。
　現場で捜査担当者が「爆発物の残留物」を見つけたと述べた。
予備捜査を主導していた検察当局者は声明で「重大な破壊工作」
であると位置づけた。捜査は今後も続行するとしたが、立件の
罪名などは未定とした。
　ガス漏れの現場はスウェーデンとデンマークの排他的経済水
域（EEZ）内にある。両国はノルドストリーム１とノルドスト
リーム２のパイプライン２本の４カ所で生じた穴の由来などを
調べていた。
　ガス漏れは、ロシアによるウクライナ侵攻に根差す欧州諸国
とロシアとの間のエネルギー戦争の激化を背景に発生。ウクラ
イナ侵攻を機に欧州諸国はロシアへの経済制裁を打ち出し、ロ
シアは報復の形で欧州へのエネルギー源輸出を縮小させてい
た。

フィンランド、ロシア国境にフェンス構築を計画
　北欧フィンランドの国境警備隊は 11 月 20 日までに、ロシ
アとの国境線上に来年、１億 3900 万ユーロ（約 202 億円）
を投じてフェンスを構築する計画を発表した。
　このフェンスは障壁効果も持つより頑丈な種類のもので、長
さ 130 〜 160 キロの区間に設置する。監視装置も導入し、国
境線の巡回用の道路も整備するとした。建設には３〜４年要す
る見通しで、耐用期間は約 50 年と見込んでいる。試験的なフェ
ンス導入の工事が来年春にイマトラ地区で始まる予定。
　国境警備隊は声明で、安全保障環境の変質を受け、同国東部
の国境線の一部にフェンスを設ける必要が生じたと指摘。
　「ロシアが国境警備を緩和すれば不法入国を阻止する上で
フィンランドにさらなる圧力がかかる可能性がある」とし、

「フィンランドはロシア側の効果的な国境管理体制に頼ること
はできない」とも断じた。
　フィンランドとロシアの間の国境線の長さは約 1336 キロに
達する。フィンランドは北大西洋条約機構（NATO）加盟国と
してロシアと国境を接する数少ない国の一つともなっている。
　ロシアによるウクライナ侵攻を受け多くの欧州諸国は対抗
策としてロシア航空機の領空侵入を禁じるなどの措置を発表。
フィンランドも入国規制を講じ、今年９月下旬にはロシア人の
入国を例外規定を除き禁じてもいた。
　ロシアのプーチン大統領が兵員補充のために予備役の部分動
員を発表して以降、出国を急ぐロシア人が相次いだ事態を受け
た対策だった。

ニュースダイジェスト



ANIS ATLANTA - December 202210 



11ANIS ATLANTA - December 2022

　国境警備隊が今月出した報道発表文などによると、フィンラ
ンドに到着したロシア人は入国規制の開始後、大幅に減少。9
月 29 日に東部の国境線を通じた入国者数は約 8583 人だった
が、入国制限が始まった翌日には 1700 人に落ち込んだという。

ツイッター従業員が集団脱出
　米ツイッターで再び従業員の集団脱出が起きている様子だ。
複数の従業員や元従業員によると、経営者のイーロン・マスク
氏が突き付けた同社に残るための条件を拒み、退職を選ぶ従業
員が続出している。
　マスク氏は同社に残る条件として「極端な激務」を約束する
よう迫り、それができなければ退職するよう求めた。従業員は
返答期限が迫った 11 月 17 日午後、敬礼の絵文字を投稿し始
めた。同社ではこれが退職の合図となっている。
　複数の従業員によると、社内のスラックのチャンネルも、同
日午後５時の期限を前に、従業員が投稿した敬礼の絵文字で
いっぱいになった。
　マスク氏は従業員に宛てた前日の電子メールで、11 月 17 日
午後５時を期限として、条件を受け入れて同社にとどまるか、
実質的に退職するかの選択を迫る最後通告を突きつけていた。
　最近退職した元幹部は、17 日の従業員の退職を「集団脱出」
と形容している。
　同社に残ることを選んだ従業員には 17 日夕刻、電子メール
が届いた。このメールのコピーによると、オフィスが一時的に
閉鎖され、バッジによるアクセスを 11 月 21 日まで制限する
という内容だった。ツイッターは今月初めに従業員を大量解雇
した際も、安全上の懸念からオフィスを一時的に閉鎖していた。
解雇を通告された従業員が破壊行為を試みることに対する懸念
もあったと思われる。

コックピットの窓から乗り出した操縦士
　米ロサンゼルスのロングビーチ空港で、米サウスウエスト航
空便の乗客が出発ゲートに置き忘れた携帯電話を、係員が連携
して既にゲートを離れていた同便に届け、操縦士がコックピッ
トの窓から身を乗り出して受け取る出来事があった。
　出発ゲートに置き忘れられていた携帯電話は別の便の乗客が
見つけて係員に知らせたが、その時には既に搭乗が終わり、機
体はゲートを離れていた。それでも携帯電話を持ち主に無事返
すため、すぐに係員が連携して対応に当たった。
　同航空が 11 月 13 日に公開した動画には、操縦士がコック

ピットの窓から身を乗り出し、グラウンドハンドリング職員が
ジャンプして携帯電話を手渡す様子が映っている。
　サウスウエスト航空の広報によると、携帯電話の忘れ物を発

見した乗客は、直前にその持ち主と雑談していたことから、係
員に搭乗便を知らせることができたという。しかしその時点で
問題の便の搭乗は既に終了していたため、係員が機長に連絡を
取った。
　「機長は即座に、グランドハンドリング職員がジャンプして
自分に手渡してくれれば、持ち主に返せるかもしれないと提案
した」「あとは動画にとらえられた通り！」。広報は電子メール
でそう説明している。

キーウ発ヘルソン行きの列車が出発
　ウクライナの首都キーウ（キエフ）から 11 月 18 日、8 カ月
間ロシアの占領下にあった南部ヘルソンに向かう列車が出発し
た。解放後のヘルソンに向かう列車は初めて。
　ウクライナのティモシェンコ大統領府副長官は SNS のテレ
グラムで、「これは我々の勝利の列車だ」と述べた。乗客は約
200 人だった。
　ヘルソン市の住民は８カ月にわたりロシアの占領下で暮らし
ていたが、ロシア軍の東への撤退に伴い先週、ウクライナ軍が
市内に入った。
　ロシア軍に制圧されていたウクライナの州都はヘルソンのみ
だった。奪還された市街には歓喜の光景が広がり、住民が歌っ
たり旗を振ったり、ウクライナ兵と抱き合ったりする姿が見ら
れた。
　ただ、市内や周辺地域に基本的なサービスを回復するにはや
るべき作業が多く残る。ウクライナの当局者は現在、被拘束者
が受けた残虐行為や拷問について調査を進めている。
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4.	 The	Great	Date- デーツ 
国内でも砂糖の代わりにデーツシロップを使用したり、
ヴィーガンライフを送る方に人気のデーツバーなど。調味
料からスイーツまで幅広く使用され、果物以外としても注
目されるのでは。

5.	 A	Poultry	Revolution- アニマルウェルフェアの卵 
鶏の飼育に視点を当て、動物にも優しい環境下で育てられ
たものを選ぶ人が増えていくことを願っています。

6.	 Help	From	Kelp- ケルプ食品 
ケルプとは、コイダンやヨウ素などのミネラルを多く含ん
でいる海藻のこと。ケルプが含まる製品が増えており、麺類・
チップス・調味料などの食品に使われている。

7.	 Climate-Conscious	Callouts- 気候変動に配慮された製品	
これまでも注目されてきましたが、これまで以上にサステ
ナビリティへの取り組み実施している商品は注目されるの
では。

8.	 Retro	Remix- ノスタルジックな製品	
昔ながらのピザ、シリアル、チーズなどが、現代のより良
い素材や食の主義に配慮されたニューバージョンとなって
登場するもの。

9.	 Only	the	Finest	for	Fido- ペット向けサプリ	
家族同様の大切なペットの健康のために、サプリメントは
欠かせなくなっている米国。日本においてもペット用のサ
プリに注目が集まっていますね。

10.	Avocado	Oil	Craze- アボカドオイル 
オレイン酸が高いことから注目されているアボカドですが、
アボカドを使用した調味料（マヨネーズ）、スナック菓子、
インスタント食品なども注目されています。日本でもアボ
カドオイルを使用したアイテムが続々登場するのでは。

FOOD & HEALTH
2023 年 :WholeFoodsMarket 最新トレンド TOP10
2022 年も昨年に引き続きパンデミックの影響で、ただ空腹を
満たすだけでなく、免疫力アップや、自分の健康を維持が期待
できる食品がトレンドに上がってきているようです。
1.	 	New	Brew:	Yaupon- ヤポン 

アメリカ先住民のカフェインと呼ばれ、米国南東部に自生
するヒイラギ科の植物。コーヒーに替わるカフェインが豊
富な飲み物で、主にハーブティーにされて飲まれることが
多いそう。

2.	 Pulp	With	Purpose- 穀物のパルプをアップサイクル 
アーモンドやオーツミルクの製造過程で発生した搾りかす
をアップサイクルした製品。

3.	 Produce	Meets	Pasta- 代替パスタ 
日本でも、豆のパスタなどを見かけることが多くなりまし
たが、海外ではカリフラワーを使用したニョッキなどもあ
ります。小麦以外のものを使用した野菜や未熟バナナ（青
バナナ）を使用した植物性のパスタなど。

FOOD & HEALTH
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ぶらりアトラン◎Atlanta Botanical Garden

ぶらり
アトランタ

Atlanta Botanical Garden

Know Before You Glow

　アトランタ植物園は、毎年恒例の第 12 回ガーデン ライツ、
ホリデー ナイトが輝きます。アトランタで人気のホリデーイ
ベントの一つです。
　アトランタ植物園は、アトランタのミッドタウンにある
ピードモント公園に隣接する 30 エーカーの広大な敷地をカ
バーしています。 自然と楽しさを融合させ、他に類を見ない
アトランタ体験を提供しています。
　Storza Woods では音楽に合わせて踊る 1,600 本のシンク
ロした光の弦の森を特徴とする、壮大な Nature's Wonders 
ディスプレイを体験することもできます。 
  これは世界最大の光と音のシンクロカーテンと言われてい
ます。 そしてガーデンズは、有名な「地球の女神」をカラフ
ルなきらめく光で覆われた「氷の女神」に変えました。
　その他には楽しい虹の光のトンネルがあります。 鉄道模型
の精巧なミニチュアの世界。 キャロラーがいるゴージャスな
トゥインクリングテラス。 大芝生で踊るオーケストラのオー
ブ。 発泡性のきらびやかなギャラリー。 今年はどんな楽し
みが待っているのか楽しみです！　

