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1 月 07 日　七種，七種粥
　春の七種を刻んで入れた七種粥を作って、万病を除くおまじ
ないとして食べる。
　七種は、前日の夜、俎に乗せ、囃し歌を歌いながら包丁で叩
き、当日の朝に粥に入れる。呪術的な意味ばかりでなく、おせ
ち料理で疲れた胃を休め、野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄
養素を補うという効能がある。

1 月 11 日　鏡開き
　正月に年神様に供えた鏡餅を雑煮や汁粉にして食べ、一家の
円満を願う行事。
　武家社会の風習だったものが一般
化した。刃物で切るのは切腹を連想
させるため、手や木鎚で割ったり、
砕いたりする。また、「切る」とい
う言葉をさけて、「開く」という縁
起の良い言葉を使っている。
　地方によって日が違い、京都では
4 日に、ほかに 20 日に行う地方も
ある。

1 月 15 日　マーティン・ルーサー・キングデー
　Martin Luther King Jr. は、アフリカ系アメリカ人公民権運動
の指導者で、「キング牧師」として知られており、”Civil Rights 
Act”（市民権法）が制定される流れを作った人物です。
　キング牧師のことは、人類の平等を訴えた "I have a dream."

（私には夢がある）で始まる演説があまりにも有名です。その
功績が認められ、ノーベル平和賞を受賞しました。

1 月のカレンダー
1 月 01 日 元日 (New Year's Day)
1 月 02 日 初夢
1 月 07 日 七種，七種粥
1 月 11 日 鏡開き
1 月 15 日 キング牧師誕生日

元日 (New Year's Day)
　新年の幕開けの日。年のはじめを祝う国民の祝日。
1948( 昭和 23) 年 7 月公布・施行の祝日法によって制定された。

1 月 02 日　初夢
　昔から初夢で 1 年の吉凶を占う風習がある。
　初夢の夜は大晦日、元日、正月 2 日、節分等があるが、一般
には正月 2 日の夜の夢が初夢とされている。
　室町時代から、良い夢を見るには、七福神の乗った宝船の絵
に「永き世の遠の眠りの皆目覚め波乗り船の音の良きかな」と
いう回文 ( 逆さに呼んでも同じ文 ) の歌を書いたもの枕の下に
入れて眠ると良いとされている。これでも悪い夢を見た時は、
翌朝、宝船の絵を川に流して縁起直しをする。

1
JANUARY

1 月のカレンダー
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The best way to pursue happiness is to help other people. 
Nothing else will make you happier.
幸せを追求する最善の方法は、他の人を助けることだ。
あなたを幸せにするものは他にない。

We are all living in cages with the door wide open.
私たちは皆、ドアが大きく開いた檻の中に住んでいるのだ。

Someday you’re going to have to learn to separate what seems 
to be important from what really is important.
真に重要なことと重要だと思われることを区別できるよう、い
つか学ぶ必要がある。

I live a reasonably simple life, off the beaten track.
私は、人里を離れ、いい感じのシンプルな生活をしている。

No! Try not. Do, or do not. There is no try.
やってみるじゃない。やるかやらないかじゃ。

A lot of people like to do certain things, but they’re not that 
good at it. Keep going through the things that you like to 
do, until you find something that you actually seem to be 
extremely good at. It can be anything.
多くの人は確かなモノを好むが、それが得意というわけではな
い。得意とする何かをみつけるまであなたがやりたいことを続
けなさい。それが何であれ。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：　ジョージ ルーカス (George Lucas)
国　：　カリフォルニア州モデスト
生　：　1944 年 5 月 14 日
職業：　映画監督・プロデューサー 

　カーレーサーになることを夢みていたが事故を起したために
断念。映画カメラマンのハスケル・ウェクスラーに出会い、映
画に興味をもち南カリフォルニア大学のフィルム・スクールに
入る。在学中につくった SF 短編「電子的迷宮」が 1967 年全
米学生映画祭でグランプリを獲得。また奨学金を得てワーナー・
ブラザーズに実地研修生として入り、フランシス・フォード・
コッポラ監督の「フィニアンの虹」の撮影現場についた。卒業
後ワーナーに助監督として正式に契約される。
　1971 年コッポラ製作の長編 SF「THX-1138」(「電子的迷宮」
の焼直し ) で監督としてデビュー。第 2 作「アメリカン・グラ
フィティ」(1973 年 ) と第 3 作「スター・ウォーズ」(1977 年 )
が大ヒットし第一線に躍り出る。
　1978 年サンフランシスコ近郊にルーカス・フィルムを設立、
特撮部門 ILM を傘下に設けるなどしてハリウッドの新時代を
担う映画人となる。その後は自ら演出は手がけず、専らエグゼ
クティブ・プロデューサーを務め、「スター・ウォーズ / 帝国
の逆襲」「レイダース」「スター・ウォーズ / ジェダイの復讐」「イ
ンディ・ジョーンズ / 魔宮の伝説」「ラビリンス 魔王の迷宮」「ハ
ワード・ザ・ダック / 暗黒魔王の陰謀」「ウィロー」「タッカー」
などを発表。1999 年「スターウォーズ エピソード 1/ ファン
トム・メナス」で久々にメガホンを取り、同作品は公開 5 日間
の総興行収入で全米歴代 1 位を記録。以後、「スター・ウォー
ズ エピソード 2/ クローンの攻撃」(2002 年 )、「スター・ウォー
ズ エピソード3/シスの復讐」(2005年)、「STAR WARS エピソー
ド 1―ファントム・メナス 3D」(2012 年 ) を発表。
　2012 年ルーカス・フィルムを 40 億 5000 万ドル ( 約 3200
億円 ) でウォルト・ディズニーに売却。2015 年ディズニー社
に貢献した人物を表彰するディズニー・レジェンドを受賞。黒
沢明監督を敬愛し、度々来日している親日家。

偉人の名言

偉人の名言
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ニュースダイジェスト
米ロ衝突のリスク「高い」、駐米ロシア大使が発言
　ロシアのアントノフ駐米大使は 12 月 23 日、国営タス通信
のインタビューで、米国はロシアに「代理戦争」を仕掛けてお
り、両国が「衝突」するリスクは高いとの認識を示した。

　アントノフ氏はこの中で「今日では誰一人、ホワイトハウス
の対ロ政策が持つ真の目標を隠していない」と発言。「どのテ
レビチャンネルを見ても、政治評論家がロシア連邦に対する米
国の代理戦争を強化する必要性に言及している」と述べた。
　そのうえで「視聴者に思い出して頂きたい。代理戦争とは代
理人の戦争、代理勢力による戦争のことだ。実際のところ、こ
れこそ米国がウクライナで行っていることだ」と主張した。
　さらに「（ロシアと米国という）二大大国が衝突する可能性
は高いと強調しておく」とも述べた。
　アントノフ氏はまた、ロシアと米国の対話は現在「氷河期」
のような状態にあると指摘。「（ロシア）大使館はいまだに敵意
と不信感に満ちた雰囲気の中で仕事をすることを余儀なくされ
ている」とした。
　ウクライナのゼレンスキー大統領による訪米については、米
国もウクライナも「和平の準備ができていない」ことを示すも
のだと主張。「戦争や一般兵士の死、そしてウクライナ政権を
米国のニーズに一段と密接に結び付けることに重点が置かれて
いる」との見方を示した。

英チャールズ国王の肖像入り紙幣
　 英イングランド銀行（中央銀行）は 12 月 20 日、国王チャー
ルズ３世の肖像が入った新紙幣のデザインを披露した。
　チャールズ国王の肖像は 5 ポンド、10 ポンド、20 ポンド、
50 ポンドの紙幣に描かれる。それ以外のデザインは現行のま
ま変わらない。現在の紙幣は故エリザベス女王が描かれていた。
偽造防止の透かし部分にも国王の肖像が入る。　
　新紙幣は 2024 年半ばまでに流通する見通し。女王をあし
らった紙幣も引き続き使用でき、国王の肖像の紙幣と同時に流
通させる。

　紙幣の裏面のデザインに変更はなく、５ポンド紙幣にウィ
ンストン・チャーチル、10 ポンドにジェーン・オースティン、
２０ポンドにＪ・Ｍ・Ｗ・ターナー、50 ポンドにアラン・チュー
リングの肖像が入っている。
　イングランド銀行は新紙幣の発行について、「環境への影響
や財政的影響を最小限に抑えるため、擦り切れた紙幣の入れ替
えと、全般的な需要増大への対応のためにのみ印刷する」と言
い添えた。
　チャールズ国王の肖像が入った硬貨は今月から流通し始めて
いる。英王立造幣局によると、国王の肖像が描かれた 50 ペン
ス硬貨 490 万枚は、裏面に故エリザベス女王の「生涯とレガ
シー」を象徴するデザインが入っている。

ティックトック親会社の従業員、不正アクセス
　動画共有アプリ「TikTok（ティックトック）」の広報担当者
は 12 月 22 日、親会社バイトダンスが記者２人の個人情報に
不正アクセスした従業員４人を解雇したことを確認した。
　不正アクセスを受けたのは英紙フィナンシャル・タイムズと
米バズフィードの記者。バイトダンスによると、従業員がメディ

ニュースダイジェスト
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アへのリークについて調査していた際、記者２人の持つティッ
クトックのアカウントに不正アクセスがあった。
　関与した従業員は米国の２人と中国の２人で、外部の法律事
務所による調査の後に解雇されたという。ティックトックとバ
イトダンスの最高経営責任者（CEO）が 22 日、従業員へのメー
ルでそれぞれ明らかにした。
　広報によると、不正アクセスを受けた個人情報には IP アド
レスが含まれる。IP アドレスからはユーザーの位置情報が分か
る。
　ティックトックの周受資 CEO は従業員宛てのメールで、「（不
正アクセスに）関与した者は自分たちの権限を悪用してユー
ザーデータを入手した」「これは容認できない」としている。

イーロン・マスク氏超えた世界一の富豪
　米ブルームバーグ通信がまとめた世界長者番付で、フランス
の高級ブランド、モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン（LVMH）
のベルナール・アルノー会長が米起業家イーロン・マスク氏を
抑えてトップに立った。欧州人が首位に立つのは初めて。

　ブルームバーグ通信のビリオネア・インデックスによると、
アルノー氏の資産は 12 月 13 日に 1710 億ドル（約 23 兆円）
となり、マスク氏の1640億ドルを上回った。アルノー氏は先週、
米誌フォーブスのリアルタイム長者番付でも、マスク氏をトッ
プの座から転落させていた。
　ブルームバーグ通信によると、マスク氏の純資産は今年に
入って 1070 億ドル減った。一方、LVMH 株を中心とするアル
ノー氏の資産は 70 億ドルの減少にとどまった。
　差がついた一因は、両氏が保有する株価の変動にあった。マ
スク氏のツイッター買収も影響した。それでも今のところ、こ
れ以上マスク氏が順位を下げる危険はなさそうだ。マスク氏の

