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護法）」が上院で可決され、2023 年からはサマータイムが廃
止されることになる。
　その理由は、人為的に時間を動かすことによる「健康被害」
だという。2023 年の春に夏時間へ移行した後、アメリカの標
準時は永久に変更されないこととなります。
　なお、夏時間を恒久化する法案がアメリカで議論されたのは
これが初めてではなく、1974 年～ 1975 年の 2 年間にわたっ
て標準時が通年で夏時間に固定されたことがありました。しか
し、開始早々の 1974 年 1 月に 6 歳の女の子が通学中に車には
ねられたことをきっかけに、「冬の早朝は暗いので、通学中の
子どもにとって危険だ」という声が噴出したのと、1974 年 8
月にニクソン政権がウォーターゲート事件で辞任したことで、
夏時間の恒久化は取り消されました。

3 月 17 日　セントパトリック
　セントパトリックは、アイルランドの守護聖人です。432 年、
司教としてキリスト教布教のためアイルランドに送られたセン
トパトリックは、461 年に亡くなるまでアイルランド中を旅し
ながらキリスト教を広め、各地に修道院・学校・教会を建てた
と言われています。そんなセントパトリックを記念してアイル
ランドでは、彼の命日である 3 月 17 日を「セントパトリック
デー」という祝日にしています。

3 月 21 日　春分の日
　春分の日は、日本の国民の祝日の一つであり、祝日法により
天文観測による春分が起こる春分日が選定され休日とされる。
通例、3 月 20 日から 3 月 21 日ごろのいずれか 1 日。 しばし
ば昼が長くなって「昼と夜の長さが等しくなる日」といわれる
が、実際は昼の方が少し長い。

3 月のカレンダー
3 月 03 日 ひな祭り　（桃の節句）
3 月 12 日 デイライトセイビングタイム
 時計を 1 時間早めます。
3 月 14 日 ホワイトデー
3 月 17 日 セントパトリックスデー
3 月 21 日 春分の日

3 月 03 日　ひなまつり
　中国の上巳の祓いが伝わる以前
から、日本の貴族社会では「雛遊
び（ひいなあそび）」というものが
あり、平安の中期に盛んに行われて
いたようです。当時は大人の遊びで
したが、次第に子供たちの世界に広
まりました。
　現在のように、段を組んだり豪華な飾りを施すようになった
のは江戸時代に入ってから。江戸時代の初期に、京都の御所で
盛大な「ひなまつり」が催されて以降、江戸の武家社会にも広
まり、庶民の間にも定着していったとされています。
　ひな人形を飾り、白酒・菱餅・あられ・桃の花等を供えて祀
ります。
　ひな祭りの料理はやはり、ちらし寿司と蛤のお吸い物ですね。
蛤は女の子の美徳と貞節を意味するもので、ちらし寿司の具で
ある蓮（れんこん）やエビも縁起がいいものとされ、お祝い事
には良く使われます。

3 月 12 日　デイライトセイビングタイム
　欧米など多くの国で導入されている「サマータイム」。日の
出時刻が早まる時期（3 ～ 10 月）に時計の針を 1 時間進め、
太陽の出ている時間帯を有効に活用しようとするものだが、こ
の度米国では「The Sunshine Protection Act（サンシャイン保

3
MARCH

3 月のカレンダー
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It is your work in life that is the ultimate seduction.
あなたの人生のあなたの仕事。それは究極の魅力。

Well begun is half done.
物事をうまく始められたなら、半分できたも同然だ。

The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to 
give it away.
人生の意味は、あなたの才能を見つけること。人生の目的は、
それを解き放つこと。

我 Inspiration exists, but it has to find us working.
インスピレーションは存在するが、我々にうまく作用するよう
に引き合わせなければならない。

Colors, like features, follow the changes of the emotions.
色彩は顔立ちのように、感情の変化に従う

I am always doing that which I can not do, in order that I may 
learn how to do it.
私はいつも自分のできないことをやる。そうすればそのやり方
を学べるからだ

It took me four years to paint like Raphael, but a lifetime to 
paint like a child.
ラファエロのように描くには 4 年かかったが、子どものように
描くのには一生涯かかったよ。天才とは努力する凡才のことで
ある。

　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：　パブロ・ピカソ (Pablo Picasso)
国　：　スペイン マラガ
生　：　 1881 年 10 月 25 日　－　1973 年 4 月 8 日
職業：　彫刻家、版画家、陶芸家 