　ホログラム グラス、電車の乗車券、ドリンク チケット
などの特典を追加することができます。 特定の日には、
Botanical Saint Nick 自身が登場します。 通常は売り切れ必
至ですので、お早めにチケットをお求めになることをお勧め
します。光のトンネルを散策しながら、スモアを作ったり、
エッグノッグをいただいたり、家族の時間を楽しむことがで
きます。

Garden Lights, Holiday Nights

CHECK OUT!
1345 Piedmont Ave NE, Atlanta, GA 30309
(404) 876-5859
https://atlantabg.org/

写真は Instagram から見てね



ANIS ATLANTA - December 202216 

アロマテラピー

クリスマスの特別な香り
　クリスマスの季節になりました。アメリカに来て初めて迎えたクリスマスに、その規模の大きさには驚いたものです。
そしてクリスマスには日本のお正月のように家族や親戚が集まったり、山のようなプレゼントをもらったりするだけでな
く、お金やものを寄付をしたり、全く知らない家族や子供に、お金持ちでもない普通の家族がプレゼントを買ってあげた
りするのを普通にする、という与えるクリスマスが多いことにも気がつき、ほっこりしたのを覚えています。今月はそん
なクリスマスにまつわるエッセンシャルオイルのお話とこの時期にぴったりの香りをご紹介します。

クリスマスとエッセンシャルオイルの繋がり
　クリスマスはイエス・キリストの誕生をお祝いする日です。ですから、クリスチャンの多いアメリカでは街の至るとこ
ろでネイティビティ（キリストの降誕）が飾られているのです。キリストは今から 2022 年前にこの世にお生まれになり
ました。そのときに新しい星が現れキリストの誕生を知らせたのです。ですから、クリスマスに星が飾られるのはそのた
めです。そしてその知らせをみた博士たちが贈り物を携えて幼子イエスに会いにきたのです。そのときにキリストに贈ら
れた贈り物は黄金、乳香（フランキンセンス）、没薬（ミルラ）の３つでした。これがクリスマスにギフトを贈る習慣の
起源です。乳香と没薬は当時も効果なオイルで黄金と並ぶ価値の高いものでした。

フランキンセンス　（Frankincense)
　フランキンセンスは採取するときに木の幹に傷をつ
けて、そこから滲み出てくる樹液を結晶化させて採取
します。その樹液が乳白色であることから日本では乳
香と呼ばれました。フランキンセンスは古代から宗教
儀式メディテーションのためのお香に使われてきまし
た。フランキンセンスの香りは深呼吸を誘う穏やかな
香りで、静かな落ち着きを与えてくれるオイルです。
フランキンセンスは万能オイルといわれるほどで美容
や医療用としても用途が多いのです。癌、腫瘍、呼吸
器系の治療や鎮静剤として、また免疫系にも働いてく
れるオイルとして古くから使われてきました。
　キリストの誕生と深い関係のあるフランキンセンス
は聖なるクリスマスの香りとして親しまれています。
甘く深みのある香りは心を落ち着かせてくれます。オ
レンジやベルガモットなどの柑橘系をはじめ、ミルラ
やシナモンなどと相性のよいオイルです。独特な香り
ですが、ブレンドすることで親しみやすい香りを楽し
むことができます。

ミルラ (Myrrh)
　没薬は英語でマーと発音します。ミルラは古代では非常に貴重なものとされていました。古代からミイラ作りや宗教儀
式にも用いられていました。ミルラがミイラ作りに使われたのは防腐効果と保湿力に優れているためです。古代から癌、
ハンセン病、梅毒、ヘルペスの治療にも使用されていました。
　甘味と苦味が混じった香りで、没薬といわれるだけあって薬草を思い起こさせる香りです。フランキンセンスやラベン
ダー、スパイス系のオイルとの相性が抜群です。保湿力があるため、スキンケアの材料によく使用されいます。

アロマテラピー◎タウンゼント瞳
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タウンゼンド 瞳（アッセンズ郊外在住）

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

オレンジ（オレンジスイートやワイルドオレンジなど）

((Orange, Sweet orange or Wild orange)
　甘く爽やかなオレンジの香りは万人に好かれる香りで
す。活力を与えてくれ、明るい雰囲気作りにぴったりです。
シナモンやクローブなどのスパイス系のオイルやフランキ
ンセンスとブレンドしてお部屋にディフューズすると一気
に華やかな雰囲気を演出することができます。オレンジの
皮から抽出されたエッセンシャルオイルは古くから風邪な
どの症状を緩和させたり予防させるために使われてきまし
た。オレンジの輪切りや、シナモン、クローブなどがクリ
スマスリースによく使われているだけあって、この時期代
表的な香りです。クリスマスを演出するのにぴったりのオ
イルです。

クローブ (Clove)
　ヨーロッパからアジア（特に中国）で広い地域でさまざ
まな用途で使用されてきました。スパイスの効いたクロー
ブの香りは気分が落ちているときに気持ちを高揚させてく
れます。記憶力を高める効果もあります。体を温める作用
があり、消化器系、冷えからく
る関節炎やリウマチの治療にも
用いられてきました。また昔は
虫歯や歯の痛みがある箇所にク
ローブの花蕾を噛むなどして炎
症を抑えたりしていました。ま
たただれや傷、水虫など皮膚へ
の効能もあります。時期的にも
活躍する場面が多いクローブは
クリスマスにぴったりの香りと
言えるでしょう。

サイプレス (Cypress)
サイプレスはヒノキの近縁種で和名はイトスギといいま
す。すっきりとした香りは気管支の不調の改善のほか、更
年期の不調や月経不順などのホルモンにも作用すると言
われています。水の流れをよくすることから老廃物や水分
を排出し、むくみ解消や緩和やセルライト対策にもなりま
す。中国では肝臓と呼吸器系の治療に重宝されてきました。
ウッディーなすっきりとした香りは森林浴をしているとき
やクリスマスファームでフレッシュなツリーを切ったばか
りの香りを思い出させてくれます。

おすすめの使用方法
　アロマディフィーザーをつかってお部屋にディフューズ
することで香りが一気にクリスマスを演出してくれます。
ディフューザーが手元にない場合は、ガラスなどの容器に
入れたコットンボール、ベーキングソーダなどにエッセン
シャルオイルをたらしてお部屋においておくだけでも香り
が持続してお部屋の空気がすっきりするだけでなく、気持
ちもアップさせてくれることでしょう。香りがなくなった
らオイルをその都度垂らしてください。松ぼっくりやシナ
モンスティックに垂らしてドライフルーツなどと添えガラ
ス瓶に入れてリボンなどで飾り付けしたらちょっとしたギ
フトにもなります。ぜひ試してみてください

おすすめブレンド
気持ちを落ち着かせ温かい雰囲気づくりに
フランキンセンス ......................... 2 滴
オレンジ ........................................... ３滴
ミルラ ................................................ １滴

元気と爽やかさが欲しいときに
オレンジ ........................................... ３滴
ベルガモット .................................. ２滴
シナモン ........................................... １滴
クローブ ........................................... １滴

深呼吸しやすくし、気持ちをすっきりさせたいときに
サイプレス ....................................... ３滴
フランキンセンス ......................... ２滴
ラベンダー ....................................... ２滴

深く瞑想したいときに
フランキンセンス ......................... ２滴
ミルラ ................................................ １滴
ラベンダー ....................................... ２滴

＊エッセンシャルオイルは医薬品ではありません。各オイルの効能はあくまで古代からの使用例であ
り、効能を約束するものではありません。個人の判断と医師や専門家に相談の上、ご使用ください。
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Hello! Atlanta ◎鎌田桃佳

【ダックスフンド】
オーナメントと目と鼻以外はほぼ一
筆書きで描かれてます。長〜い胴体
はガーランドだって飾れちゃう。赤
い鼻はトナカイだけじゃないんだぞ。
(kate ♠ spade)

【靴下】
同じ柄を繰り返すデザインが美しいイタ
リアの ROSSI 社。上品で高級感たっぷり。
(ROSSI)

【HANNUKAH】
これはクリスマスカードではなく、ハヌカーのカード。同じ
時期つながりで紹介。私はユダヤ教ではないですが、ハヌッ
キーヤー ( ↑の燭台 ) のデザインが好きです。
(hello! Lucky)

物言わぬ物語るカード

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

〜クリスマスカード編〜

　遂に我が子が、クリスマスが間近になって来たこの頃になって
も、一切サンタのサの字も言わなくなりました。そこで恐る恐る
気持ちを悟られないようになるべくサラッと「そういえばもうす
ぐクリスマスだね〜。サンタさん来ると思う？」と訊いてみたと
ころ、「来ないと思う」っと。「なんで？」「なんでも。」・・・そ
のやり取りのテンションが普通すぎて、なんかお母さん悲しい
よ！！いきなり何だよぉぉぉ！分かってても絶対欲が勝って “サ
ンタを信じる僕” を今年も無理矢理演じる気がしてたよ！去年ま
では「来る！だって僕より一歳年上の◯◯のとこにも来たんだか
ら来ないとおかしいでしょ？」っと脅迫ともとれる見苦しいま
での足掻きを見せていたのに・・・いきなり大人の階段を一段飛
ばしで上って行きました。これまで言葉にはしないけれど「本当
は分かってるんでしょ？」「イヤ、ボクマダワカリマセン」の腹
の探り合いをしつつお互いを牽制し合って来ましたが、いきなり
シーソーのバランスが崩れ、独り取り残された気分です。声変わ
りしても、私の背を追い越しても、どこかで私自身が一番我が子
を「まだまだ子供よのぉ〜」と思っていたかったのかもしれませ
ん。サンタが去ったご家庭では、その後のクリスマスをどのよう

に過ごしているのでしょうか？我が家は今後は普通に親からと
いう形でプレゼントを渡していこうかなと思っています。と同時
に、クリスマスカードをあげ合えたらいいなと思うのです。プ
レゼントをあげ合う事も考えましたが、物欲が強い息子は私の
ためにプレゼントを買うのは無理な気がするのです。というの
も過去に一度だけ貰った事があるのですが、その後何か欲しい
物が出てくる度に私に聞こえるように「あぁぁぁ、あの時のあ
のお金があれば・・」と悶絶するので、私のハートが保ちませ
ん。でも誕生日カードだけは、いつも嬉しい事を書いてくれる
のです。読んでる最中隣でニヤニヤ「さ、泣いてもいいんだよ？」
と言わんばかりのドヤ顔で眺めて来る事を除けば、非常に嬉し
い我が子からのカード。年一回貰える機会を二回に増やすのも
いいなと画策中です。I wish everyone’s lovely Christmas!!
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【くるみ割り人形】
オ シ ャ レ 服 を ま
とった、いかつい
表情のくるみ割り
人形達。飾るなら
どの人形を選びま
すか？
(hello! Lucky)

【天使】
穴開けて紐通せ
ばオーナメント
に出来そう。金
箔押しで華や
か〜。(Rifle 
Paper Co.)