資産は、３位のインド実業家ゴータム・アダニ氏（1250 億ド
ル）、４位の米アマゾン創業者ジェフ・ベゾス氏（1160 億ドル）
を大きく上回る。
　テスラ株は今年に入って 54％下落したが、LVMH 株は米国
と欧州の好調な売り上げに支えられて堅調に推移した。
　アルノー氏は 1949 年、フランス北部ルーベに生まれ、建
設会社のフェレ・サビネルに就職して 1978 年に会長に就任。
6 年後、経営破綻（はたん）した繊維会社ブサック・サンフ
レールと傘下のクリスチャン・ディオールの経営権を取得し、
1989 年には LVMH の経営権を取得して会長兼最高経営責任者

（CEO）に就任した。
　以前から欧州一の富豪ではあったが、マスク氏に比べると
ずっと控えめな存在で、大手 SNS でも積極的な活動はしていな
い。

イーロン・マスク氏、ツイッター CEO辞任表明
　 米ツイッター経営者のイーロン・マスク氏は 12 月 20 日夕、
同社の最高経営責任者（CEO）を辞任すると表明した。ただし
後継者を決めてからの辞任になるとしている。自らの進退を問
うユーザー投票で辞任賛成が多数を占めたことについて、マス
ク氏が直接的にコメントしたのは初めて。
　マスク氏は「私は CEO を辞任する。この仕事を引き受ける
ほど愚かな誰かが見つかり次第！」とツイートした。
　自身は CEO を辞任した後、「ソフトウェア＆サーバーチーム
を運営する」とマスク氏は述べており、今後もツイッターの意
思決定に対して絶大な影響力を行使し続ける可能性がある。
　マスク氏は投票結果が判明してから１日以上も沈黙を保って
いた。投票は米国時間の 12 月 19 日に締め切られ、集まった
1700 万票あまりのうち 57.5％がマスク氏の辞任に賛成した。
マスク氏は今後ツイッター上で行う投票について、有料サービ
ス「ツイッター・ブルー」の加入者に限定する可能性があるこ
とを示唆した。
　マスク氏はこの投票を始める前、自身の動向を取材していた
記者数人のアカウントを予告なく凍結して非難の的になった。
さらに、フェイスブックやインスタグラム、マストドンなど競
合ＳＮＳへのリンクを禁止し、直後にその禁止を撤回するなど
していた。
　世界で最も影響力の大きい SNS の一つであるツイッターは、
マスク氏が CEO に就任したことで、短期間のうちに大きく揺
れ動き、時として奇抜な変動に見舞われていた。
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　また将来は、点鼻薬でウイルスが侵入したのと同じ反応を起
こさせ、免疫を誘導する方法も開発されるだろうと話している。

仏のパン「バゲット」、ユネスコの無形文化遺産に
　国連教育科学文化機関（ユネスコ）は 12 月４日までに、フ
ランスの食文化には欠かせないパン「バゲット」を無形文化遺
産に正式に登録した。バゲットを生み出す専門技術を人間の文
化に必要不可欠なものとして位置づけた。

　ユネスコのアズレ事務局長は、今回の登録は「バゲットの伝
統や職人芸」への賛辞であり、伝統的な焼き方の「次世代への
継承」を確実にするためのものと説明。
　バゲットの存在が日常生活の一部であるとし、「パン屋は常
に身近にあり、訪れたら新鮮な焼きたてのパンを購入でき、客
や職人との交流もできる」と評価した。
　事務局長によると、フランス側は今回の登録や申請に備え、
６年かけて必要な文書の収集を図ったという。この入念な作業
は「フランス人が十分に知っているはずのごく普通のバゲット
がかけがえがないほど大切なものであることを思い起こさせる
だろう」ともした。
　フランスパン屋は通常、様々な種類のバゲットを売っている
が、最も有名なのは小麦粉、水、塩とイーストなど４つの材料
だけで焼き上げた伝統的な一品。注文に応じその場で焼かなけ
ればならないなどの不文律も伝えられている。
　フランス国民のパン消費動向などを調べる調査団体による
と、成人が食べるパンの１日あたりの平均量は 2003 年には
143 グラムだったが、2016 年には 103 グラムに減少した。
　パンを販売するスーパーマーケットチェーンの増加が、昔な
がらの家族経営を続ける数百店規模のパン屋を廃業に追い込ん
だとの非難も出ている。

FOOD & HEALTH
冬にかぜが流行するのは「鼻の中の免疫低下が原因」
　寒い季節になるとかぜやインフルエンザ、新型コロナウイル
スに感染しやすくなるのは、鼻から入るウイルスなどを取り除
く免疫作用が大幅に弱まるのが原因だとして、その仕組みを解
明する研究結果が報告された。
　鼻科専門医で米ハーバード大学教授のベンジャミン・ブラ
イヤー博士らが 12 月６日、アレルギー・臨床免疫学の専門誌
JACI に発表した。寒さによって免疫反応が制限されることを、
生物学的に分子レベルで説明した研究は初めてとされる。
　ブライヤー博士によると、呼吸器系のウイルスや細菌は主に
鼻から体内に侵入する。鼻の入り口付近でこれが認識されると、
粘膜の細胞がただちに「細胞外小胞（EV）」と呼ばれる小さな
物質を何十億個も作り出し、放出する。
　EV 自体は細胞のように分裂しないが、いわばウイルスを攻
撃するために作られる「細胞のミニチュア版コピー」だと、同
博士は説明する。侵入してきたウイルスを引きつけ、鼻の奥の
細胞への吸着を防ぐ「おとり」の役割を果たすという。
　EV は鼻水の中でウイルスを制止し、巣をつつかれたスズメ
バチの群れさながら一斉にたかって攻撃する。
　同博士らの研究では、鼻にウイルスなどが侵入すると、細胞
から放出される EV が通常より 160％も増加することが分かっ
た。
　EV の表面には、ウイルスを吸着する受容体が元の細胞の最
大 20 倍も存在するという。ブライヤー博士は「あなたが吸い
込んだウイルスの粒子をつかまえようと突き出している小さな
腕、それが受容体だとしよう」と解説する。受容体の数が多け
れば、それだけ粘着力が強いことになる。
　体内の細胞には病原体の排除に関与する「マイクロ RNA」
という分子が含まれているが、その量も EV では 13 倍に上る
ことが明らかになった。
　ところが研究の参加者４人について、気温 4.4 度の寒さの中
で 15 分過ごしてから鼻の中を調べたところ、中の温度は５度
下がり、EV の 42％近くが機能を失っていた。EV の表面にあ
る受容体は最大で 70％も減少し、マイクロ RNA はほぼ半減し
た。つまり鼻の中が冷たくなると、鼻からのウイルス侵入を防
ぐ力は半分ほどに低下してしまうことになる。
　ブライヤー博士はこの研究から、冬にマスクを着けることで
ウイルスの侵入を防ぐだけでなく、鼻の中を保温して免疫力を
維持する効果も期待できると指摘した。

FOOD & HEALTH
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腸内フローラを養えばもっと健康に
　より健康になるための簡単な方法は、腸内細菌叢（腸内フロー
ラ）を適切に養い、細菌たちに面倒を見てもらうことだ。
　最近発表された 2 件の栄養に関する研究は、食生活のほんの
わずかな変更が、腸内の微生物群の多様性を高め、その結果、
全般的健康を改善しうることを発見した。具体的には、スプー
ン 1 杯半の乾燥ハーブとスパイスを日々の食事に加えたり、毎
晩寝る前にピーナッツを 28 グラム食べることで、腸内細菌の
全体的生物多様性が増加する。

　腸内フローラは、腸の中に住むさまざまな微生物で構成され
ている。微生物には細菌、古細菌、真菌、ウイルスなどに加
え、それらの遺伝子や遺伝子産物も含まれる。腸の中にはおよ
そ 1000 種類の細菌種があると推定されており、代謝に影響を
与え食物の消化を助け、貴重な腸内空間を占有する有害な細菌
を打ち負かすことで病気を防ぎ、免疫システムのより効率的な
機能を手助けしている。
　日々の食生活が腸内フローラの多様性に影響を与えている。
たとえば、過去の研究で研究者らは、ある人が日々の食生活で
アーモンド、クルミ、ブロッコリ、アボカド、全粒大麦、全粒
オーツ麦などのホールフーズ（未加工の植物性食品）を摂取し
ていることを、糞便中の腸内細菌 15 ～ 22 種の相対存在量を
調べるだけで、70 ～ 85％の精度で予測できることを明らかに
した。これらの食品はすべて食物繊維の源であり、腸内フロー
ラの細菌種の組成を調節する役割を果たしている。
　食物繊維に富む植物性食品は、ポリフェノールも多く含んで
いる。ポリフェノールは通常上部消化管で吸収されにくい構造
的に多様な化学物質であり、食物繊維と同様比較的未消化の状
態で大腸に到達する。腸内に入った食物繊維とポリフェノール
はいずれも腸内細菌が利用しやすい状態になる。

　ハーブやスパイスがポリフェノール化合物に富み、腸内の細
菌種の組成に影響を与えることが知られているのはこの理由に
よる。しかし奇妙なことに、ハーブとスパイスの混合を定常的
に繰り返し食事で摂取した時の効果を調べた本格的研究はこれ
までになかった。
　チームはシナモン、ショウガ、クミン、ターメリック、ロー
ズマリー、オレガノ、バジル、タイムなどを含む 24 種類のハー
ブとスパイスの混合物を、心血管疾患のリスクのある被験者グ
ループに与えた。1 日に 3 回、各被験者はスパイス・ハーブ混
合物を 3 種類の投与量（1 日当たり小さじ 1/8、小さじ 3/4 強、
あるいは小さじ約 1 .5）のいずれかのカプセルを食事とともに
摂取した。
　わずか 4 週間後、被験者の腸内細菌の多様性が高まり、ルミ
ノコッカス科の細菌が増えたことを確認した。健常人の結腸内
にこの細菌群が存在することは、肝臓代謝と免疫機能の健全性
と関連している。
　第 2 の研究は、ピーナッツの消費が細菌叢に与える影響に焦
点を当てた。ピーナッツはマメ科の植物でありナッツ、種およ
び大豆の食品カテゴリーの一部として現在、米国政府が推奨し
ている。ピーナッツは米国で最も多く消費されているナッツだ
が、腸内細菌叢にピーナッツが与える効果については誰も研究
してこなかった。
　ピーナッツの実験では、空腹時血糖値の高い成人を対象とし
て、就寝前のピーナッツ 28 グラムの夜食の与える影響と、ク
ラッカーとチーズという高炭水化物の夜食の与える影響とを比
較した（空腹時血糖値は糖尿病の指標であり、就寝時に高炭水
化物の軽食を食べた翌朝に高くなる傾向がある）。
　この研究では、6 週間後に、ピーナッツ実験の被験者はルミ
ノコッカス科の相対存在量が増加し、スパイス・ハーブ実験と
同じ結果だった。スパイス・ハーブ実験と同じくピーナッツ実
験も、個人の食習慣のわずかな変更が、大きい効果に繋がる可
能性を明らかにした。
　「これは誰にでもできる簡単なことです」「平均的な米国人の
食習慣は理想からかけ離れているので、ハーブとスパイスを食
事に加えることで誰もが恩恵を得られると考えています。これ
は、食物中のナトリウムを減らしながら、料理を口当たりよく、
実際美味しくする方法でもあります」
　腸内フローラと血圧、体重を含むさまざまな健康要因との関
連に関する研究結果は、ルミノコッカス科および細菌全体の多
様性の増加が健康に良いことを示している。しかし、もちろん、
こうした結果の意味をより深く理解するためにはさらなる研究
が必要だ。
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アロマテラピー