　20 世紀で最も重要な芸術家であるピカソは、人生の最初か
らその才能を発揮している。ピカソは言葉を覚えるより先に絵
を描き始めたといわれ、画家であった父は、10 歳に満たない
息子の静物画をみて自らの才能に見切りをつけ、以後は絵画教
師として生きて行く決心をした。
　14 歳でバルセロナの美術学校を受験したときも、通常なら
制作に 1 ヶ月はかかる写生や油彩の課題を 1 日で仕上げてし
まい、その完成度の高さとともに試験官を驚嘆させている。
16 歳で古典様式に沿って描いた「科学と慈愛」が黒点とマラ
ガの地方店で受賞。そして学校で美術を学ぶことの無意味さを
悟り中退し、美術館に通い、ベラスケスらの名画を模写するこ
とで自らの芸術の道を深めていった。20 歳前後にパリを何度
か行き来した後に移住。幼少期から、のちに「最も多作な芸術家」
としてギネス世界記録（公式記録では、油彩や素描、版画、挿絵、
彫刻など含め約 14 万 7800 点）にも載る巨匠としての片鱗を
みせていた。最晩年の 1970 年から 1972 年にかけて、つまり
ピカソが 89 歳から 91 歳にかけての時期にも、1 ヶ月平均 10
点の油彩画を描いていたというから、創作への情熱は計り知れ
ない。
　そんなピカソが 1 年もの期間を費やし、しかも自ら未完成と
したのが、キュビズムの創始を告げる記念碑的作品「アヴィニョ
ンの娘たち」である。当時すでに画壇に認められつつあったピ
カソの突然の変節に、マティスや詩人のアポリネールというっ
た友人は当初戸惑い、怒りさえした。しかし、アフリカやオセ
アニアの民族芸術に触発されて描かられたこの作品は、生涯を
通じて進取の気概を持ち続けたピカソの代表作の一つとして、
美術史に刻まれることとなったのである。
そして彼の作品同様味わい深い多数の名言も残している。

偉人の名言

偉人の名言
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ニュースダイジェスト
カーター元大統領、在宅でホスピスケアを開始　
　入退院を繰り返していたカーター元米大統領（98）が、自宅
でホスピスケアを受けることになった。同氏が設立した NPO

「カーターセンター」が 2 月 18 日に発表した。
　カーターセンターによると、同氏は残った時間を家族ととも
に過ごす決断を下した。積極的な延命治療はこれ以上続けずに、
ホスピスケアを受ける。家族と医療チームが全面的に協力して
いるという。

　同氏の孫で元ジョージア州議会議員のジェーソン・カーター
氏は、17 日に祖父母宅を訪れたと報告。「２人とも穏やかで、
家はいつも通り愛に満ちていた」と話した。
　米大統領経験者では、2018 年にジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ
氏が 94 歳で亡くなった後、カーター氏が存命の最高齢記録を
更新し続けている。近年は新型コロナウイルス感染拡大の影響
で表舞台に出ていないが、引き続き世界の民主主義の危機を訴
えてきた。
　2015 年に脳腫瘍（しゅよう）を克服したものの、2019 年
に何度か倒れ、脳圧を下げる手術を受けた。
　ピーナツ農家、海軍を経て政界に入り、ジョージア州知事を
１期務めた後、1977 ～ 1981 年に大統領。人権外交で知られ、
７８年にはエジプトとイスラエルの和平を仲介した。退任後は
ロザリン夫人とともにカーターセンターを設立し、2002 年に
ノーベル平和賞を受賞した。
　同じ民主党のバイデン大統領はカーター一家と親しく、
2021 年には就任後 100 日に合わせてジョージア州の自宅を訪
問した。

中国、ロシアへの殺傷兵器提供を検討か　米が懸念
　中国がロシアに向けて、ひそかに殺傷力のある兵器を提供し
ようとしているとの懸念が指摘されている。米国が収集する情
報に詳しい米当局者らが、ＣＮＮに語った。
　当局者らは米国が得た情報の具体的な内容を明らかにしな
かったが、この情報はドイツで開催中のミュンヘン安全保障会
議で同盟国や提携国にも共有されたという。
　ブリンケン米国務長官は２月 18 日、中国の外交トップ、王
毅（ワンイー）共産党政治局員との会談でこの問題を取り上げ
た。
　ハリス米副大統領も同会議で、中国がロシアとの関係を深め
ているとの懸念を指摘した。
　王氏は同会議での演説で、ロシアとウクライナに和平案を提
示したいと述べ、欧州への協力姿勢を強調した。
　フォンデアライエン氏は「その逆に見える」「疑問が残る」
と答え、中国がロシアを支援していないことを示すにはさらな
る証拠と行動が必要だと語った。
　ブリンケン氏は２月 18 日に放送された米 CBS テレビとのイ
ンタビューで、中国の企業がこれまでロシアへ送ってきた殺傷
力のない装備に加え、殺傷兵器の提供を検討しているとの情報
があると言明。中国の企業は国家との区別がないと指摘した。
同氏によれば、米国はすでに中国に対し、ロシアへの武器供与
は重大な結果を招くとの明確な警告を発している。
　ロシアはウクライナ侵攻の直前、中国との「無限」の友好関
係を宣言していた。王氏は今月、ロシア訪問を予定している。