【小鳥】
黒と金のみの活版印刷のカード。
封筒の中も金箔押しの模様入り。
(Paper Destiny)

【JOY】
ネオンオレンジ
の JOY が、自分
にも送る相手に
も元気をくれる !

【オーナメント】
貰った相手がくり抜いてオーナメント
として飾れるようになっているカード。
(Rifle Paper Co.)

【キャンディケイン】
キャンディケインの赤い縞部分だけを活版印刷
したカード。縁取りの無いデザインが魅力的。
(SNOW & GRAHAM)

(Rifle Paper Co.)

【雪の結晶】
手刷り印刷の上に金
銀ラメを施した結晶
がカード一杯に。
(PAPER SOURCE)
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　オペラマダム・バタフライ（蝶々夫人）を観てきました。蝶々
夫人といえば、イタリア歌劇の代表的は名作として日本でも有
名ですよね。舞台が長崎ということと、音楽も「さくらさくら」
や「君が代」などの旋律が隠されていて、なんだか懐かしいよ
うな、日本人には身近に感じるオペラなのではないでしょうか。

　オペラと聞くと、見事に着飾った人たちの集まりというイメー
ジがありますが、男性はタキシード、女性はドレスという装い
の人もいらっしゃいましたが、普段の装いをすこしドレスアッ
プした人や、さらっとした身なりの方が多かったよう。意外と
肩の力を抜いて、極端なカジュアルでなければ大丈夫な感じで
したが、お着物をお召しになっていらっしゃるご婦人もいて、
こんな機会だから少しドレスアップするのも楽しいですね。

　「マダム・バタフライ（蝶々夫人）」は、イタリアの作曲家プッ
チーニが、アメリカの劇作家ベラスコの同名の戯曲に取材し作
成した長崎を舞台としたオペラであり、1904（明治 37）年に
ミラノ・スカラ座で初演されました。プッチーニの三大オペラ
の一つとされ、現在も欧米において上演されている人気オペラ
でもあり、日本国内においても日本を舞台とした作品としてよ
く知られています。ストーリーは、長崎を舞台に、日本娘蝶々
とアメリカ海軍官ピンカートンの悲恋を描くものであり、蝶々
夫人がピンカートンを待って歌い上げるアリア「ある晴れた日
に」が代表曲となっています。

　19 世紀末の日本・長崎。海軍士官のピンカートンは、斡旋
屋のゴローが仲介した 15 歳の芸者蝶々さんとの「結婚」を控
えていました。でも蝶々さんの一途さを知っているアメリカ領
事のシャープレスは、ピンカートンの軽薄さを危しんでいまし
た。でも蝶々さんはピンカートンに夢中。彼女の改宗の事実を
知った親族一同は蝶々さんとの縁を切ってしまいます。悲しみ
もつかの間、ピンカートンは任務を終えアメリカに帰ることに。
蝶々さんは３年もの月日を彼の帰りを信じ待ち続けます。しか
し、ようやく戻ったピンカートンは、アメリカ人の妻を連れて
いました。ピンカートンとの間にできた子供の引き渡しを承知
し、希望を失った蝶々さんは自らの命を絶ちます。

　『蝶々夫人』は愛と裏切りのドラマだ。「夫」と信じたピンカー
トンを一途に愛し、その裏切りを知ったとき、愛に殉じる道を
選んだ蝶々さん。彼女の愛の深さと純真さ、そして日本女性ら
しい誇りの高さが、観る者の胸を揺さぶる。しかも、舞台はエ
キゾチックな日本の港町、長崎。音楽には 8 曲もの日本音楽の
旋律が巧みに盛り込まれ、欧米の人たちにとって、得も言われ
ぬ異国情緒を感じさせるものになっています。

アトランタ in-Town News ◎ MADAMA 
BUTTERFLY

ア ト ラ ン タ
in-Town News

           MADAMA BUTTERFLY

写真は Instagram から見てね
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　いよいよ開演、下にオーケストラが見えます。オペラ
と生演奏なんてとても贅沢です。ドラマティックで、ど
こか懐かしい感じのする素晴らしい音楽で、特に楽しみ
にしていたアリア「ある晴れた日に」は、一途な蝶々さ
んのこうあって欲しいと夢見る、彼女の空想が憐れを誘
い、その純真さに心を打たれます。
　オペラ自体も日系人が協力したこともあって、非常に
自然な日本の描写で、終戦後の日本にも「ある晴れた日に」
を歌った日本人女性が数多くいたのではないかと、思い
をはせました。
　マダムバタフライはイタリア語でしたので、舞台の上
の電子文字盤に、英語で訳が流れています。シンプルな
短い文なので、映画のようにセリフを読んで追いかける
ということはないのですが、観劇前にあらかじめのストー
リーを把握していれば、十分楽しめると思いました。

　今回は Opening night cast party にも出席させていただ
きました。特別に舞台に入ることができ、またキャスト
の方たちとお話する貴重な機会がありました。
　舞台の裏からみる大きな映像パネルはかなり大きなも
ので、小さなモニターが大きな画面となり、様々な背景
を作り出していました。
　舞台上から客席を眺める風景は、通常は出演者だけに
許されたものです。こんな経験はとても貴重で、高い天
井の上まである美しい客席は圧巻でした。
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　新しい仕事が決まった時は期待と希望でいっぱいですが、

実際に仕事を覚えることや、組織になじむには、かなりの

エネルギーが必要です。特に新しい仕事を覚えることは、

混乱も生じることが多く、フラストレーションが溜まる場

合もあります。物事を覚える際、なかなか成果がでない時

期を停滞期と呼びますが、学習にはこの時期が不可欠です。

ただ、ここで諦めず、停滞期を乗り越えれば、その後一気

に伸びていきます。今回は、新しい職場環境に少しでも早

く慣れ、いち早く新しいものごとを習得するために取れる

アクションを見ていきましょう。

1. サポートをしてくれる人を探す 

サポートをしてくれる人を見つけることは、新しい

キャリアとワークフローについて知識を得るのに役立

ちます。マネージャーやチームリーダーなど、より詳

しい情報を教えてくれる同僚を見つけることでコミュ

ニケーションが促進され、順応を促すことができます。

より効果的なコミュニケーションスキルを身につける

ことで、同僚や上司との関係をより強固なものにする

ことができます。 

2. 積極的に質問する 

仕事の流れについて質問をすることで、すぐに活用で

きる情報を得ることができます。質問をする際に、以

前起こった具体的な例を挙げてもらうと背景を知るこ

とができ、より深く物事を理解することができます。

また、事例を聞くことにより、同僚や上司がどのよう

な点を評価するのか、より深く理解することができま

す。 

3. フィードバックを求める 

自分の仕事について直接フィードバックを求めること

で、改善すべき点を見つけることができます。フィー

ドバックをもらうことは、軌道修正を早い段階でする

ことができるので、非常に効果的です。 

4. メモを取る 

ワークフローの中で、ポイントとなる事項をメモする

ことは、頭の整理にもなります。理解を深めると同時

に必要な時にいつでも見返すことができるので復習を

する際にも非常に役立ちます。

　新しい環境では、自ら取れるアクションが少ない様に感

じることがあるかもしれませんが、実際、できることは沢

山あります。積極的に動くことで、新しい仕事を覚えるの

も早くなりますので、ぜひ色々なチャンネルを使いながら、

試行錯誤してみてください。

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

Akiko Komura

バイリンガル求職者の
就 職 ・ 転 職 事 情

バイリンガル求職者の就職・転職事情◎ PASONA
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レイオフ後のビザオプション
　新型コロナの影響で、特に製造業などは人手不足に悩まさ
れています。その一方では、アマゾン、ツイッターやその他
の主要なテクノロジー企業では大量解雇に踏み切っているよ
うです。H-1B 専門職業ビザの大半が IT 関連職であるため、
この大量解雇によりかなりの H-1B 保持者が影響を受けるも
のと見受けられます。

　H-1B ビザ保持者は通常職を失ってから 60 日間、または承
認された滞在期間が終了するまでのいずれか短い方の期間ま
で猶予期間（Grace period）があります。猶予期間中はアメ
リカに滞在することはできますが、働くことはできません。
この期間内に新しい雇用主がみつければ、アメリカ国内にお
いて、新雇用主スポンサーによる雇用主変更申請を移民局に
提出することができます。特急申請を利用すれば３週間以内
に審査が終わります。ただし、追加証拠の要請がくれば、回
答を準備するのにさらに１〜３か月かかることもあります。

　もし、猶予期間内に新しい雇用主がみつからなければ、一
旦国外にでるか、或は他のビザカテゴリーへの滞在資格変更
申請を移民局に提出することで、アメリカでの滞在期間を延
ばすことができます。例えば、猶予期間が切れる前に B2 観
光ビザ滞在資格への変更申請を移民局に申請することで、申
請中はそのままアメリカに滞在して審査をまつことができる
ので、この間に引き続きアメリカで雇用主を探すことができ
ます。