今年の抱負とアロマ
　ホリデーシーズンも落ち着いて、そろそろ普段の生活に心も体も戻す時期。
アメリカはクリスマスから元旦までがホリデーなので、確かに長い時間お休みしているはずなのに、元
旦の翌日から仕事や学校が始まると、え？もう戻るの？と思う人も少なくないはず。元旦をお祝いした
ら翌日から普段の生活に戻るなんてアメリカ生活がながくなってもなんだか慣れない、お餅やおせちを
食べてぬくぬくする日本のお正月が恋しいです。

アロマで支える今年の抱負
　新年も明けたところで、みなさんは今年はどんな目標を立てましたか？なんとなく過ごすよりも目標
を立てることで新たな一歩を踏み出すことができるかもしれません。体力作り、ダイエット、新たな資
格獲得、語学の向上、人間関係の向上などなど、人それぞれ目標はいろいろあると思いますが、そんな
目標達成にアロマも力を借りてみましょう。

- 集中したいときに
　勉強したいのに集中できない、そんなときにはペパーミントやローズマリーがおすすめです。スーッ
とした清涼感のあるシャープな香りが集中力を高めてくれ、やる気をおこしてくれます。単品でもブレ
ンドしてもいいでしょう。

- 記憶力を高めたいときに
　ローズマリーやユーカリプタスがおすすめです。ローズマリーは認知症の予防や治療などにもつかわ
れるのは有名な話ですが、記憶力の質のアップが期待できます。鼻や喉の不快感を緩和させてくれる効
果もあるので、風邪をひきやすいこの時期には両方の効果が期待できます。

- 沈んだ気持ちを持ち上げるために
　目標を立てようにも気持ちが沈んでいて目
標すら立てる気分になれない、なにもやり
たくない、そんな時にはダグラスファーやペ
パーミントがおすすめです。ダグラスファー
はクリスマスツリーにもつかわれる針葉樹で
スーッとした清涼感があります。ネガティブ
な感情を清涼感がリフレッシュし、ポジティ
ブになれるように助けてくれるオイルです。

アロマテラピー◎タウンゼント瞳
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- ダイエットに
　ホリデーですっかり蓄積してしまった余計なものを削ぎ落としたいと今年の目標にダイエットを掲げ
た人も多いはず。ダイエットにはグレープフルーツ、サイプレス、ジュニパーベリーなどがおすすめ！
食欲を抑えたり、セルライトケア、むくみ解消にもなります。

- 良い人間関係を築くために
　言いたいことがいえずに悶々してしまった
り、逆に言われてほしくないことを言われ傷つ
いたり、人間関係はなかなか難しいものです。
学校や職場だったり、夫婦や親子関係、親戚だっ
たり、人とのつながりは素晴らしいものである
からこそ悩みもたくさんあって当然です。イラ
イラをとりのぞいて心に余裕を持つことで良い
関係を築くことができます。
　おすすめのオイルはラベンダー、プチグレン、
ベルガモット、ローマンカモミールなどです。
夫婦や親子関係の改善にはアロマはとてもよい
きっかけにもなります。アロママッサージを
きっかけに体に触れることで心がつながり、自
然と会話もやさしくなっていくことでしょう。
まずはハンドマッサージから始めてみるのが手
軽でおすすめです。

エッセンシャルオイルの使い方
　使い方は様々ですが、非加熱式のディフュー
ザーに入れてお部屋にディフューズするのが
手っ取り早くおすすめです。エプソンソルトに
混ぜてお風呂の時間に楽しんだり、無香料のボ
ディバターやキャリアオイルに混ぜてマッサー
ジしたりするのもいいでしょう。最近では内服
するエッセンシャルオイルも出ていますが、必
ず内服可能なオイルであることを確認してから
にしましょう。
　エッセンシャルオイルを活用して生活を豊か
にできるといいですね。今年も良い年となりま
すように！

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 13 歳から 4 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

【ウェルカムカードとゲーム】
ゲームは「誰が彼女を一番知ってる
か？」というクイズ。当てられた数
が一番多い人の勝ち！

【ロゴ】
ウェルカムカード
のロゴ。秋色のグ
ラデーションで野
花を描きました。

【テーブルセッティング】
↓のようにセッティングしようと自宅でまずシ
ミュレーション。外なので使い捨て皿にチェン
ジ。結果何度も風と格闘し、外なら尚更普通の
お皿を使った方が良いと学びました。

木漏れ日注ぐアウトドアのベビーシャワー

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

〜 BOHO ベビーシャワー編〜

　ミルトンにあるドーナツとハンバーガーのカフェ『Bloom Roadside』。店名が「道端に咲く」
という意味だと気付いた時、フラワーアレンジメントもされているオーナーのナオコさんな
らではの素敵な店名だなと思いました。名前通り、幾つかの通りが交差する緑一杯のコーナー
に、まるで咲くように可愛いドーナツ屋さんが建っています。お店の裏手には広大な庭があ
り、そこで大好きな友人のベビーシャワーをやらせて頂きました。テーマは BOHO スタイ
ル。ボヘミアンの BO とニューヨークの SOHO を掛け合わせた造語らしいです。ボヘミア
ンというと色鮮やかな民族刺繍やエスニックな柄を連想しますが、BOHO というと私の中で
はもっと全体的にベージュがかった抑えた色合いで、ドライフラワーやバンブー素材、真鍮、
マクラメなどを組み合わせたスタイルをイメージします。SOHO はかつてアーティストが多
く住んでいた事から、自由でアーティスティックなインテリアスタイルだそう。私がイメー
ジする BOHO スタイルの中に SOHO の要素が見当たらないのですが、物事の意味は常に変
化していくので、きっと最近の BOHO スタイルはオリジナル進化を遂げたものなのかなと
思います。秋だった事と、ナチュラルな彼女の雰囲気に合いそうだと思ったのが、このスタ
イルに決めた理由です。当日は、プロのフォトグラファーである北井香苗さんに撮影をお願
いしました。光溢れる素敵な写真を沢山撮って頂きました。10 月にしては寒い日でしたが、
柔らかな秋の木漏れ日と皆の笑顔に心がじんわり。新しい命の誕生を心待ちにした一日でし
た。
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【テーブル】
テーブルを横一列に
長くセッティング。
風船やロゴと同じ色
合いのお花を飾り、
テーブルの両端にも
風船を浮かべました。

【集合写真】
バックドロップの前で集合写真。色指定のドレスコードをもうけ、統一感を。

どの写真も素敵でしたが、個人的
に一番好きな写真。光注ぐ森の中
に妖精降臨！？と思いました。→
1 〜 6 の 写 真 全 て、Kanae Kitai 
Photography。
www.kanaekitaiphotography.
com

↑「こんな風にしたい」と予想図を作成。写真 2 が
実際に完成したもの。

↓紅葉のグラデーションが見事な一枚。彼女がかぶってい
る花冠は、Bloom オーナーであるナオコさん作。色やテ
イストの希望を伝え、ドライフラワーで作って頂きました。
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　今回はアトランタではなく、日本に行ってきました。コロ
ナ禍は入国制限や隔離があったり、帰りたくても帰りにくい
状況でしたが、隔離もなくなったので一時帰国。久しぶりの
日本に浦島花子すぎる私。
　時間が経てば慣れるのかもしれないけども、在米 10 年を
超えると居住国のライフスタイルに慣れてしまうため、日本
に帰国すると、そうなんだぁと思うことがいろいろある。
　すでに飛行機が着陸したところからはじまって、いまだ日
本はマスクが必須、これにはさすがにびっくりしました。日
本はとにかく徹底している。

とにかく歩く
　公共交通機関での移動がが多いので、たくさん歩かなくて
はいけない。アトランタに住んでいたら、一日一万歩を歩く
なんてどうやって？の世界だけど、これはラクラクとクリア
することができる。
　健康的だとは思うけど、最初の３日は「もうこれ以上歩け
ない」と泣きがはいり、膝ががくがく。かろうじて、あった
かいお風呂に入り、足をマッサージして何とかやり過ごす。

ゴミ箱がない？！
　ジュースの自動販売機の近くには、ペットボトルのゴミ箱
があるけど、普通のゴミ箱がみあたらない。でもとにかく、
街はきれいでクリーンな感じ。
　ちょっとびっくりしたので、Google さんに聞いてみたとこ
ろ、犯罪対策とコストカットに有効だからだそうです。でも
不便かも。

お年寄りが多い？
　一緒に出掛けている連れが、「日本はお年寄りばかりだね」
といいだすので、「私たちの出かける時間が、お年寄りの活動
時間と一緒なだけよ」と言ったら、「あっそうっか！」と納得
してた。渋滞と混雑をさける為、必然的に９時過ぎからの活
動としていたら、お年寄りしか公共交通機関には乗っていな
い！みんな学校か仕事しているんだから、こんな時間にプラ
プラしているのは、私たちとお年寄りだけなのに、こんな間
違った認識が起こっていたとはびっくり。あー恐ろしい。

食事に並ぶ
　有名といわれるお店は、どこも並んでいる。大体１時間ぐ
らい待たないといけない。時間がるからいいけど、普通は、
こんなところではお食事できないですよね？
　せっかく来たんだから、食べてみたいので並ぶしかない。
ようやく運ばれてきたご飯は、大変おいしゅうございました。

アトランタ in-Town News ◎ Visit JAPAN

ア ト ラ ン タ
in-Town News

Visit JAPAN

名古屋名物 みそかつ 「矢場とん 」　矢場町本店
　矢場町本店は自社ビルの立派なお店で、お店横には矢場と
んのキャラクター「ぶーちゃん」の像がありました。昔はこ
んなビルではなかった気がするけど、記憶が定かではない。

　実はこの日、初めて「矢場とん」のみそかつをいただきま
した。わらじとんかつが有名なのですが、あまりの大きさ
に怖気づいてしまい。ヒレカツを注文しました。目の前でお
味噌のソースをかけてくださいます。キャベツ用の青じそド
レッシング、とんかつ用には、からし、すりごま、唐辛子が
机に用意してありますので、お好みでいろいろな食べ方を楽
しめます。
　お味はというと、ヒレカツのお肉は柔らかくジューシーで、
とてもおいしかったです。ロースかつは、お肉の油部分が程
よくあいまってこれも絶品！とんかつ好きにはこれは最高で
だとおもいます。みそかつソースのおいしさにはまりました。