大地震から２週間、捜索救助活動ほぼ終了　トルコ
　トルコ・イスタンブールで ４万人以上の犠牲者を出した２
月６日の大地震からほぼ２週間が経ち、トルコの被災地のほと
んどで捜索救助活動が打ち切られた。国家災害対策当局が明ら
かにした。
　アナトリア通信によると、南部カフラマンマラシュ県とハタ
イ県では、今も 40 棟の建物で捜索救助活動が続けられている。
　ハタイ県では２月 18 日、地震発生から 296 時間ぶりに、夫
婦と 12 歳の子どもが救出された。子どもはその後、死亡した。
　特に被害が大きかったハタイ県の当局者は２月 19 日、同
地の建物は少なくとも 80％を解体して建て直す必要があると
語った。
　「もっと多くのテントが緊急に必要だ。寒さはあと１カ月続
く。住民は家の中にとどまることを恐れているが、飼っている
動物を置き去りにはしたくない。特に都市部では」。当局者は

ニュースダイジェスト
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トルコのテレビ局の取材にそう話している。
　トルコで確認された死者は 47 人増えて 4 万 689 人になった。
隣国シリアの犠牲者を合わせると、少なくとも 4 万 6530 人に
上るとアナトリア通信は伝えている。

食品の大幅値上げ今年も続く　世界大手が相次ぎ予告
　食品世界最大手のネスレは２月 16 日、今年も主な食品の値
上がりが続くとの見通しを示した。
　コーヒーの「ネスカフェ」やチョコレートの「キットカット」
などを製造するネスレは 2022 年、商品を８．２％値上げした。
それでもコストの増大に追いつかず、利益が圧迫されていると
説明する。
　マーク・シュナイダー最高経営責任者（CEO）は電話会見で「世
界中の消費者と同様に、我々もインフレで打撃を受け、被った
損害を修復しようとしている」と強調した。
　値上げは照準を絞り込み、「投入コストのインフレが正当化
される」場合にのみ行うとシュナイダー氏は言い添えた。ただ、
冷凍食品から菓子、粉ミルクまで 2000 種類に及ぶ商品のうち、
何を対象とするのかについてはコメントを避けた。
　商品やエネルギー価格、人件費が上昇する中で、日用品や飲
料のメーカーは、ユニリーバ、コカ・コーラ、ハイネケン、コ
ルゲート・パーモリーブ、プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ
＆Ｇ）といった大手各社が今年、一層の値上げを予告している。
　エネルギー、乳製品、穀物などの価格は、ピーク時に比べる
と落ち着いたものの、高止まりが続く。人件費や物流費も上昇
しており、小売価格の値下がりは当面の間、見通せない状況だ。
　「恐らくインフレのピークは過ぎた。だが物価はまだピーク
に達していない」。英ユニリーバのグレアム・ピトケスリー最
高財務責任者（ＣＦＯ）は先週の電話会見でそう指摘。アラン・
ヨーペ CEO は、アイスクリームなどの食品は今年、大幅に値
上がりすると予想した。

独アディダス、今年の売り上げ 1700 億円減少も
　 独スポーツ用品大手アディダスは２月 11 日までに、今年の
売り上げが 13 億ドル（約 1700 億円）失われる見通しだと明
らかにした。米ラップ歌手のイェ（別名カニエ・ウェスト）氏
との契約を打ち切ったことで、同氏のブランド「Yeezy」の衣
服や靴を販売できないことが要因だという。
　アディダスは昨年 10 月、反ユダヤ的な一連の発言を理由に
9 年間にわたるウェスト氏との契約を解消していた。