　H-1B は一回に３年まで申請できますが、H-1B で合計滞在
期間は６年間までです。従って、今まで使った H-1B の期間
を６年から差し引いた残りの期間分申請ができます。もし、
過去の雇用主を通して永住権を申請していれば、特定条件を
満たしていれば、H-1B を６年目以降も延長することができ
ます。例えば、Labor Certification を申請してから一年が経
過していれば、H-1B は６年目以降も１年毎に更新することが
できます。また、インドや中国国籍保持者など移民ビザの国
別年間枠があるために、永住権申請に長い待ち時間がある場
合、或は、当該年度の年間枠が償却されてしまったために永
住権をすぐに申請できない場合は、雇用主スポンサーによる
移民申請（I-140）が承認されていれば、H-1B は 6 年目以降
も 3 年毎に更新することができます。ただし、過去の雇用主
が雇用主スポンサーによる移民申請承認を承認から６か月以

内に取消していないことが条件となります。

　日本国籍者であれば、管理経験或は専門的な職務経験が十
分にあれば、日系企業スポンサーによる E ビザの申請という
選択肢もあります。H-1B 、L、E ビザでの雇用が解雇された
場合、H-1B 同様、職を失ってから 60 日間、または承認さ
れた滞在期間が終了するまでのいずれか短い方の猶予期間内
に、新雇用主スポンサーによる雇用主変更申請を移民局に提
出することができます。特急申請を利用すれば３週間以内に
審査が終わりますが、追加証拠の要請がくれば、回答を準備
するのにさらに１〜３か月かかることもあります。或は、一
旦日本に戻り、日本の米国大使館か米国領事館で E ビザの面
接審査をうけることもできます。

　アメリカ国内で雇用主がみつからなかった場合、或は E ビ
ザに値する専門職務経験が十分にない場合は、一旦米国外の
関連会社で１年勤務をして、１年後に関連会社間転勤用の L
ビザを申請するオプションもあります。

　カナダやメキシコ国籍保持者であれば TN ビザへの変更が
可能なので、新しい雇用主が見つかれば猶予期間内に移民局
へ TN ビザへの変更申請を提出することができます。一旦国
外に出た場合は、メキシコの米国大使館か米国領事館で新規
雇用主スポンサーによる TN ビザを申請します。カナダ国籍
者はビザが不要なので、国境で TN の申請をし、その場で承
認されれば入国を許されます。ただし、TN ビザはエンジニ
ア、IT 関連、医学、会計など特定職種に限定されているので、
下記のリンクから TN の職業リストを確認すること。https://
www.nafsa.org/_/file/_/amresource/8cfr2146.htm　

　オーストラリア国籍保持者の場合はＥ３ビザを申請できる
ので、H ‐ 1B 解雇後の猶予期間中に移民局にＥ３ビザへの
変更申請を提出することができます。猶予期間内に申請がで
きなかったら、一旦国外に出て、オーストラリアの米国大使
館か米国領事館で新規雇用主スポンサーによるＥ３ビザの面
接申請を行い、ビザが承認されたら米国に入国することがで
きます。

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

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

雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士

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

アイアイアイ キャリアからの
お知らせ



ANIS ATLANTA - December 202226 

我楽多横丁こぼれ話◎野呂利　歩

　『いと高きところでは、神に栄光があるように、地の上では、
み心にかなう人々に平和があるように。』 ルカ 2 章 14 節
 
　12 月は、世界中の多くの人々がイエス・キリストの降誕を喜
び祝う月です。新約聖書には、4 福音書と呼ばれるイエス・キ
リストの生涯を記した書物があります。　『福音』とは、『良い
知らせ』という意味です。それらは、新約聖書の最初の 4 冊の
本で、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという著者の名前が付い
ています。その中から、下記の聖書箇所（マタイの福音書 2 章）
には、初めてのクリスマスを祝う、東方からの博士たちの状況
が記されています。

　約 2000 年前の、イエス・キリストが誕生された時の出来事
です。（ * イエスが生まれた正確な日については、諸説ありなが
ら、どれも確証はなく、正確なことはわかりませんが、人々が
クリスマスを祝い始めたのは４世紀初めの頃と言われています。
皇帝の生誕を祝う習慣とともに、信仰の対象であるイエス・キ
リストの生誕を祝う日が求められ、当時の冬至 12 月 25 日を生
誕祝いの日として設定したとの説が一般的です。それが、現在
まで続いています。いつ、お生まれになったかではなく、イエス・
キリストは、架空の人物ではなく、実際に生誕された神の御子・
救い主であるということが大切です。）

　【イエスがヘロデ王の代に、ユダヤのベツレヘムでお生れに
なったとき、見よ、東からきた博士たちがエルサレムに着いて
言った、「ユダヤ人の王としてお生れになったかたは、どこにお

られますか。わたしたちは東の方でその星を見たので、そのか
たを拝みにきました」。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じ
た。エルサレムの人々もみな、同様であった。 そこで王は祭司
長たちと民の律法学者たちとを全部集めて、キリストはどこに
生れるのかと、彼らに問いただした。
　彼らは王に言った、「それはユダヤのベツレヘムです。預言者
がこうしるしています、『ユダの地、ベツレヘムよ、おまえはユ
ダの君たちの中で、決して最も小さいものではない。おまえの
中からひとりの君が出て、わが民イスラエルの牧者となるであ
ろう』」。そこで、ヘロデはひそかに博士たちを呼んで、星の現
れた時について詳しく聞き、彼らをベツレヘムにつかわして言っ
た、「行って、その幼な子のことを詳しく調べ、見つかったらわ
たしに知らせてくれ。わたしも拝みに行くから」。
　彼らは王の言うことを聞いて出かけると、見よ、彼らが東方
で見た星が、彼らより先に進んで、幼な子のいる所まで行き、
その上にとどまった。 彼らはその星を見て、非常な喜びにあふ
れた。そして家にはいって、母マリヤのそばにいる幼な子に会い、
ひれ伏して拝み、また、宝の箱をあけて、黄金・乳香・没薬な
どの贈り物をささげた。マタイの福音書 2 章１節 -11 節】
 
　イエス・キリストの誕生で世の中が変わり、世紀が変わり、
世界が変わりました。今年のクリスマスは、ぜひ、お近くの教
会へお出かけください。良い出会いと素晴らしい経験、そして、
神様の祝福がありますように。
　神様は愛です。私たちは愛されています。
　Merry Christmas and Happy New Year! Peace on Earth!

　大統領選敗退を不服として１月６日の議会によるバイデン新
大統領正式承認手続きを妨害転覆すべし、と呼びかけたトラン
プ前大統領に呼応して親トランプ勢が引き起こしたアメリカ議
会襲撃は、アメリカ史上前代未聞の”クーデター”である。多
数の逮捕者が出る中、その中心的な役割を果たしたのが極右と
言われる白人集団で、漸次裁判が進み、判決も出ているが、専
門家の間では、今回の事件と裁判は、白人至上主義の決別を意
味するのではないかと言われている。

　アメリカの歴史の重要な側面のひとつは「人種差別との戦い」
であり、それを裏返せば、「白人支配の継続」と言える。アメリ
カは建国以来、白人支配の特権を少しづつ手放しながらも、い
かに「白人支配」を継続するかに腐心してきた。それを支えて
きたのが、市民を等しく守るべき立場にある司法システムにあ
ると言われている。アメリカの司法システムには”不文律”が
永らく存在してきた。白人極右集団が組織として明確に関与し
ている犯罪であっても、個人の犯罪として処理し、組織には触
らない、という不文律である。

　1995 年、160 人以上の死者と 600 人以上の負傷者を出した

オクラホマ連邦政府ビル爆破事件が起きた。国内テロ事件とし
ては米国史上最大と記録されている（因みに 9.11 テロは外国人
勢力による戦争テロにあたり、国内テロとは一線を画す）。司法
当局はティモシー・マクべィとテリー・ニコルスを逮捕・起訴
したが、２人の個人的テロとして処理し、「不文律」を踏襲して、
その背後にあった”白人至上主義過激集団”への捜査には手を
染めなかったのである。過去 KKK や American Nazi Party 等が
関与した事件でも同様である。

　「不文律」の背景には政治勢力の影響力も見逃せない。穏健な
民主党に比べ共和党は伝統的に白人極右勢力の行動に対し、極
めて寛容で、これが「不文律」を支えてきたもうひとつの要因
でもある。だが、１月６日のアメリカ議会襲撃事件は、”アメリ
カ国家そのものへの襲撃”であり、越えてはならぬ一線を越え
てしまった。司法当局は初めて極右グループ Oath Keeper のメ
ンバーに対する裁判で個人ではなく組織関与に言及した。「不文
律」が破られるくらいの衝撃的事件だったのである。

　白人至上主義への決別が漸く見える形で現れた。長い戦いの
幕開けである。

野呂利　歩

白人至上主義への決別　１月 6 日議会襲撃がもたらしたもの

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

（35）
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無意識につかっている算数の力
 私たちは、日常生活の中で、知らず知らずのうちに算数や数
学で身につけた力を使っています。買い物中に３割引の商品
どれだけ得なのかを考えたり、精算前におおよそ合計額を計
算して予算内なのかを確かめたりすることがあるでしょう。
　料理で、調味料の分量計算、住宅ローンの試算、家計の収
支など家事だけでもかなりありますね。この時、頭の中で使
う計算のほとんどは、足し算、引き算、掛け算、割り算など
小学校で学んだ算数の計算です。そのために、仕事上数学の
知識が必要な人以外は、中学や高校で学んだ数学が実生活で
役に立ったと実感している方が少ないのかもしれません。

理論的思考力と忍耐力を養う
　「昔はできたが、今は忘れて解けないので、数学は役に立
たない」という大人の方がいます。数学を学ぶ目的は、実際
に問題を解く力をつけるということもありますが、問題を解
く中で理論的思考する力や、最後まであきらめずに取り組む
忍耐力を養うことです。「公式を暗記して、あてはめて答え
を出す」ことが数学ではありません。結論にたどり着く道は、
必ずしもひとつではないのです。「どうすれば効率よく問題を
解くことができるのか」と試行錯誤しつつ筋道を立てて考え、
最後の結論が出るまで自分で解きぬく経験が大切です。
　日常生活の中でも、数学で身についた思考力を発揮する場
面があるでしょう。たとえば、料理は一品ずつ作るより、三
品を同時に作るほうが効率的ですね。ただ、より効率的に作
るには、ご飯を炊くことや、ゆでることから先に取り掛かる
とか、段取りを考えなければなりません。仕事でも、複数の
仕事を効率よく、より短時間で、処理できる人材が求められ
ています。さらに、情報化社会では、以前に覚えた知識はど
んどん古くなります。現代の様々な問題を解決していくため
には、結論がでるまであきらめずに考えられる力を備えた人
材が求められていると思います。