名古屋名物 ひつまぶし「あつた蓬莱軒」
　熱田神宮前にある「ひつまぶし」の老舗として有名な「あ
つた蓬莱軒」。木のお櫃（ひつ）に入れられていることと、ま
ぶし（混ぜ）て食べることから、ひつまぶしという名前が付
いたのだと言われています。

　いつも混んでいるので待つのは当たり前ですが、この日は
平日にも関わらず、１時間 20 分の待ち時間でした。折角来
たので食してみたく、もう一度、熱田神宮にもどり、まだ見
ていなかった博物館や小さな神社を回ったりしてからお店に
戻りました。
　うなぎはふっくらとしていて、お味もとても上品。初めて
の方はお店の方がひつまぶしの楽しみ方をご教示くださいま
すが、お櫃の中を十字に分けて、最初の１膳目はそのまま、
２膳目は薬味をのせて、３膳目はお茶漬けにして、4 膳目は
お好きな食べ方でいただきます。
　私の連れはお茶漬けが大変気にいったらしく、

「これはいけている。かなりおいしい！」といい、
お気に入りのお店となりました。

写真は Instagram から見てね
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西尾観光
　名古屋鉄道が「西尾・蒲郡のランチ＆抹茶スイーツ」ぐるっ
と満喫キャンペーンをやっていましたので、これに行ってき
ました。往復割引乗車券とランチ付きでとてもお得。

　西尾市は、愛知県の西三河地方に含まれる市で、 愛知県中
央部を北から南へ流れる矢作川流域の南端にあり、抹茶の産
地として、また「三河の小京都」として知られています。

　抹茶の名産地「西尾市」に暖簾を掲げる老舗茶輔、西条園
あいや本店には以前から行ってみたかったので、これは良い
機会となりました。
　抹茶は「碾茶（てんちゃ）」というお茶から作られています。
てん茶は玉露と同じく、茶園に覆いをかけて育てる被覆栽培
で作られています。機械ではなく手摘みされ、蒸したあと揉
まずに乾燥させて細かい茎や葉脈が取り除かれてん茶が作ら
れます。そうしてできたてん茶を茶臼で細かく挽いて粉末に
したものが抹茶です。
　抹茶の産地ランキングでは、第一位は京都で、おいしい抹
茶の代名詞ともなっている京都宇治です。第２位は愛知県西
尾市が抹茶の生産地として非常に有名です。西尾市は全国の
抹茶の生産量の 30% を占めるほどの抹茶の産地です。ブラン
ド名は西尾の抹茶です。

　今回は西尾駅周辺をプラプラすることにしました。地図を
みているとすべて近くにあるのかなと思うのですが、歩きで
行くには遠く日中はバスもあまりないので、「まーちゃ号（電
動アシスト付き自電車）」をレンタルすることにしました。
　西尾観光協会の方が、いろいろ親切に教えてくださいまし
たので、土地勘がないにもかかわらず、本当に楽しく回るこ
とができました。感謝いたします。

熱田神宮
　熱田神宮は、日本の神様である「天照大神 ( あまてらすお
おみかみ )」から授けられた三種の神器、鏡、玉、剣のうち
の一つである「草薙神剣 ( くさなぎのみつるぎ )」を祀ってい
ます。 1900 年前、日本の天皇一族によって建設された皇室
にゆかりのある由緒正しい神社です。
　神宮と神社の違いは、神社にまつられている神のことを祭
神 ( さいじん ) と呼びます。 この祭神が皇室 ( こうしつ ) の
祖先であったり、皇族 ( こうぞく ) と縁 ( えん ) の深い神社を

「神宮」と呼びます。

大須観音
　大須観音は、愛知県名古屋市中区大須にある真言宗智山派
の別格本山の寺院。山号は北野山。本尊は聖観音。寺号は北
野山真福寺宝生院である。宗教法人としての公称は「宝生院」
だが、一般には「大須観音」の名で知られる。日本三大観音
の 1 つともいわれる観音霊場。なごや七福神の一である布袋
像を安置する。
　界隈を歩くとわかるのですが、大須商店街はこの大須観音
があってこそ発展した商店街で、今も昔も時代の変化に柔軟
に対応しながら発展し、いろいろな店舗が軒を連ねる巨大商
店街の入口なのです。 大須観音のご利益は、厄除けや開運、
商売繁盛、家内安全と、さまざまな効能があります。

和遊膳　山味　ランチ　　　　　松鶴屋本店　西尾抹茶セット

尚古荘　紅葉が美しい茶室　　　旧近衛亭　書院と茶室

西尾歴史公園　　　　　　　　　西条園あいや本店
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ナスと豚バラ肉の
さっぱりバタポン炒め

材料（2 人分）
鶏豚バラ肉 ( 薄切り ) .......................... 150g
ナス ..........................................................2 本
ポン酢 ..............................................大さじ 1
有塩バター ..............................................10g
大根 ....................................................... 150g
小ねぎ ( 小口切り ) ................................ 適量

大根おろしに使用する大根は、上部を使用すると甘
みがあるのでおすすめです。ナスのアクが気になる
場合は、水に 5 分ほどさらしてからお使いください。
調味料の加減は、お好みで調整してください。

作り方
準備 . ナスはヘタを切り落とします。
1. 大根は皮をむいてすりおろし、水気を切ります。
2. ナスは縦半分に切り、乱切りにします。豚バラ肉は 3cm 幅に切ります。
3. 熱したフライパンに有塩バターを溶かし、2 の豚バラ肉を入れて中火

で炒めます。豚バラ肉に火が通ったら、2 のナスを加えてさらに炒め
ます。

4. ナスに火が通ったらポン酢を入れて、中火で炒め合わせ、全体に味が
なじんだら火から下ろします。

5. お皿に盛り付け、1 をのせ、小ねぎを散らして完成です。

身近にあるもので家族が喜ぶ簡単おうちごはん

おいしくたべよ
と作ってパッパ

きちんとおいしく作れるレシピ

パパッとつくっておいしくたべよ
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　新年明けましておめでとうございます。本年もパソナはお
仕事探しのパートナーとして、求職者の皆様をサポートさせ
ていただきますので、昨年同様のご愛顧を賜ります様お願い
申し上げます。
　新しい年を迎え、新しいことに挑戦しようと考えている方
もいらっしゃるのではないでしょうか？目標を達成するに
は、ある程度現実を見ながら目標を立てることが必要となり
ますが、それには自分自身の学習傾向を理解することが重要
です。人は五感を使って情報を理解しますが、物事を習得す
る際に、自分がどの感覚が優位なのかを知ることで、その傾
向に合わせ、効果的な学習方法を取り入れることが可能とな
ります。これは、新しい仕事を覚える際にも活用できますの
で、自分がどのような方法で物事を覚えるタイプなのかは、
ぜひ認識しておきましょう。

1. 視覚型 
視覚を使って情報を処理するのが得意なタイプです。
チャート、ダイアグラム、地図などの目で見えるものを
利用することにより、効率的な学習ができます。

2. 聴覚型 
聴覚を使って情報を処理することに優れているタイプで
す。口頭での指示、講義、ポッドキャストなど、話す言
葉に順応します。

3. 体感覚型 
自分自身でものをこなすことで、情報をよりよく処理す
ることができるタイプです。デモンストレーション、ロー
ルプレイなど実際に体験してみることで効果的に学習が
できます。

　学習と一言で言っても、人によって覚え方は様々です。聴
覚型の人は綺麗に要点をまとめたノートを繰り返し見ること
で、記憶することができるのに対し、聴覚型の人は話の途中
でメモをすることで思考が断たれるため、基本的にはメモは
取らず、何度も繰り返し言葉に出すことで覚えます。体感覚
型の人はその時に感じた感覚をざっくりメモし、要点を何度
も書いて覚えるという特徴があります。優位感覚が異なれば、

これだけインプットの方法も異なります。
　また、優位感覚の他に、一人でコツコツと勉強をした方が
効果的なのか、または他の人と一緒に情報交換しながら勉強
した方がスムーズに覚えられるかも認識しておくと良いで
しょう。

A. 社会型 
他者と協力をすることで情報を上手に処理できるタイプ
です。チームと交流することで自分のスキルをよりよく
理解することができます。

B. 孤独型 
独立して情報を処理することが習得につながるタイプで
す。強い自己動機付けと自己管理能力を発揮することが
あります。

　自分を知る、ということは基本的なようで、見逃しやすい
ことでもあります。新しいことを始める前にまずは自らを理
解し、自分に合った学習方法で、効果的にスキルをつけてい
きましょう。

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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応援者のビザオプション
　新型コロナの影響で労働者不足が続いており、特に製造業
から技術者の採用が非常に難しいという声をよくききます。
また、退職者も増えているようで、生産にも支障がきたされ
ている様子がみられます。現地社員の採用困難のため、生産
計画に支障がでないように、駐在員が退職者の穴埋めをした
り、また、日本からの応援者を派遣したりする傾向がみられ
ます。そこで注意すべき点について解説します。

　E や L などのビザで入国した場合、役員職、管理職、専門
職のいずれかのカテゴリーでビザを申請していますので、渡
米後も申請したカテゴリー内の職種に従事しなければなりま
せん。職務内容が変更する場合は、事前に訂正申請が必要か
判断しなければなりません。
　例えば、移民局からの監査が入り、管理職で申請した駐在
員が退職した労働者が担当していた機械を操作していれば、
申請内容を偽ったと判断され、滞在資格を取り消される可能
性もあります。同じような職種への変更で、職務内容もさほ
ど変わらない場合、訂正申請は不要ですが、新しい職務内容
が現在の職務と大幅に異なる場合は、事前に訂正申請をし、
承認されていなければなりません。
　例えば、専門技術職から部下付きの管理職に変わる場合、
或は管理職から専門技術職に変わる場合などは事前の訂正申
請が必要となります。ただし、専門性を持たない単純作業は
ＥやＬビザの専門技術職としては認められないので注意が必
要です。

　日本から応援者が来る場合、よくビザ免除プログラム
（ESTA）を使って入国する例がみられます。ESTA とはオンラ
インで申請できる電子渡航認証のことで、オンラインで個人
情報の登録を行えば、短期商用・観光目的で入国し、一回に
最長で 90 日まで滞在することができます。ただし、一年間
に合計で 180 日以上滞在することはできません。ESTA で入
国した場合、アメリカでの活動内容は取引先との会合、会議
参加、契約交渉、現場視察などに限られます。
　ESTA で入国してアメリカ国内で就労したり、賃金をもらっ
たりすることはできません。従って、日本から応援者を呼ぶ

場合、アメリカで何をするのかを明確にし、例え短期間の滞
在であっても、アメリカでの活動が”就労“ととらえられる
ような内容であれば、ＬやＥなどの就労ビザを取得してから
入国したほうがよいでしょう。