自分の手で、できるまで練習！
　数学で試行錯誤して正しい結論を導くには、個々の計算を
使いこなせることが大切です。方法は合っていても、計算を
間違えば正しい答えは出てきません。「ゆとり教育」によって、
小学校では段階的に教科書のページ数や授業時間が削減され
ましたが、実際に先生が「分数」などの課題について説明し

ている時間は、それほど変わりがありません。しかし、教科
書の演習問題が減り、授業中に実際に子どもが計算演習をす
る時間が減っているのです。先生に解き方を習って、わかっ
た気になっても、自分でたくさんの練習問題を解かないかぎ
り、計算力は身につきません。家庭などで時間を確保し、で
きるまで反復練習する習慣をつけることが大切です。テレビ
を消すなど、集中して学習できる環境作りを心がけましょう。
　ひとりで学習できるようになるまで、できるだけ親はそば
にいてあげたいものです。皆さんは、お子さんが学校から持
ち帰ったテストを見て何と言いますか？親はとかく点数や、

「できなかったところ」に目がいきがちです。しかし、子ども
が「よーし、できるまで練習しよう！」と意欲をもてるように、
まずは「できたところ」をたくさんほめ、努力をみとめてあ
げましょう。間違えたところは放っておかず、すぐに直すこ
とが大切です。「どこが間違ったんだろう。どうすればいいの
か。」と考えることは試行錯誤のひとつ。自分で見つけ訂正す
るからこそ、再び同じ問題が出たときに注意することができ、
新たな課題に挑戦する際には、自分で考える力にもなります。

生活の中にある『数』を発見しよう！
　諸外国に比べ、日本の子どもたちは、たとえ算数・数学が
得意だったとしても、あまり好きではないという子が多いで
す。理由はおそらく「受験の為に必要だから」と、仕方なく
勉強しているという気持ちが強いからだと思います。家庭で
は小さいうちから、机の上だけの勉強
ではなく、身の回りのものから、『数』
の不思議やおもしろさをみつける遊び
をして数感覚を磨いてあげましょう。
物を数えたり、九九を親子で一緒に唱
える。いろいろな物の長さを計る。ま
だまだ、たくさんあります。親子で日
常生活にある“数”を探してみましょう。
算数・数学がもっと身近なものに感じ
られ、より楽しく学ぶことができるよ
うになると思います。

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☺
算数・数学を学ぶのは、何のため？ ( 理論的思考力と理解力が身に付く！ )
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　先日、ある患者さんからこんなお手紙をいただきました。（一
部抜粋）
　今月で丁度一年になります。一年前に 10 分と立っている事
が出来なかったのが信じられません。昨年の 9 月に先生の所に
来る 2 年前、関節の痛みを感じ始めました。最初は捻ったんだ
ろうと思っていたのですが段々痛みがひどくなり始め痛み止め
を服用するようになりました。実際その前にもたまに痛くなっ
ていたので治るだろうと思っていたのです。
　昨年の夏に旅行に行き、海でエクササイズすればよくなると
打算していたのですが、逆にひどくなり病院の予約を取ったの
ですが 1 ヶ月先で痛みに耐えられなくなっていました。同僚の
勧めで気休めでもいいから行った方がいいと言われ予約を取っ
て頂きました。ごめんなさい、本当に最初は気休めでしかあり
ませんでした。
　今、ボキボキ骨を鳴らすカイロプラクティックが流行ってい
る中、先生がされているのが本当に効くのか疑心暗鬼でした。
レントゲンを撮ってもらい説明を受けた時ショックで声も出ま
せんでした。その後に施術を受けながらこれで動けるのか。。。
ですが、10 分と立っていられなかった私が、施術後 3 時間の
買い物で歩き回り、家に帰って痛みもなく過ごしていたことに
気づき、泣きました。この痛みのせいで心も折れていて近いう
ちに車いすの生活を余儀なくされるんだろうと思っていたので
感動でした。車の乗り降りもままならなかった事が信じられま
せん。
　そして 4 カ月後、レントゲンを撮って頂いた時も泣いてしま
い申し訳ありません。器具を使うわけでもなく、強く押された
り骨をボキボキ鳴らされるわけでもなかったのに、段々曲って
いた骨があるべき位置に戻りつつある事が目で見れて、そして
生活に表れています。
　昨年、気休めだと思っていた施術が今は私のこれからの人生
でなくてはならない生活の一部になっています。本当にありが
とございます、今後とも宜しくお願い致します。

　この患者さんは、50 代女性の方で 30 年以上も片頭痛や慢性
肩こり、腰椎椎間板ヘルニアに悩まれていたそうです。初診時
のレントゲンでは腰は右に大きく傾き、首は左に大きく傾き、
肩や腰に捻れもあり、ようするに…背骨はとても歪んでいまし
た。そのせいで筋肉や神経も圧迫していて坐骨神経痛のような
症状（痛み）があり、5 分以上の歩行が困難な状態になってい
ました。初回の施術で痛みが軽減されたこともあり、その後３ヶ
月は週に 1 度に通っていただき、私と患者さんのチームで治療
に当たりました。このチームというのは、私が施術をするのと
同時に、患者さんにも自宅でできるエクササイズや良い姿勢の
意識付けなどを行なってもらうということです。お陰で４ヶ月
後のレントゲン撮影時には、腰椎や骨盤はまだ歪んでいたもの
の、頚椎や胸椎（首や胸）部分はだいぶ真っ直ぐに戻っていま
した。
　このお手紙をいただいた時、私は思わず泣いてしまいました。
そして、「こちらこそありがとうございます！」と感謝の気持ち
でいっぱいになりました。大袈裟ですが、自分の技術で 1 人の

人間を絶望から救うことができた！と思うと、仕事を超えて、
患者さんのお役に立てたことを、一医療従事者として自分を誇
らしく思えたのです。まさしく、仕事のやりがい、充足感の極
みです。
　私はカイロプラクターとなってもうじき 15 年になりますが、
恥ずかしながらいつも満足のいく仕事（治療）ができているわ
けはなく、患者さん方の一進一退の症状が続いたりすると、もっ
とできることがあるんじゃないか、まだまだ勉強が足りない、
と自省を繰り返す日々です。そんな中でも、私を信じて一緒に
治療に前向きに取り組んでくれる患者さん（チームメイト）に
は常に感謝です。カイロプラクティック治療というのは、今回
のように 1 回の施術で劇的に改善するケースもありますが、徐々
に症状が良くなっていく、３カ月、半年、１年と経つうちにそ
う言えば最近痛みがないな、体が楽になった、というような感
じで回復していくことも多いのです。私を信じてついてきてく
れるチームメイト（患者さん）のために感謝を忘れず、来年も
頑張らねばと身を引き締める年の瀬です。
　皆様も、お身体に気を付けてよいお年をお迎えください。来
年もアトランタ矢島カイロプラクティックを宜しくお願い致し
ます。
　　　　　　　　　　　　　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

感　　謝
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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/yodobook/
book/9784758108492/

学生・研究者用のビザ関連書籍
アトランタ矢島カイロプラクティック主催

★ AYC CLUB ★
 会 場： Brook Run Park (Dunwoody)
  4770 N Peachtree Rd, Dunwoody, GA 30338
 テーマ： 第 18 回 HIIT：High-Intensity Interval Training 
 日 時： 12 月 17 日（土）　
  午前 10 時～ 11 時半 ※雨天の場合は中止
  10 時～ 10 時半：散歩 / 10 時半～ 11 時半：体操＆筋トレ

 参加費： 無料 ※お申し込み不要
 持ち物： 飲み物、運動のできる格好
 集合場所： 公園内駐車場 （左図参照）

★お問い合わせは WEB または電話 434-228-6815 まで



ANIS ATLANTA - December 202230 

質問：子どもは歯科医院でフッ素を塗ってもらいますが、大人にもフッ素は有効ですか。

回答：「歯医者でフッ素塗布」と聞くと、虫歯予防のために子どもに行われるイメージがありますが、フッ素は大人にも大

きな効果があります。

＜フッ素塗布の効果について＞
① 溶かされ始めた歯の表面の修復を促す

　　→ 再石灰化の促進

② 虫歯菌が酸を作り出すのを阻害する

　　→ 細菌の酸産生を抑制

③ 歯の質を強化する

＜フッ素塗布を推奨する理由＞
1. 大人の虫歯 

虫歯は子どもに限らず大人になっても発症します。ある統計では、成人の４人に１人は虫歯を放置したままの状態にあ

るそうです。また、大人特有の虫歯というのも存在します。それは、根面う蝕（歯の根っこの虫歯）です。加齢による

変化や、歯周病の進行によって歯肉が下がり、本来なら歯肉に覆われていた歯根が露出してきます。歯根は硬いエナメ

ル質で覆われていないので柔らかく、虫歯になりやすいのです。

2. 口の乾燥 

加齢 、薬の副作用 、ストレス 、口呼吸 、糖尿病 、放射線治療 、人工透析 、介護が必要な状態 、不規則な生活 、喫煙 、シェー

グレン症候群 などにより、唾液の分泌量が減少します。唾液の分泌量を減少させる薬として、降圧薬、抗鬱薬、抗ヒス

タミン薬、利尿薬、睡眠薬、抗がん剤などの化学療法薬等、７００種類以上が挙げられます。唾液の分泌量が減ると口

の中が乾燥するのと同時に、唾液がもつ自浄作用や抗菌作用が減少し、口内の細菌が増え、口臭や口内炎が生じたり、

虫歯や歯周病にかかりやすくなるのです。

3. 知覚過敏 

日々の生活で酷使する歯は、年齢を重ねるにつれ表面がすり減ってきたり、先述のように、歯周病の進行や歯ぎしりな

どにより根っこの面が露出してきて、知覚過敏が起こりやすくなります。 

 2009.12.27　中日新聞三重版掲載

自宅では、フッ素入りの歯磨き粉を使って毎日歯磨きを行い、年に

１−２回歯科医院で高濃度のフッ素を塗布し

てもらうことで、虫歯予防や知覚過敏に対す

る効果を高めることができます。

清水デンタル

院長　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

 大人のフッ素塗布
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AlmaTED Hair Restration
 　医療薄毛治療機械 Alma TED は新しい、太い髪を取得する
新しい治療です。 Alma TED は、手術や針を使わずに痛みのな
い毛髪の修復を提供する最初のデバイスで、音響音波と空気圧
を使用して、ヘアケア セラムを真皮に浸透させます。これは、
PRP 注射やマイクロニードルに代わる痛みのない最新の治療で
す。トリートメントはわずか 30 分です。 
 
より豊かで太い髪を得る手順としては : 
1. トリートメントする頭皮をきれいにする 
2. Alma TED + ヘアケア セラムを塗る 
3. 薬を真皮まで追い込む 

　これにより、血流が増加し、成長率が向上し、新しい髪と既
存の髪が固定されて、より健康な頭皮が作成されます。一般的
な患者様は 3 回の治療を受けますが、結果は個人差があります
ので患者様ごとに異なります。植毛の準備ができていない人に
最適なソリューションです。

　米国では 8,000 万人以上の男性と女性が脱毛の懸念に苦しん
でおり、パンデミック以降、患者の需要が 400% 増加している
と推定しています。 
　脱毛は、男性と女性の両方にとって、特に若い患者さんにとっ
て、生活の質に影響を与える可能性のある衰弱させる懸念があ
ります。また効果的な処方薬、市販のサプリメント、自宅での
局所塗布がありますが、オフィスでの治療ソリューションとは
異なり、かなり限定的です。
　ふっくらとした頭髪を取り戻したいと切望している Alma 
TED 患者様はより高い満足度を示していて、Alma TED は快適
な治療であるだけでなく、 3 週間という早さで結果に気づいて
います。患者は治療が心地よく、楽しいものであると感じていて、
この治療カテゴリーにとって大きな進歩です。

　Alma TED は、音波と空気圧を使用して活性成分を駆動する
ことで機能します。この場合、発毛因子は皮膚の奥深くまで浸
透し、吸収が高まります。 音響音波は、角質層内にガス状の泡
を作り、脂質二重層を膨張させ、薬剤の吸収を可能にします。 
空気圧は、活性化合物をさらに推進する押し引き効果を生み出
します。 

　Alma TED は、針やレーザー エネルギーでチャネルを作成す
る代わりに、毛髪分子の信号が皮膚に浸透し、毛球に到達して
毛髪の成長を刺激および促進できるようにする一時的な経路を
作成します。
　Alma TED は 針がないので、痛みもありません。 約 30 分間
の施術が終わると、頭皮が温まり、軽いうねりを感じ、髪が少
し湿った状態になります。  ダウンタイムがないので、施術後す
ぐに普段通りの日常生活を送ることができます。

　脱毛がトラウマになることが多いこと、自分の髪が薄くなっ
たり抜けたりすることを過度に意識してしまったり、より豊か
な頭髪を取り戻したいと切望しているだろうこともよくわかり
ます。
　女性の場合は、お産の後に髪が抜けたりした経験がある方も
いらっしゃると思いますが、これは一時的なことであるとわかっ
ていても、ショックな出来事ですよね。
　私は髪が細くて猫毛なので、美容師さんから髪のためのサプ
リメントを飲みなさいと言われていて、毎日続けて飲んでいま
す。ショックな出来事が続いたりしたときに、円形脱毛症になっ
たこともあり、それを発見した時は、ショックという言葉では
言い表せないほどの出来事でした。
　お医者様に通いサプリメントを飲みながら、髪が５分刈りぐ
らい生えてくるまで、毎日モニタリングしていました。そこか
らは「あーよかった。生えてきたぁ」で、ようやく安堵したの
を覚えています。

　Alma TED トリートメントは毛包と頭皮に栄養を与えるため、
抜け毛や抜け毛に悩んでいる方や、健康的な髪を維持したい方
に適しています。 これは、遺伝的 / 遺伝的な薄毛や、出産後、
最近の手術、または COVID などの病気によるストレスによる脱
毛がある人に特に役立ちます。
　1 回の治療で改善が見られる場合もありますが、通常、最良
の結果を得るために推奨される 3 か月の治療後に結果が見られ
ます。見られる改善は、抜け毛の減少、髪の成長の増加、髪の
質と質感の改善、全体的な髪と頭皮の見栄えの向上にまで及び
ます .。最初の治療の後、医師の指示に従って「維持治療」を続
けることで、結果を維持する必要があります。
　悩んでいらっしゃる方は、是非ご相談されてみてください。

メディカルコラムKuraoka
Clinic

MONTHLY NEWS LETTER for HEALTH

メディカルコラム◎倉岡クリニック
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～　自分の歯とお口を守る基礎知識　～

健康な歯でおいしく食べて元気な生活

歯とお口の健康は元気な生活の源
　歯や、お口の状態が悪く、おいしい食事が楽しくなかったこ
とはありませんか？
歯やお口の状態が悪いと「栄養」の摂取に影響し、ぐっと力を
入れて噛むことが困難になり、｢運動｣ にもパワーが出ません。
また、明日の活動を養う ｢休養｣ も歯が痛くてはままなりません。
歯は発音にも大きな影響を持っています。社会の中で、人と人
とをつなぐコミュニケーションにも、歯は大きな役割を果たし
ています。

よく噛んでおいしく食べる
　食べるということは生きるというこ
とです。自分の歯で毎日の食事を味
わっておいしく食べることは、心と体
の健康を保つための第一歩です。家族
や仲間と食事を楽しみながらゆっくりよく噛んで食べることは
生活の質（QOL）を高め、人生をよりいっそう豊かなものにし
てくれます。

ゆっくりとよく噛んで食べる習慣
　8020 を実現するためには、子どものころからの「よく噛ん
で食べる習慣」が大切です。ゆっくりとよく噛むことによって、
アゴや歯ぐきが鍛えられ丈夫になります。だ液の分泌がよくな
り、口の中の病気を防ぎ、消化も助けます。また、食事の量が
少なくても満足感が得られ、生活習慣病の中でも肥満や糖尿病
の予防が可能となります。ガムを噛んだり、野菜などの繊維を
中心とした噛み応えのある食材を常にとることも大事です。

噛む 8 大効用
　よく噛むことは、単に食べ物を体に
取り入れるためだけでなく、全身を活
性化させるために大変重要な働きをし
ています。ゆっくりよく噛むことの効
用は次のとおりです。（8020 資料参
照）

1.	 肥満を防ぐ　–　よく噛むことがダイエットの基本です。
2.	 味覚の発達を促す　−　よく噛むと、食べ物本来の味がわ

かります。
3.	 発音をはっきりさせる　−　歯並びがよく、お口をしっか

り開けて話すと、きれいな発音ができます。
4.	 脳の働きを活発にする　−　よく噛むと脳細胞の働きが活

発になります。
5.	 歯の病気を防ぎ、口臭をすくなくする　−　よく噛むとだ

液がたくさん出て、口の中をきれいにし、口臭の発生も減
少させます。

6.	 ガンを防ぐ　−　だ液に含まれるある酵素には、発ガン物
質の発ガン作用を消す働きがあるといわれ研究が進められ
ています。

7.	 胃腸の働きを促進する　−　よく噛むとだ液の中の消化酵
素がたくさんでます。

8.	 全身の体力向上とストレス解消　−　よく噛むことで力が
わき、日常生活への自信も生まれます。

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？今月の 星座占い12

【全体運】 発想力が豊かになってくる月のよ
うです。新しいアイデアやネタが次々に浮
かんできて、自分でも引き出しの多さに驚
くことになるかもしれません。仕事でも日
常生活でも、いいなと思ったことはぜひす
ぐに実行へと移してみると良いでしょう。

【恋愛運】 いつも以上に積極的になれそうな
気配で、いつもなら待ちの姿勢でいるよう
なあなたも、この 12 月は積極的に相手の
方へと向かっていくことができそうです。
あれこれ考えてしまう前に、まずは行動を
起こしてみると良いでしょう。

【金　運】 社会人としての自覚を再確認する
必要がありそうです。交際費は少々出て行っ
ても仕方のないことですが、ある程度の自
制を持てないとこの先も厳しいことになり
そうです。

♥ 幸運日： 4　17　28
× 危険日：8　12　24

【全体運】 驚くような出来事がありそうで
す。良い意味での驚きも、悪い意味での驚
きもありそうなので、トータルで見ると平
均的と言えるでしょうか。とにもかくにも、
行動を起こす基準はあなたの直感を信じる
かどうかで良いでしょう。

【恋愛運】 第一印象や短い時間の付き合いで
相手のことを決めてしまわず、もっと相手
のことをよく知りたいと思い、また自分の
ことも知ってもらおうと努力することが求
められそうです。

【金　運】 お金の周りは良いようで、多少の
制限はかけつつも、遊びや趣味への出費は
惜しまなくて良いかもしれません。むしろ
お金をかけた分だけ、身になってくれるこ
とでしょう。

♥ 幸運日： 8　19　25
× 危険日： 3　16　28

【全体運】 自分自身へのハードルを高めに設
定して動くと良いでしょう。志や目標を高
くしておくことで、いつも以上に力を発揮
する結果になれそうです。ON と OFF の切
り替えも上手くいき、全体的に良い結果へ
とつながりそうです。

【恋愛運】 大いにあなたの魅力が発揮される
日。自分の長所は、積極的にアピールして
いくと良いでしょう。気になっている人の
前では、自分の良さをこれでもかと見せ付
けておきましょう。

【金　運】 他者の甘い言葉にだまされないよ
うに注意しましょう。決して金運も仕事運
も高くないので、旨い話に飛び付いてしま
うと一気にマイナスに落ちてしまうことも
あります。