　ESTA での入国を試みて、入国時に就労目的を疑われると、
第 2 次審査室に連れて行かれます。入国官によっては、アメ
リカの訪問先に電話をかけて旅行者の入国目的を確認するこ
ともあり、本人の陳述とアメリカ訪問先担当者の回答内容に
相違があったり、また本人の回答が矛盾していたりした場合
などは、入国を拒否されます。
　同じ入国拒否でも、入国官の質問に正直に回答した結果、
目的にあったビザを取得するように言われた場合は、単なる
入国拒否となり、将来目的に合ったビザを申請して入国する
ことができます。
　もし、入国官の質問に対して虚偽の陳述をしたと判断され
ると、将来入国禁止という判断を下されることがあります。
この場合、却下内容によっては、将来ビザを申請する際に入
国拒否理由の免除の申し立てるウエイバー申請を提出するこ
とも可能です。免除審査に通常２～３か月ほどかかります。

　ESTA での入国を拒否されたら、将来 ESTA の申請はできな
くなりますが、他のビザを申請することはできます。就労を
伴わない短期訪問目的であれば、ESTA の代わりに B1/B2 短
期商用・観光ビザを申請することはできます。
　B1/B2 短期商用・観光ビザは、日本国籍保持者であれば通
常 10 年間有効なビザスタンプを発行してもらえます。入国
時は入国目的に応じて一回に 90 日から 180 日以内の滞在資
格をもらうことができます。ESTA とは異なり、B1/B2 ビザ
保持者は、正当な理由があれば米国内で滞在資格を延長する
ことができます。
　就労ととらえられるような渡米目的であれば、E ビザ、L
ビザ、H1B ビザなどの就労ビザを取得したほうがよいでしょ
う。従って、日本からの短期出張者は、入国目的に応じたプ
ログラムやビザ種類を選択して入国することが賢明といえる
でしょう。

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

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

雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士

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

アイアイアイ キャリアからの
お知らせ
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我楽多横丁こぼれ話◎野呂利　歩

　主は彼を外に連れ出して言われた。「天を仰いで、星を数える
ことができるなら、数えてみるがよい。」そして言われた。「あ
なたの子孫はこのようになる。」 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創世記 15 章 5 節
 
　神様は、アブラハムを祝福すると言われました。その時、彼
はすでに高齢でした。子どものいない彼は、狭いテントの中で、
その祝福とは一体どういうことかと、戸惑った顔をして座って
いたことでしょう。神様は、そんなアブラハムを外に連れ出し
て「天を仰いで見なさい。」と言われました。夜空には数えきれ
ない星が輝いていました。　
 
　神様がアブラハムの視界をテントの狭く低い天井から大空へ
と移されたのは、彼が神の目的と計画による広大で無辺な思い
の内に生き、活動するようにと望まれたからです。
 
　神様が人を導かれる時はいつもこのようです。神様は、私た
ちを狭苦しいテントのような所から、屋外に連れ出して下さい
ます。広々とした場所に立たせて、人の限界を、もっと広く高
く望ませ、可能性が広がっていくように導いて下さいます。天
が地よりも高いように、神の思いは、人の思いよりも高く、神
の道は人の道より高い（貴い）からです。　
 
 　同様に、その思いを、私たちの愛に当てはめるとどうでしょ

うか。私たちの愛は、狭いテントの様な囲いの中に閉じ込めら
れるほどの小さいものではないでしょうか。それとも、大空に
際限なく広がっていくものでしょうか。私たちの愛は他人のた
めに祝福を求めて大空のように行き渡っているでしょうか。そ
れとも、自分の利の追求のみに骨身を費やして、利己というテ
ントの中を満たしているほどのものではないでしょうか。
　また、私たちの祈りはどうでしょうか。私たちの祈りはどれ
ほどに大きいものでしょう。私たちの祈りは広く高い大空の中
で働いているでしょうか。私たちの祈りの領域は、地の果てま
でも含まれているでしょうか。果たして、私たちが大切に守っ
ているテントは、それら諸々の祈りを包含するのに足りる大き
さでしょうか。　
 
　聖書の神様は『天を仰いで見なさい』と言われます。聖書は、
信仰により、私たちが神様との繋がりがある以上、私たちの愛
と希望、そして、祈りの展望は、大空のように広大であると教
えています。神は、誰にも惜しみなく愛を注がれる御方です。
私たちのこころ（思い）の領域を広げて、私たちの為に立てら
れた、神の素晴らしいご計画を信じて、小さいテントの中から
出ていき、大きい希望を抱いて活動する事ができますように。
　神は愛です。　私たちは愛されています。　
 
2023 年も神様の祝福に満ち溢れた新年となりますように。　
Happy New Year ！

　ロシアのウクライナ侵攻は、コロナ騒動とともに 2020 年代
初頭の歴史的転換の大事件として振り返ることになろう。コロ
ナのそれは社会システムの変革であり、ウクライナ侵攻は国連
主義の実質的瓦解である。

　ウクライナ侵攻とその後の進捗状況に、それまで声高に国連
主義を叫んでいた識者や政治家がすっかり鳴りを潜めてしまっ
た。「この紛争に対し、国連憲章を尊重して慎重に対処すべきだ」
と、もっともらしいセリフを吐いていた政治家や知識人と言わ
れる人々は今回の侵攻に対し沈黙するばかりである。

　そもそも国連とは、第二次世界大戦後に戦勝国５か国が中心
となって日独伊を監視下に置き、併せて世界秩序をコントロー
ルするために作った機関である。５か国のみ拒否権を持つのは
その為だ。そのことを忘れてはいけない。

　当初から国連は極めて脆弱な基盤の上に成り立ってきた。そ
れは常任理事国五カ国は大きな紛争は起こさない（だろう）、と
いう前提があったからだ。５カ国以外が紛争を起こした時は、
国連決議と称して採決して当該国に圧力をかけ、都合が悪い時

は５か国のいずれかが拒否権を行使して決議を無力化する（多
くは中国とソ連＝ロシアだが）。この繰り返しで最近まで何とか
国際紛争をのりきり、体面を保ってきたのが実情である。

　近年の紛争で無力な国連をさらけ出したのは、息子ブッシュ
による第二次イラク戦争だ。国連はイラクに対し大量破壊兵器
破棄を決議し、イラクは破棄したと宣言したが、国連監視団に
よる現地査察を拒み続けた為に大きな疑惑を生んだ。アメリカ
は一応国連での手続きとして「最後通牒」決議を採択し、イラ
クが無視したことを受け、「大量破壊兵器有り」との御旗を掲げ、
イギリスと共にか侵攻した。
　結果は大量破壊兵器は破棄されていたのだが、当時のフセイ
ン大統領は、イラクが大量破壊兵器を持っていると思わせるこ
とが周辺敵対諸国に対して抑止力になると考えた。このトリッ
クで侵攻を招き、自身は処刑された。

　イラク侵攻はアメリカの無理押しではあるが、それでも何と
か国連での茶番的手続きを踏んだ。ところがロシアのウクライ
ナ侵攻はそれさえもない。国連などクソくらえなのだ。五カ国
が道を外せば国連はなす術がない。これが現実だ。

野呂利　歩

国連主義の虚しさ

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

（37）
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 持って生まれてくる学習能力
　子どもの潜在能力には、それほど個人差はありません。得意
分野は、能力のどの部分が引き出されるかによって決まるので
す。また、子どもの能力の発揮の仕方は、個性（抑制型・非抑制型）
や親の関わり方に大きく関係しています。教えられたわけでも
ないのに、人間には誕生直後からおっぱいが吸えるというよう
な能力以外に「PDS サイクルシステム」という学習能力が備わっ
ています。
　子どもは自らプランを立てて、実行し、それを評価します。
そして、その評価に基づいて知識を得て、プランを立てる力を
増していきます。そしてまた、得た知識をもとに次のプランを
立てる・・・。PDS サイクルシステムを働かせながら（学習能
力を発揮しながら）どんどん成長していくというわけです。
　PDS サイクルシステムについて少し説明しておきます。人
間は、赤ちゃんの時から「Plan（予測・プラン）→ Do（実行）
→ See（評価）」という思考経路をたどって学習能力を発揮して
いきます。例えば、小さな子どもが棚の上のおもちゃを欲しい
と思ったとします。予測を立て実効してみたけれど、実際には
とどかなかった。結果を自分で評価し、新しい予測・プランの
ための知識を得る。これが学習能力です。
　次に抑制型 / 非抑制型とは、どういうことでしょう。抑制型
の子どもは、慎重でなかなか新しいものに手を出そうとしない
けれど、いったん始めるとじっくりと取り組むことができるタ
イプです。反対に、非抑制型は比較的何にでも気軽に取り組め
るけど、その分興味があちこちに移りやすく、気分の切り替え
が上手な子どもです。

親の捕らえ方でずい分違う子どもの個性
　親もいろいろですから、同じ個性でも捕らえ方がさまざまで
す。例えば、わが子が友だちと遊んでいる時、友だちが自分の
おもちゃに興味を示しているのに手放そうとしない場面で、親
が「この子は我が強くて、どうせ聞かない」と考えるか「納得
すればちゃんと貸してあげられるし、嫌なことには“嫌だよ”っ
て言えるわ」と別のとらえ方をする余裕をもてるかどうかは、
子どもにとっては大違いです。
　マイナスの先入観をもたないで、肯定的にわが子の個性をと
らえ、そのタイプに合った関わり方をするほうがやはりいいで
す。子どもは親のとらえている方向に育っていくものなのです。

親の「育てる力」を高める（親は子どもの応援団）
　子どもは自ら「育つ力」をもっていますが、それを最大限に
引き出すのはやはり親の「育てる力」にかかっています。子ど
もがいきいきと「育つ力」を発揮するということは、自分でスムー
ズにＰＤＳサイクルシステムを働かせている状態だといえます。
　成長するのは子ども自身。親が代わりに「成長してあげる」
ことはできませんから、親の役割はいかに本人をその気にさせ、
やる気を引き出すかなのです。そのためには子どもの個性をよ
くつかんだ上で、その子が納得して気持ちよく取り組めるよう
な対応をしたいものです。
　例えば、抑制タイプの子に親の考えをストレートにぶつける

のは、あまり効果的どはいえません。まずは本人の気持ちを聞
いた上で親の期待を伝えて、対等に話し合います。子どもが自
分で決めたことには粘り強く取り組めるでしょう。
　反対に、非抑制タイプの子には、親の意見や期待をストレー
トに伝えも大丈夫です。積極的にのせてあげれば、だいたいの
ことは達成できます。一方で、深く追求するのは苦手かもしれ
ないので、継続して声をかけてあげましょう。もちろん、タイ
プは時期や状況でも変化するので、わが子のいい面に着眼する
材料として見てください。

子どもが能力を発揮するために
　子どもに何かを働きかける時、または何かを教えたい時、以
下のような方法が有効です。ポイントは親が先回りして教え込
むのではなく、面倒でも子どもが自分でいいプランを立てられ
るように導くことです。子どもは自分から「やってみたい」と
思うときに、一番のびるのです。では働きかける（きっかけを
与える）には次のようなポイントがあります。
◎ 子どもに興味をもたせる・・興味を示しそうなものを用意し

ておくことで、「これ何？おもしろそう」と気づかせます。
最初から「これをしてね」と指示しないで、“自分で気づいた”
と思えるように誘導しましょう。

◎ 母親も楽しむ・・子どもと一緒になって取り組み、母親自身
も楽しんでいる時には、親子の関係は良好です

◎ 子どもに考えさせる・・教えてしまえば早いと思っても、が
まんしましょう。こどもが考えてい
る時は、急がしてペースを乱さない
ように。「どうするんだっけ？」と
子どもに考えさせるのもいいです
ね。

　「子育ての目標は子どもの自立」だと
いうことを常に忘れずに、子どもの育
つ力を信じゆったりと接してあげてく
ださい。そうすれば、子どもたちは自
信をもって、自立に向かって大きく成
長していってくれるでしょう。

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☺
子どもには『育つ力』がある ( 自立した人間に育てるために )
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　新年明けましておめでとうございます。今年もアトランタ矢
島カイロプラクティックをよろしくお願いいたします。
　昨年は、だいぶコロナ禍も収まり 3 年ぶりのジャパンフェス
トが開催されたりと、お陰さまでとても忙しく充実した 1 年に
なりました。今年も地域の“健康よろず相談処”として皆さま
の安心基地になれるよう精進して参ります。
　また、当院スッタフのフィットネス＆ウェルネスコーディネー
ターの田口は、通常業務のかたわら勉強を重ね、昨年 8 月には
エンザイムセラピーの修了認定試験に合格、ヘルスケアプロバ
イダーの資格を取得しました。筋肉や骨格など体の外側のフィ
ジカル面だけでなく、機能栄養学や内臓の働きなど体の中から
も健康になる知識を得たことで、彼女はより自信を持って患者
さんへのアドバイスや治療ができるようになりました。今年の
田口に乞うご期待です！
　新年を迎え気持ち新たに、私もオフィスももっとステップアッ
プしたい、そのために何が必要か…2023 年の私の抱負は「伝
達力の向上（英語多め）」です。
　渡米約 20 年、アトランタのライフカイロプラクティック大
学で 4 年半学び、修士・博士課程を卒業。米国国家試験をパス
しカイロプラクターとなり、このオフィスを開業してもうじき
15 年になります。QSM3 というカイロプラクティック業界では
新しいテクニックでの治療、QSM3 の創始者ドクター・フリー
ドマンの一番弟子という立場を長年続けてきた結果、ありがた
いことに最近ではセミナーでの講師依頼をいただくようになり
ました。
　しかし、元来、あがり症で日本語でも人前で話をするのが苦
手な上、英語でのレクチャーはあまりにもハードルが高くお断
りすることも少なくありません。ですが、最近、せっかく声を
かけていただいたのに、私のつまらない苦手意識のせいでより
多くの方に良い姿勢の重要性や健康の大切さを説く機会を自ら
手放していると思うようになりました。
　オフィスに来院してくださる患者さんの治療が最優先なのは
もちろんですが、健康の大切さ、特に予防医療にはカイロプラ
クティックがとても有効であることを、まだカイロプラクティッ
クを知らない皆さんにお伝えすることもカイロプラクターであ
る私の大切な役割です。コロナ・パンデミックを経験し、ます
ますその想いは強くなりました。
　カイロプラクターになる前、日本での柔道整復師時代から合
わせると医療従事者となって約 25 年。齢 50 を過ぎ、自身の社
会的・職業的の存在意義（アイデンティティ）や職業的社会貢
献について考えるようになり、カイロプラクターとして健康寿
命や予防医学の大切さを皆さんに知ってもらいたい、啓発しな
ければという想いが年々強くなっています。まさに五十にして
天命を知るです。
　「伝達力の向上」とは、つまり伝える力を鍛える、相手への共
感力をもつ、ということだと思います。共感力はセミナーでの
スピーチのみならず、普段の診察、治療にもとても重要です。
患者さんの痛みや辛さに共感できなければ、適切で的確な治療
はできません。
だからこそ、今年はスピーチや英語のコーチングを受講したり、

我が子たちの学校ボランティアに積極的に参加して新しいコ
ミュニティでの活動など、具体的に動き出す決意です。もちろん、
セミナーの講師依頼も受けていくつもりです。少々恥ずかしい
ですが、こうして誌面で今年の抱負を皆さんに宣言です！
　2022 年の挑戦は人生初のフルマラソンでした。2023 年は「伝
達力の向上」。挑戦できる環境に感謝して、一歩一歩前進してい
こうと思います。

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

抱　負
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質問：フッ素のほかに虫歯予防に効果的なものを教えてください。

回答：フッ化物の応用は虫歯予防として周知されていますが、キシリトールも虫歯予防として多用されています。

　日本歯科医師会のウェブサイトに、キシリトールについて日本歯科大学 生命歯学部 高齢者歯科学の羽村章教授が書い

た記事がありましたので抜粋してご紹介します。

口腔の健康を保つ手段として最も重要なことが 4つあります。
　①　歯を磨く（ブラッシング）

　②　フッ化物配合歯磨き剤を上手に使う（フッ化物の応用）

　③　発酵性の食品が口に中にとどまる時間を短くする（正しい食生活）

　④　これらの手段がきちんと機能しているかチェックする（定期的歯科健診）

　それでは、キシリトールはこれらのどこに位置するのでしょうか。キシリトールを使う（食べる、摂取する）ことは、

前述の健康な歯を守る方法に取って代わるものではありません。ただし、キシリトールを常用することは、これらの手

段の効果を著しく向上させます。

キシリトールの主たる効果は、虫歯菌の活動を弱めてくれることです。
　私たちの口の中に存在する「ミュータンス菌」は、虫歯の原因となる細

菌です。ミュータンス菌は、糖分をもとに「酸」を作り出します。この酸

が、わたしたちの歯の表面を少しずつ溶かし、虫歯にしてしまいます。し

かし、キシリトールはミュータンス菌に取り込まれても、酸が産生されま

せん。また、ミュータンス菌に取り込まれたキシリトールは、ミュータン

ス菌の活動を弱める働きをしてくれます。また、キシリトールは歯垢を剥

がしやすくするため、ブラッシング効果を上げますし、フッ化物と一緒に

使うことにより、歯を硬くする効果を向上させます。そのため、キシリトー

ルを使ったむし歯予防法は、「追加型むし歯予防法」と呼ばれています。

　キシリトールの効果が期待できるお菓子は、ガムかタブレット（錠菓）に限られます。これ以外のお菓子や食品、例えば、

ケーキやジュース類にキシリトールが含まれていても、むし歯予防の効果は期待できません。なぜなら、ガムやタブレッ

ト以外でキシリトールが口の中に長くとどまるものがないからです。

　また、これらのお菓子には、キシリトールができるだけ高濃度（50％以上）で含まれているこ

とと、砂糖などの発酵性の甘味料が含まれていないことが必要です。ですから、「シュガーレス」

表示を確かめるか、パッケージの成分表示をよく見て、糖類が 0 ｇであることと、糖質中におけ

るキシリトールの割合が 50％を超えていることを確認してください。

　むし歯予防効果を十分に発揮させるためには、高濃度キシリトール配合のガムかタブレットを

1 日 3 回、3 カ月以上続ける必要があります。むし歯になりやすい方には、特に効果的と考えら

れます。

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

フッ素以外で虫歯予防
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医療ダイエット
 　食事制限も運動も不要の、我慢も無理もいらないダイエット
の新しい選択肢！医療ダイエットをご紹介します。

　昔に比べて体重が落ちにくくなった、おうち時間が増えて、
最近、ゴロゴロしがち、つい食べ過ぎると、すぐに体重が増え
るなど、悩んでいらっしゃいませんか？実はそれ、痩せるホル
モンが原因かもしれません。
　私たちの体内にもともと存在している痩せるホルモン（GLP-
1）は、満腹感を持続させる作用や血糖値上昇を抑える作用など
があり、太りにくい人ほどこの痩せるホルモンの分泌量が多い
ことがわかっています。

　今注目されている医療ダイエットは１週間に１度、抗肥満薬
として承認されている皮下脂肪注射を受けるだけで、自然に体
重が落ちていきます。医学的な根拠もあり、とにかく簡単、効
果があるので続けやすいというわけ。痩せやすい体へ体質から
改善していきます。
　「自然に食欲を抑える」「血糖値の上昇を防ぐ」効果があるた
め、無理をせずダイエットに取り込むことができます。あわせて、

「脂肪を分解、脂肪肝を防ぐ」ため「筋肉は維持したいがピンポ
イントで脂肪を落としたい」方にお勧めです。

　痩せるホルモンは、脳内にある食欲をつかさどる神経に対し
て食欲を抑えるように働きかけるホルモンです。日本では糖尿
病の治療薬、アメリカでは抗肥満薬として承認されており、医
学的にも安全なお薬です。
　無理な食事制限やハードな運動によるダイエットではないた
め、ストレスを感じにくいダイエット方法となります。まだ、
ダイエット後に普段より多く食べてしまうこともなく、逆に少
ない食事量に体が慣れていくため、体重がキープしやすくなり
ます。

　食事量が減る理由は、次の食事の前になっても空腹感がそこ
まで強くならないということで、満腹感も食後長く続きます。
そして、食事に対する渇望が小さくなり、食事のことを考える
頻度が減って、食事量のコントロールがしやすくなったと感じ
るという結果でした。
　また、高脂肪で甘くないもの」を食べる量や、食べたい気持
ちが低下したとのこと。ただし、「 低脂肪で甘いもの」を食べ
る量や、食べたい気持ちは減らなかったとのことです。
　食べることへの渇望が、低下して食行動へのコントロールが
できるということは、自身の食生活を見直すきっかけを作るこ
とになり、食生活の改善のきっかけを作ることになります。

　年齢を重ねるごとにお腹は脂肪がつきやすくなる部位です。
さらに、その理由は男女でも違いがあります。
　女性の場合は、40 代後半から、加齢や閉経により、女性ホル
モン（エストロゲン）が減少します。エストロゲンが減少する
と、内臓脂肪が増加して上半身蓄積型に移行します。それにより、
臀部や大腿部といった下半身の脂肪より上半身の皮下脂肪の割
合が多くなることがわかっています。
　男性の場合は、男性ホルモン（テストステロン）は 20 代後
半をピークに分泌が減り、筋肉が衰え脂肪を蓄えます。蓄積さ
れた脂肪が更に男性ホルモンを減少させ、筋肉が衰え、脂肪が
増える悪循環に陥ります。つまり、加齢とともにお腹に脂肪が
つくのは、ホルモンが原因のため、 避けることが難しいという
ことです。