♥ 幸運日： 5　16　27
× 危険日： 9　20　24

【全体運】 人生を前進させるために、重要な
なにかを発見したりそれらに気付いたりし
そうです。周囲の人の考え方や生き方、価
値観などと自分のそれらを比較したとき、
ズレを大きく感じて違和感を覚えるかもし
れません。

【恋愛運】 恋愛運自体は悪くないのですが、
気持ちが今ひとつ恋愛に向かないようです。
自分のことで精一杯といった具合でしょう。
恋愛運自体は悪くないのですが、気持ちが
今ひとつ恋愛に向かないようです。自分の
ことで精一杯といった具合でしょう。

【金　運】 今月は気持ちに歯止めをかけるの
が難しく、ドンドン出ていくことになりそ
うです。最初から我慢することを覚えてお
き、財布の口を開くどころか紐を緩めるこ
と自体を避けておきましょう。

♥ 幸運日： 6　17　23
× 危険日： 8　19　31

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

【全体運】 努力の結果が形になる運気を持っ
ています。長く取り組んでいること、勉強
や練習に頑張っていたことなどが、結実す
る日を迎えそうです。大きな成功を手にで
きそうな気配なので、最後の追い込みや頑
張りに気を抜かず動きましょう。

【恋愛運】 恋愛運は、積極的に動ける人に良
い風を運んでくれそうです。活動的になっ
て、恋愛に対する好奇心を抑えるようなこ
となく、前向きに動いてみましょう。きな
幸運は、アクティブに動いたその先にあり
そうです。

【金　運】 金運や仕事運は、他人の影響を大
きく受けそうな気配です。ですので、気持
ちや行動に余裕のある人、あくせくせずに
どっしりと構えている人との縁を大切にし
ておくと良いでしょう。

♥ 幸運日： 9　17　26
× 危険日： 3　13　22

【全体運】 総合運は決して良いとは言えない
ものの、感受性はとても優れている月にな
りそうな気配です。ピンときたら、即行動
に移すことを心掛けると良いでしょう。自
分がどう感じたかを優先して物事を判断す
ると結果が良い方向へと進んでくれそう。

【恋愛運】 運気に波が起こりやすく、また波
乱も予想されています。特にパートナーと
スムーズにいっていない場合は、要注意の
ようです。他人の言葉を信じ過ぎると、痛
い目に遭う可能性もあるので気を付けてお
くと良いでしょう。

【金　運】 無駄遣いの抑制、これが乙女座の
あなたが心掛ける必要事項です。欲しいも
のは本当に今しか手に入れる時間がないの
か、後々でも大丈夫ではないか、深く考え
てから動くようにしましょう。

♥ 幸運日：4　18　29
× 危険日： 8　15　27

【全体運】 興味の対象が見付かりそうな、発
見や気付きの月になりそうです。興味の対
象とも言えますし、“ この人のようになり
たい！ ” というような追い掛けたい対象と
言っても良いでしょう。

【恋愛運】 恋愛運が良いので、運気が後押し
してくれそうです。恋愛にパワフルになれ
て、前向きな行動を起こせそうです。自分
には手の届かない存在だと思っていた人に
も接近することができて、気持ちが大きく
なるかもしれません。

【金　運】 金運は低空飛行。これまでのツケ
が一気に回ってきそうで、大変な時期を過
ごすことになるかもしれません。後先考え
ずに行動する傾向にある人は、なにかが降
り掛かってくるたびに、そのことを思い出
して陰鬱な気持ちになるかもしれません。

♥ 幸運日： 6　15　24
× 危険日： 9　19　29

【全体運】 他人の気持ちや感情を敏感に汲み
取れる月になりそうです。他人と会話をす
るときは相手の言葉を聞くだけではなく、
その裏に隠されている事実や感情なども、
把握できるように意識してみましょう。

【恋愛運】 影響力のある異性に振り回される
ことが多そうな月です。心を大いに乱され
るような魅力的な人が、あなたのそばにい
ることを再発見できるかもしれません。注
意すべきは、その人のことしか見えなくなっ
てしまう視野の狭さ。

【金　運】 コーヒー一杯など、ちょっとした
節約が後々大きなプラスに転じることがあ
りそうです。小さなことを笑い飛ばさず、
コツコツとした積み上げを心掛けましょう。
また、仕事面で大きなことを任されるよう
なこともありそうです。

♥ 幸運日： 4　18　26
× 危険日： 9　14　24

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

【全体運】 対人運が絶好調とまで言えるほ
ど。対人関係で嬉しいことがありそうな月
になっています。尊敬しあえる素晴らしい
人との交流で、あなたの運気も良い方向へ
と向かうことでしょう。

【恋愛運】 パートナーがいる人は、お互いの
ことを強く信じられるようです。良い雰囲
気になり、ひとつ関係が進展することもあ
りそうです。あなたに想いを寄せている人
が、行動を起こすこともありそうです。

【金　運】 無駄遣いに注意でしょう。交際費
はやや高めに考えておく必要はありますが、
その他の支出は気を付けておきましょう。
気持ちが緩むと、ドンドン出ていくことに
なります。月の終わり頃、ドカンと運気が
下がる様子が見て取れるので、最新の注意
を払っておく必要がありそうです。

♥ 幸運日： 2　15　23
× 危険日： 8　17　28

【【全体運】 人間関係になにかしらのけじめ
が必要になってくるでしょう。知り合って
間もない人、それほど親しさを感じていな
い人から、無理難題を押し付けられるよう
なことになりそうです。

【恋愛運】 恋愛運は良くないようです。大き
な期待は、失望へとつながるので気を付け
ておきましょう。どうもこの 12 月は、あ
なたを取り巻く環境自体が恋愛に不向きに
なっているようです。

【金　運】 自色々とサポート受けられるよう
で、金運は悪くない状態になっています。
周りの期待に応えることで、さらに良い運
気を呼び込むことができそうです。臨時収
入なども期待していいでしょう。仕事運も
良く、これまで続けてきたことに花が咲く
ようです。

♥ 幸運日： 9　18　25
× 危険日： 1　13　28

【全体運】 思わぬ方向転換を経験しそうな気
配です。自分の意思で路線変更もあります
が、周りの影響を受けて仕方なくといった
可能性もあるので、スタートダッシュにつ
まずかないように気を付けておきましょう。

【恋愛運】 どちらかと言えば、受け身に回る
ことが多そうな恋愛運の 12 月。ひょんな
ことから、あなたに想いを寄せている人の
存在を知ったり、元恋人と再会したりと、
恋愛イベント自体は恵まれるかもしれませ
ん。

【金　運】 小さなことの積み重ねが結果につ
ながるようです。派手さを求めず、堅実さ
を優先させて行動をするようにしましょう。
仕事で負の感情が蓄積されそうです。適度
なストレス発散は大切になってきそうです。

♥ 幸運日： 7　16　22
× 危険日： 2　12　28

【全体運】 極端に良くもなければ、極端に悪
くもないので、気持ちの振れ幅も小さいひ
と月を過ごせるかもしれません。ただ、隣
の芝生が青く見えるようで、なにかと自分
と他人を比べてしまうことになるかもしれ
ません。

【恋愛運】 一人で恋愛成就までもって行くの
は難しいタイミングのようです。ですが誰
か他人の力を借りると、スムーズに恋愛が
実ることでしょう。

【金　運】 小さなラッキーに恵まれそうな運
気です。あくまで “ 小さな ” なので、過剰
な期待は禁物でしょうし、相手に求め過ぎ
てもいけません。結果がすぐに出なくても、
もう一押し、あと一歩のところまできてい
るかもしれないので、もう少し力を出して
みましょう。

♥ 幸運日： 6　18　24
× 危険日： 3　14　31

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

Cirque du Soleil: Kurios
Atlantic Station
1380 Atlantic Dr NW Atlanta, GA Atlanta, GA 30366
https://www.cirquedusoleil.com/kurios

 ■ 10 月 13 日－ 12 月 24 日

Garden Lights Holiday Nights
Atlanta Botanical Garden
1345 Piedmont Avenue NE, Atlanta, GA 30309
https://atlantabg.org/

 ■ 12 月 02 日－ 1 月 14 日

Holiday in the Park 
Six Flags
275 Riverside Parkway, SW., Austell, GA 30168
https://www.sixflags.com/overgeorgia/events/holiday-in-
the-park

 ■ 11 月 19 日 -1 月 1 日

Santa at Phipps
Phipps Plaza
3500 Peachtree Rd NE, Atlanta, GA 30326
https://www.santaatphipps.com/

 ■ 11 月 3 日 ~

Fantasy in Lights
Callaway Gardens
17800 US 27, Pine Mountain, GA 31822
https://www.callawaygardens.com/
11 月 18 日 --1 月 1 日

STONE MOUNTAIN CHRISTMAS
STONE MOUNTAIN 
1000 Robert E. Lee Boulevard, Stone Mountain, GA 30083
https://www.stonemountainpark.com/

 ■ 11 月 12 日 -1 月 1 日

Spor ts

SUPER BOWL
　アメリカ中が沸くスポーツイベ
ントの１つであるスーパーボウル
が、2 月 12 日 ( 日 ) にアリゾナ州
フェニックスのステートファーム
スタジアムで開催されます。
　ハーフタイムショーは、Rihanna
が決まっています。

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

 ■ 12 月 1 日 - 4 日 
 Hero World Challenge 
 Albany,  New Providence,  BAH

 ■ 12 月 9 日 - 11 日 
 QBE Shootout  
 Tiburón Golf Course,  Naples,  FL

 ■ 1 月 05 日 - 08 日 
 Sentry Tournament of Champions 
 Plantation Course at Kapalua,  Kapalua, Maui,  HI 

NFL Atlanta Falcons                               
アトランタファルコンズの
ゲーム案内です。

 ■ 12 月 04 日 ( 日 )　対　ピッツバーグ 1pm　MLBS
 ■ 12 月 24 日 ( 日 )　対　バルチモア 1pm　
 ■ 1 月 01 日 ( 日 )　対　アリゾナ 1pm　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。

 ■ 12 月 02 日 ( 金 )　対　デンバー  7:30pm
 ■ 12 月 05 日 ( 月 )　対　オクラホマシティ 7:30pm
 ■ 12 月 11 日 ( 日 )　対　シカゴ  6:30pm
 ■ 12 月 19 日 ( 月 )　対　オーランド  7:30pm
 ■ 12 月 21 日 ( 水 )　対　シカゴ  7:30pm

 ■ 12 月 23 日 ( 金 )　対　デトロイト  7:30pm
 ■ 12 月 28 日 ( 水 )　対　ブルックリン 7:30pm
 ■ 12 月 30 日 ( 金 )　対　ロサンゼルス 7:30pm
 ■ 01 月 16 日 ( 月 )　対　マイアミ  3:30pm

Music

Mercedes-Benz
Stadium
1 AMB Dr NW
Atlanta, GA 30313
www.mercedesbenzstadium.com

 ■ 3 月 27 日 Ed Sheeran
 ■ 4 月 28 日 Taillor Swift

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

 ■ 12 月 01 日 Rod Waves
 ■ 2 月 03 日 Bruce Springsteen 
 ■ 2 月 07 日 Carrie Underwood
 ■ 2 月 14 日 Anita Baker

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

 ■ 12 月 02 日 A Day To Remember

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。

Let's plan your outing with Atlanta Hangout Guide!