　「簡単！〇〇するだけ、1 週間でお腹やせ」などお腹だけにス
ポットを当てたダイエット方法で、実際に部分痩せに成功した
という事例は数多く紹介されていますが、これは全身が痩せた
結果その部分も細くなったに過ぎません。
　お腹の脂肪は、皮下脂肪型と内臓脂肪型の２種類に分けられ
ます。2 種類のうち、見た目に影響しやすいのは、皮下脂肪で
すが、脂肪を落とそうとダイエットや筋トレを始めると、まず
先に落ちるのは内臓脂肪。次に、皮下脂肪が落ちます。皮下脂
肪の中でも最後に落ちるのが、腰周りやお腹周りです。

　せっかく目標体重に到達できてもキープできなければ意味が
ありません。ダイエットは継続しやすいということが、成功の
カギだと思います。ダイエット＝健康維持です。それは生きて
いる限り、ずっと続きます。そうなれば当然、 安くて続けやす
い方法が一番。
　今まで散々我慢を重ねてきたのに挫折してしまったダイエッ
トが、この医療ダイエットでいとも簡単に食欲をセーブでき、
体重が落ちていく気持ちよさを、是非多くの方に実感していた
だきたいです。

メディカルコラムKuraoka
Clinic

MONTHLY NEWS LETTER for HEALTH

メディカルコラム◎倉岡クリニック
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The Japan-American society of Georgia
ジョージア日米協会・年次晩餐会

　去る 12 月 14 日 ( 木 ) ピドモント・ドライビング・クラブにて、ジョージア日米協会（JASG）主催の第 44 回年次晩餐
会が催されました。在アトランタ日本国総領事館の竹内総領事をはじめとし、会場には約 250 名の参加者が集まり、恒例
のサイレントオークションや JUNKO FUJIYAMA さんのピアノ演奏とともにディナーを楽しみました。
　今回はアトランタ日本国総領事館に着任されました前田未央総領事をお迎えし、共に今年度を振り返り、来年 2023 年度
をお祝いをいたしました。
　恒例の晩餐会は、アトランタの異文化理解交流の場となっており、ジョージア州でビジネスを行う日本人リーダーの方々
をはじめ、州内の米系企業はもとより日本でビジネスを展開する米系企業の方々等が参加されております。
今後の協会の活動等に関しては、ジョージア日米協会のホームページ：http://www.jasgeorgia.org/ 又は、404-842-1400
までお問合わせください。

年次晩餐会◎ジョージア日米協会
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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】 物事の良い面をとらえることがで
きて、何事にも前向きに取り組めるポジティ
ブな気を発揮できそうな気配です。そうい
うときは、対人運でも良い結果が得られそ
うです。出掛けた先で素敵な出会いに恵ま
れる可能性が高いでしょう。

【恋愛運】 異性に対してに限らず、軽はずみ
な行動は控えましょう。気のない異性にも
良い顔をして、あらぬ誤解を与えてしまわ
ないようにしましょう。同時に、本命にま
で誤解される可能性があるので、言葉に重
みを置くようにしてください。

【金　運】 ストレス解消、健康維持のために
お金を使うようにしてください。大いに活
かされたお金になるでしょう。金運自体は
高くも低くもないので、波は感じないでしょ
う。

♥ 幸運日： 4　18　27
× 危険日：8　14　22

【全体運】 人気が高まって高評価を得られそ
うな気配です。特に目上の人たちから良い
印象を持たれがちで、あなたのセンスや才
能、人柄や性格が高く評価されることでしょ
う。おごったり自信過剰になったりせず、
期待に応えるにはどうすれば良いかをもっ
と工夫して、前向きな言動を心掛けるよう
にすると良いでしょう。

【恋愛運】 パートナーがいる人は、良い関係
を保ちつつ進展も見られそうな良い運気を
しています。シングルの人も、良い出会い
に期待が持てそうです。

【金　運】 気が付いたことは、すぐに行動に
移すようにしましょう。あれこれ考えてい
るうちに、せっかくのチャンスを逃す結果
になってしまうかもしれません。

♥ 幸運日： 9　15　28
× 危険日： 3　19　24

【全体運】 注目と飛躍の月になりそうな気配
です。あなたの周りに人が集まる月といっ
ても良いでしょう。自身も積極的に、人が
集まる場所に足を運ぶと運気は良い状態に
保てるようです。人に囲まれていると、楽
しい出来事に見舞われそうです。

【恋愛運】 人との関係を良好にするように心
掛けましょう。同性から嫉妬されることも
ありそうで、その際は要注意です。他者の
悪意にも敏感になっておき、避けられるト
ラブルは避けましょう。

【金　運】 厳しめの競争に巻き込まれそうで
す。意図した道と違う道に放り込まれ、や
むなく他者と争う結果になることも多そう
です。お金の運気はあまり良くなく、ツキ
に見放されていると感じることもありそう
です。

♥ 幸運日： 6　16　24
× 危険日： 9　19　28

【全体運】 夢や希望に満ちあふれる好調な月
になりそうです。新しい趣味、興味の対象
を見付け出して、やる気が湧いてきそうな
気配です。気持ちと体調のバランスが良く、
思った通りに行動できて、思った通りの結
果を手にすることができるでしょう。

【恋愛運】 高めの恋愛運をしています。特に
自分の良いところを発信して、魅力を相手
に感じさせることに優れているようです。
自分が一番良く見える角度、ポジションを
わかっており、気持ちの上でも余裕を持っ
ていられるようです。

【金　運】 金運が徐々に下降、月の最後にや
や上昇に転じる、そんなグラフを描きそう
です。大きな買い物は月の早いうちに済ま
せておき、その後は冒険心もギャンブル心
も起こさせないようにしておきましょう。

♥ 幸運日： 2　16　28
× 危険日： 6　13　24

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】 気持ちを上手く切り替えることが
できるかどうかが大切でしょう。人の目を
気にする傾向が強く出てしまうようで、もっ
と自分に自信を持ち、人前でも自分を出せ
るように心掛けると良いでしょう。

【恋愛運】 見てないようで、実はあなたのこ
とを誰かが見ています。周りへの気配りな
どで、あなたの評価は一気に上昇するでしょ
う。それを見て、目上の人や知人からあな
たがフリーかどうかの探りを入れられるこ
とも。

【金　運】 金運は低空飛行です。期待せず、
節制に気を配っておきましょう。お金の面
で他人に良いところを見せようと虚勢を張
ることは禁物です。我慢と忍耐、他人と比
べず自分との戦いになると割り切っておき
ましょう。

♥ 幸運日： 5　18　23
× 危険日： 10　15　27

【全体運】 変化が開運を呼び込むようです。
イメージチェンジに向いていると言えそう
です。これまでの趣味とは違う服を買って
着たり、思い切ったヘアスタイルにしてみ
たり、自分の中の変化を楽しみながら取り
入れていきましょう。

【恋愛運】 恋愛のスピードは良い方へ向かう
も悪い方へ向かうも早いでしょう。出会っ
てすぐに交際へと発展することもあれば、
交際がスタートしてすぐに別れることにな
るなど、意識して関係をゆっくり進行させ
るのもありのようです。

【金　運】 貸していたお金が戻ってくる月。
臨時収入も得られそうで、金運は好調と言っ
ても良いようです。だからと言ってあれこ
れ出費に充てては問題も発生します。自分
の中でのラインを決めておきましょう。

♥ 幸運日：7　16　25
× 危険日： 2　19　29

【全体運】 なにかを決断するとき、行動を決
めるとき、自分の内面から聞こえてくる声
にじっくりと心を傾けると良いでしょう。
本当にそれは必要なことなのか、手に入れ
るべきものなのか等々。自問自答が正解へ
の道を示してくれます。

【恋愛運】 パートナーのいる人は、相手に満
足感を感じなくなってしまう危険な兆候が
出てきそうです。シングルの人は、独りの
時間が長かったことで、恋人ができても最
初はギクシャクした関係になりそうです。

【金　運】 やや持ち直す金運ですが、この 1
月は思った以上に出ていくお金が多くなり
そうです。無駄金ではないので、後々効果
的な結果をあなたにもたらすでしょうが、
出て行くときは損をしたような気持ちにな
るかもしれません。

♥ 幸運日： 3　15　26
× 危険日： 9　17　29

【全体運】 他人からなにかと頼りにされるよ
うな月をしています。ですが直感も冴え、
行動力も発揮できることから、難しそうな
頼まれ事であっても期待以上のレベルで結
果を出すことができるでしょう。

【恋愛運】 心が広くなっているので、いつも
ならイラっとするようなパートナーのわが
ままも、この月は許してしまえそうです。
良い関係が継続できるでしょう初対面の人
のマイナスポイントにも目をつぶることが
できるので、縁は結ばれやすいと言えそう
です。

【金　運】 金運は好調に推移しそうです。大
きな買い物も向いているようで、さらにい
つも以上のポイントなどもゲットして嬉し
いことが続きそうです。

♥ 幸運日： 8　16　25
× 危険日： 2　11　28

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

【全体運】 何事においても “ ほどほど ” に済
ませるのが、運気を保つためには良いよう
です。無理をしたり、逆に気を緩め過ぎた
りするのではなく、何事も余力を残して終
わりにするよう心がけてみましょう。

【恋愛運】 パートナーがいる人は要注意で
しょう。意図せずして、相手を振り回して
しまう結果になりそうです。笑って許せる
ような内容なら良いでしょうが、ときには
破局につながるような決定的なひと言を投
げかけているかもしれません。

【金　運】 気軽に始めたこと、無欲で始めた
ことで吉のようです。趣味延長で始めた副
業、ちょっとしたつなぎで始めたアルバイ
トなどで、意外に良い結果を得られるよう
な気配です。

♥ 幸運日： 2　18　24
× 危険日： 8　14　28

【【全体運】 割と境遇の近い人との出会いが
ありそう。出会い運、対人運は高いので、
良い出会いになる傾向が強いようです。結
ばれた縁を大切にすると、長く続く良縁に
なってくれそうで、あなたのピンチのとき
には助けてくれることになりそうです。

【恋愛運】 恋愛運は高くもありませんが低く
もなく、行動次第でどうにでも上下するよ
うです。思い切った行動は吉で、好きな異
性にはあなたから動いて意思を示すように
しましょう。

【金　運】 ネットショッピングで、思わぬ掘
り出し物に出会えるかもしれないので、買
い物には時間をかけるのが良いようです。
交際費が出ていく暗示もありますが、特に
歯止めはかけないで良いかもしれません。

♥ 幸運日： 6　18　25
× 危険日： 1　13　21

【全体運】 色々な束縛やしがらみから抜け出
したいと強く願う月になりそうです。これ
までなら気合いで乗り切っていたようなこ
とも、なんだか精神、肉体両方で負担に感
じて窮屈感を味わうようです。知り合いの
いない、周囲の目を気にしなくて済むよう
な場所に足を運び、心身ともにリラックス
してみると良いでしょう。

【恋愛運】 恋愛運は徐々に上昇していきそ
う。それに伴うように、恋愛に対しての意
欲も湧いてくるようです。自分からアクショ
ンを起こそうという意欲も湧いてきて、積
極的になれそうです

【金　運】 他人を助けるのは吉。困っている
人がいれば、率先して手を差し伸べてあげ
ましょう。そこからの見返りが、意外に大
きいことも多そうです。

♥ 幸運日： 7　17　25
× 危険日： 3　14　29

【全体運】 勢いに乗って色々とできる良い月
のようです。集中力が高まって、あれこれ
同時に進行することが可能になりそうです。
溜まっていること、やらなくてはならない
のに後回しにしていたことを、次々に片付
けるパワーが湧いてきそうです。

【恋愛運】 とても良い恋愛運をしています。
人を喜ばせることが自然にできるので、パー
トナーとの関係が良い方向へと進みそうで
す。あなたの本来の良さが発揮されて、色々
な人を勇気付けることもありそうです。

【金　運】 光熱費、交際費などの日常的なお
金で、やや出て行く分が多くなってしまう
傾向にあります。節約意識が低下している
ようで、今一度気を引き締めておくのも良
いでしょう。

♥ 幸運日： 4　16　27
× 危険日： 9　19　25

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

Harry Potter: The Exhibition
The 200 Peachtree Building, Atlanta, GA 30303
https://atlanta.harrypotterexhibition.com/

 ■ 12 月 22 日－ 1 月 31 日

WildWoods AGLOW
Fernbank Museum of Natural History
767 Clifton Rd NE, Atlanta, GA 30307
https://www.fernbankmuseum.org/

 ■ 12 月 22 日－ 3 月 05 日

Ice Skating Rink at Pullman Yards
TPullman Yards
225 Rogers St, Building 1, Atlanta, GA 30317
https://www.pullmanyards.com/

 ■ 12 月 22 日－ 2 月 14 日

Skate The Station
Atlantic Station
1381 Market St NW, Atlanta, GA 3036
https://atlanticstation.com/event/skate-the-station/

 ■ 11 月 18 日－ 1 月 16 日

Cosplayers on Ice  
presented by MomoCon
Skate The Station
1381 Market St NW, Atlanta, GA 3036
https://atlanticstation.com/event/

 ■ 12 月 22 日－ 1 月 31 日

Tiny Doors ATL Open Studio
Tiny Doors ATL
https://tinydoorsatl.com/

 ■ 1 月 21 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。

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

 ■ 1 月 12 日 - 15 日 
 Sony Open in Hawaii 
 Waialae Country Club,  Honolulu,  HI

 ■ 1 月 19 日 - 22 日 
 The American Express 
 Pete Dye Stadium Course,  La Quinta,  CA

 ■ 1 月 25 日 - 28 日 
 Farmers Insurance Open 
 Torrey Pines Golf Course (South Course),  San Diego,  CA

 ■ 2 月 02 日 - 05 日 
 Farmers Insurance Open 
 Torrey Pines Golf Course (South Course),  San Diego,  CA

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

 ■ 1 月 01 日 ( 日 )　対　アリゾナ 1pm　MLBS
 ■ 1 月 08 日 ( 日 )　対　フロリダ 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。

 ■ 01 月 11 日 ( 水 )　対　ミルウォーキー 7:30pm

 ■ 01 月 16 日 ( 月 )　対　マイアミ  3:30pm
 ■ 01 月 20 日 ( 金 )　対　ニューヨーク 7:30pm
 ■ 01 月 21 日 ( 土 )　対　シャルロット 7:30pm
 ■ 01 月 28 日 ( 土 )　対　ロサンゼルス 7:30pm
 ■ 02 月 09 日 ( 木 )　対　フェニックス 7:30pm

Music

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

 ■ 3 月 27 日 Ed Sheeran
 ■ 4 月 28 ー 29 日 Taillor Swift

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

 ■ 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

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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Theatre

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

 ● 歴史のある FOX 劇場でさまざまなイ
ベントが開催されています。

 ● Broadway Across America
www.broadwayacrossamerica.com

 ■ 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

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

 

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

日本にて学生・研究者用のビザ関連書籍を出版
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　明けましておめでとうございます。
今年もいつものように書きたい事をダラダラと書いていきます
のが、どうか「戯言はつまらない」という意見は編集部に送ら
ないでくださいませ。という事で新年一発目は年末の大会の話
です。

　日本では相変わらずコロナには神経質だが、アメリカではそ
う神経質にならず日常を過ごすようになっているので、カラテ
の大会も普通に開催できるようになった。
　今回はウチからは壮年部ケビン、女子部サバ、少年部ユウト
の 3 人がエントリーした。
　本当はフルコンタクトの部門でフィルがエントリーする予定
だったが怪我のため止むなく欠場。それは運が悪いのではなく
怪我した本人が悪いというのが私の考えなので、その結果を攻
めはしないが、私の彼の評価はマイナス 1 となる。

　大会での私の仕事は主審である。主審の最も重要な任務は選
手にルール内で安全に試合をさせるという事。格闘技の試合で
性善説は通用しない。みんな反則をする可能性があると言う事
を前提にジャッジしなくてはいけない。
　もちろん参加者全員ルールを守って思い切って戦っているの
だろうが、アクシデントで反則になってしまう事が多々ある。
フルコンタクトカラテのルールは顔面へのパンチが反則だが顔
面パンチの反則は一番起こりやすい反則攻撃である。エキサイ
トしたり、身長差があったりするとよくある。

　酷い選手になると負けそうになると反則負け覚悟で故意に顔
を狙ってくる輩がいる。そういう選手には主審が誰よりも近く
にいるので、その危険を察知して、事がおきる前に「絶対やる
なよ」と警告する。その警告を聞かないようだったらその場で
主審権限で失格にするのだ。

　そのくらい選手の安全には気をつけているのに、最初に私に
ついた副審達が全く選手達の動きに反応しないので、第一試合
開始早々私はぶち切れた。
　今思えば、最高師範が副審の経験が浅い黒帯達に、私のチー
ムで副審を経験させたいとの思いで、私のところに振り分けた

のだろうが、彼らにとっては「副審をやれと言われたからやっ
たのに、何故怒鳴られるのだ？」という気分だっただろう。
　「選手の安全はキミ達にかかっているんだよ」と厳しく指導し
てやった。いざとなれば副審が何も言わなくても主審の権限で
どうにかなるが、審判の自覚を持ってもらわないと大会が回ら
ない。
　でも開始早々ぶち切れたのでいい感じの発声練習になり、い
つもなら後半は声がガラガラになるのだが、今回は最後まで喉
がもった。

　試合結果は壮年部ケビンが決勝で本部の黒帯をノックアウト
して優勝、女子部のサバも優勝。さすがキックルールでもなん
かのチャンピオンだけある。少年部ユウトは今回大会初参加。
道場での暴れっぷりを見ている私は同年代には負けないだろう
とタカをくくっていたらまさかの初戦敗退。
　彼が試合をしている時、私は別の試合場でジャッジをしてい
たので試合を見ていないのだが、ユウトママから顔面パンチの
反則で減点が響いての判定負けだったとテキストがあった。そ
して「自分より下のランクの相手に負けたと泣いていた」
　同じ道場のケビンやサバが勝ったのを見て「自分だけ勝てな
かった。悲しい。恥ずかしい」と呟いているのを聞いて、彼が
そう考えるほど精神的に成長しているのを知ったとも。
　それを見て私は「今回の結果は残念でしたが悔しいと感じて
次回は！という気持ちになったのは優勝するより彼にとって良
い経験になったと思います」と返
信。
　「結果は残念でしたが、今回の
試合は彼にとって優勝以上の価値
があったと思います。みんなに可
愛がられ、チヤホヤしてもらえる
と思っていたところに、晴天の霹
靂ではだったのではないでしょう
か。とてもいい経験だったと思い
ます。こういった機会を息子に与
えていただき本当にありがとうご
ざいました」
これだからカラテの先生はやめら
れない。押忍

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

謹賀新年
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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、補習校教務担当まで
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

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

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

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

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

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

 クラシファイド広告募集

Class i f ied

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

 ◆ 料　  金 見出し 13 文字ｘ 1 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20ドル、 
 1 行につき 5 ドル追加

 ◆ 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
 ◆ 締め切り 毎月 15 日まで到着分となります。

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

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

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

ANIS ATLANTA Classified Ad Information
Rate $20 for 2 title lines and 4 main contents lines.
1 title line 13 Japanese characters or about 25 English 
characters.
Additional lines $5 per line
Logo / Pictures Fee $15 each.
Translation Fee $10

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

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

負いかねます。
 ● 広告掲載をされる場合、内容によっては掲載をお断りする

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

クラシファイド広告募集
求人、売買、不動産、
教授、お知らせなど

クラシファイド広告

ANIS
ATLANTA
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広告・クラシファイド・取材記事・連載コラム

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

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

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

ANIS ATLANTA は以下の場所に配布されています
ジョージア州：

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

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

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

ウィンタースチャペル幼稚園

アトランタ総領事館
倉岡クリニック
ICAGeorgia
日系美容室

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

© ANIS ATLANTA 2023
本誌掲載の記事・写真の無断複写、複製を禁じます。本誌
に掲載された広告内容に関しましては、アニスアトランタ
は一切責任を負いかねます。
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次回 2023 年 2 月号は
2 月 5 日ごろ配布予定

編集後記

　新年あけましておめでとうございます。皆様はお正月は
どのようにお過ごしでしたか？私は少しだけお正月気分を
味わえるものをいただき、新たな年を迎えました。個人的
にお正月が大好きです。いろいろな問題もありますけど、
すべてがリセットされて、新たな気持ちになれるからです。
今年も穏やかで、健やかに過ごせることを願います。

　今月の記事にも書きましたが、日本に一時帰国をしてき
ました。ほとんどが電車とバスでの移動だったのですが、
Google Map が最良のルートを示してくれ、しかも時刻ま
で表示してくれるので大変便利でした。変化に戸惑うこと
もありましたが、検索しながら出かけていると思わぬ発見
があったりとか、そしてなにより久しぶりの家族との再会
を楽しみました。

　しかし。。。車社会に甘やかされていて、歩くことがほと
んどないのでとにかく足が痛い。そんな中、偶然オーダー
メイドの中敷きがあることを知りました。とてもよさそう
だったのですが、滞在期間中には間に合わないので、市販
の中敷きを購入することにしました。半信半疑だったので
すが、翌日中敷きを入れて１日歩いてみたところ、びっく
りするほど改善されました。歩く姿勢もよくなります！機
会があればぜひお試しください。

　今年も新しい年に向かって目標を立ててみました。どん
どん体を動かすことと、絵画や映画、音楽などの芸術に意
識して触れていこうと思っています。2023 年もかわらず
皆様に様々な情報を発信していければと思います。今年も
もどうぞよろしくお願いいたします。
　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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