ATLANTA お出かけガイド

ATLANTAお出かけガイド
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 ● Broadway Across America
www.broadwayacrossamerica.com

 ■ 12 月 06 日 -11 日 Anastasia
 ■ 1 月 10 日 -15 日 Hadestown
 ■ 1 月 27 日 -29 日 Riverdance
 ■ 2 月 21 日 -26 日 Tina: The Tina Turner Musical

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
 ■ 11 月 12 日 -12 月 14 日 Christmas Carol
 ■ 12 月 07 日 -23 日 A Gift of Love  

  with Adam L. Mcnight

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 NW, Atlanta, GA 30313
☎ 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/

 ■ 日 – 木 :12 時 –10 時 , 
 金 :12 時 –11 時 ,　土 :10 時 –11 時
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10 月 19 日
　昨日の午後、日本に着いたばかりだが朝から行動開始。まず
はネガネ屋さん。某メガネチェーン店に 10 時の開店と同時に
飛び込む。検眼をして 2 セットのメガネをピックアップするま
でに要した時間はたった 1 時間。素晴らし過ぎる。値段もなん
と全部込みで約 17000 円。ドルで約 $110。早速円安の恩恵を
受ける。
　午後は私が高校生の時に入門した道場の師範で現在極真空手
最高顧問の郷田師範に YouTube の出演交渉と OK だった時は収
録という最高師範からのミッション。私が入門してからもう 40
年以上経つが、いまだに郷田師範に会う時は緊張する。
　YouTube の出演はあっさり OK をもらい、収録は 30 分ほど
で終了した。普段プライベートではなかなか聞けない話を引き
出せて制作側としては大満足である。その後はプライベートで
話せても YouTube には載せられない話で盛り上がった。

10 月 20 日
　今日は空手の後輩に「ぜひ大阪に来てほしい」と言われてい
たので新幹線で大阪に向かう。考えてみたら今まで何回も新幹
線に乗っているが、一度も車窓から富士山を見た事がない。今
回はぜひ見ようと決心し「三島駅を通過してから 3 分後」とい
う情報をネットで調べてその時を待つ。寝てる間に富士山を見
過ごしたくなかったので、おちおち酒も飲めない。三島駅通過
から 3 分後。見えました。写真に収めてこれで満足。
　新大阪駅で後輩の出迎えを受ける。この男はビジネスで大成
功しているので、道場をちまちまやっている私が先輩ヅラでき
るような立場ではないが、彼は先輩、先輩と立ててくれる。こ
の夜も北新地の焼肉屋、バーでご馳走になり、ホテルまで手配
しておいてくれた。持つべきものは「目上の後輩」である。

10 月 21 日
　昨日は 2 時まで飲んでいたのだが、今日は懇意にさせてもらっ
ているミュージシャンの金尾義郎さんの「音楽魂」というラジ
オ番組に呼ばれているので、6 時半に起きて 8 時の新幹線で東
京に向かう。
　放送は生でお昼の 12 時から。この番組は何度かお邪魔して
いるので勝手はわかっているつもりなのだが、いつも後悔する
事が一つある。音楽魂は、生放送の様子をカメラマンが撮影し
て YouTube でも配信しているが、私はスタジオに入っているだ
けで舞い上がってしまい、カメラのことなどすっかり忘れて無
防備な顔を晒しまくっているのだ。
　私自身でも YouTube をやっているので、その失敗はくり返せ
ない。本番が始まると常にカメラの向きをチェックし、カメラ
がこっちを向いたら笑顔を作り、自分が話している時はカメラ
目線にならないように気をつけながら本番を終えた。
　笑顔にしても以前は、写真を撮る時は硬い表情かカメラを睨
むしか芸がなかったが、金尾さんと付き合うようになって、カ
メラ目線で笑顔を作れるようになった。人間常に進歩である。

10 月 23 日
　元オフコースのメンバーの大間ジローさん、松尾一彦さん、
清水仁さんで組んでいるユニット「ABC」のシネマライブ ( 今
年行われたライブの映画仕立てにした作品の上映会 + ジローさ
んと松尾さんのトークショウ付き ) に参加。
　ジローさんは知り合いのミュージシャンのつてで知り合った
のだが、一度も会った事はなかった。ジローさんに今回このシ
ネマライブに参加できる旨を伝えると「ぜひ会いたいので楽屋
に来て」とテキストをもらってからずっと舞い上がりまくって
いた。
　「楽屋に来て」と言われたからにはサインくらいもらえるので
は？と、アメリカまで持って来ていたオフコースのアルバム 3
枚 (We are, Over, Three and Two) を用意してその時に備えてい
た。そのアルバムを買った当時はまさかそれに本人のサインを
もらえる日が来るとは思ってもみなかった。

　サインをもらうための LP と大山空手のロゴ入りパーカーを
忘れないようにカバンに詰めて準備万端、と思っていたら行く
途中でチケットが見つからない。カバンをひっくり返してもな
い。
　最後の手段で「ジローさん、事件発生です。チケットが見つ
かりません」とテキストを送る。するとすぐに「大丈夫です」
と返信が来て一安心。
　会場の入り口で「チケットが…」と言うと「あ、聞いていま
すから」と変わりのチケットをくれた。そして驚いたことに「い
つも配信観て頂いてありがとうございます」と私が有料配信動
画を観ている事を知っていてくれた。

　映画はビートルズ、クラッシックロック、そしてもちろんオ
フコースの楽曲が演奏されてあっという間に終わってしまった。
第二部はトークショーという名のミニライブで大感激。
　終演後、スタッフの人に楽屋に連れてってもらうとジローさ
んが「お〜よく来たね〜」と迎えてくれる。余りの嬉しさに何
を話したかほとんど覚えていない
が「今度は秋田に来たら一緒に飲
もう」と言ってくれてまた舞い上
がった。
　オフコースの武道館連続 10 日
間公演から今年で 40 年。40 年
目にして出会える運と縁に感謝し
た今回のジャパンツアーだった。
　後日、ジローさんがパーソナリ
ティを務めるラジオを聴いたら私
の事を「このシネマライブを観る
ためにわざわざアメリカのアトラ
ンタから来てくれた」と話を盛り
まくっていた。

国際大山空手道連盟

アトランタ支部長　高橋督格闘家の戯言

格闘家の戯言◎高橋督

ジャパンツアー 2022



37ANIS ATLANTA - December 2022

クラシファイド広告

一般求人
ヤマト運輸アトランタ支店
事務職と引越作業員募集 フルタイム。各
種ベネフィットあり 要労働ビザ。詳細は
池谷まで   yiketani@yamatoamerica.com

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

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

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

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。

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

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

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

ビジネス
集客・セールス【無料相談】
ネット集客セールスの流れ改善をお手伝
いします。「広告を見た」とご連絡くださ
い。【無料相談】でお話を伺います。現状
の取り組みで何をどう変えればいいかを
ご提案します。LCA コンシェルジュサー
ビス https://atl-concierge.com/
Email: support@atl-concierge.com

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

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

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

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

Class i f ied

クラシファイド申込方法
送付先：ANIS ATLANTA
4514 Chamblee Dunwoody Rd, 
Suite 249
ATLANTA, GA 30338
Phone: 404-510-8534
E-mail:infojp@anisatlanta.com
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 ◆ 追加料金 写真・ロゴ掲載料：1 件につき 15 ドル
 ◆ 掲載期間 1 回の申し込みにつき 1 カ月
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お問い合わせは、下記までお願いいたします。
	 E-mail:	infojp@anisatlanta.com
	 Phone:	404-510-8534

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

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

ANIS ATLANTA は以下の場所に配布されています
ジョージア州：

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

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

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

ウィンタースチャペル幼稚園

アトランタ総領事館
倉岡クリニック
ICAGeorgia
日系美容室

ジョージア日米協会
ジョージア日本語補習校
アトランタ公文アカデミー
アジアンスーパー　他
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次回 2023 年 1 月号は
1 月 5 日ごろ配布予定

編集後記

　いよいよ寒さが到来し、今年も街のイルミネーションが
輝く美しい季節となりましたが、皆様いかがお過ごしで
しょうか。12 月は忘年会やクリスマス、お正月を迎える準
備など、一年の締めくくりの慌ただしさと共に、華やいだ
楽しい時間を過ごしているかと思います。
　
　この時期になると日頃忙しくて手抜きの分、年末の大掃
除はしっかりやろうと思い、少しづつですが始めています。
必要かもと思ってなかなか捨てられないものなども、思
い切って片付けてスッキリさせようとしていると、何年も
使っていないものとか結構でてきます。本当に必要なもの
を見極めることもたまには必要で、片付くと不思議に気持
ちも向上してきます。

　最近、時が経つのがとても早く感じます。今年も色々あ
りました。ウクライナ情勢や、世界的なエネルギー高騰の
流れは、まだまだ続きそうで・・・世界経済の先行きが見
えない中、ほとんどの人が食料品価格は上がり続けるだろ
うと予測しています。倹約できるものはして、支出をひか
えていくことしかないですよね。

　本年も 1 年間ありがとうございました。皆様が、穏やか
に年末年始をお迎えになれます事、新しい年が少しでも良
い年になります事をお祈りしております。
　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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