　同社は声明の中で 2023 年の財務方針が甚大な悪影響に見舞
われると強調。在庫の販売を行わないことがその要因になると
した。Yeezy ブランドの製品を一切販売できない場合、今年の
営業利益は 5 億 3400 万ドル失われる恐れがあるという。
　アディダスはウェスト氏との契約解消後すぐの時点で、当該
の製品から Yeezy の名前を外し、自社のブランドとして販売す
る意向を示していた。その場合、ロイヤルティー（権利使用料）
の支払いやマーケティング手数料にかかる約３億ドルが節約で
きる計算だった。
　ただこの措置に対しては、アパレルや小売業界のアナリスト
らが製品とウェスト氏との結びつきの強さなどを理由に問題視
する見解を示していた。販売以外の選択肢には、製品の廃棄や
寄付が含まれる。
　アディダスは今回、歌手のビヨンセが主導するブランド「ア
イビーパーク」に関する問題には言及しなかった。米紙ウォー
ルストリート・ジャーナルが今週報じたところによると、スト
リートウェアを扱う同ブランドの売り上げは 50％減の約 4000
万ドルと、内部予測の 2 億 5000 万ドルを大幅に下回った。

旅行需要回復もインフレで費用節約
　新型コロナウイルス感染症のパンデミック（世界的大流行）
で大きく落ち込んだ世界の旅行需要は順調に回復してきたもの
の、インフレの影響で費用を節約する傾向が目立っている。
　旅行予約サイト大手、独トリバゴのアクセル・ヘファー最高
経営責任者（CEO）によると、５段階の格付けで手頃な二つ星
から三つ星のホテルが人気を集め、高級な四つ星、五つ星は敬
遠されているという。
　目的地にも物価の安い場所を選ぶ旅行者が多い。世界各地の
ホテル料金を比較できるトリバゴのユーザーの間では、モロッ
コやポルトガルへの関心が高まっている。
　英国では引き続き国内旅行の需要が高い。この数カ月で通貨
ポンドの相場が大きく変動し、国外旅行の計画が立てにくかっ
た事情がうかがえる。旅行業界は今年、需要回復と高い料金を
背景に、売り上げを伸ばすことが予想される。
　国際航空運送協会（IATA）の予想によると、今年は経済の減
速にもかかわらず、世界の航空会社が４年ぶりに黒字に転換す
る見通しだ。
　航空券の予約は今のところ、パンデミック前のレベルまで
戻っていない。年初から今月２日までの世界の予約件数は、
2019 年の同じ時期を 22％下回っていた。
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レッジキャスト、東北大学と日立ハイテクが創設した脳科学カ
ンパニー、NeU（ニュー）が共同で、2022 年 10 月に、20 代
から 60 代の男女 1000 人を対象に実施したアンケート調査か
らわかったことです。

　朝食頻度が高いほど「幸せ度」が高く、「幸せ度」が高いほ
ど生活面での「ポジティブな意識」が強い。「幸せ度は朝食を
毎日食べる人と週 1 日以下の人とで 10.7 点の差がある。また、
朝食頻度が高い人の 8 割は、朝 7 時までに起床して 8 時まで
に朝食を済ませています。早起きと朝食との相関が強く見られ
ました。もうひとつ興味深いことには、朝食頻度が高く「幸せ
度」が高い人ほど、朝食は米飯でした。
　さらに、朝食頻度が高い人は、朝食に対する目的意識があり
健康意識が高く、生活リズムが安定し、平日のアフター 5 の
充実度も高いとのことです。反対に、朝食頻度が低い人はスマ
ホを使う時間が長く、休日は寝て過ごすことが多い傾向にあり
ます。とくに 20 代男性にはスマホを長時間使う人が多く、そ
のため睡眠時間が減って生活リズムが乱れ、朝寝坊をして朝食
を食べないという悪循環を引き起こしています。したがって、
20 代男性がもっとも「幸せ度」が低いという結果となりました。
　前回の調査では、幸せを感じるのは「仕事がうまくいったと
き」が 1 位だったのに対して、今回は「食事をしているとき、
食べ物を食べているとき」が 1 位になりました。また 2010 年
は、仕事に関して「専門的なスキルを身につけたい」や「やり
たくない仕事でも我慢してやる」が上位でしたが、そうした意
見は大幅に減少し、今回は「会社関係の人間とは仕事以上の付
き合いをしたくない」が増加しました。生活の中の仕事や職場
の比重が小さくなり、プライベートな幸せを重視する傾向が強
まったようです。
　1 日の始まりの基本である、早起きしてしっかり朝ご飯を食
べることが幸せに通じるという、納得の調査結果でした。 

FOOD & HEALTH
食後のガムとエネルギー消費の関係
　後に 20 分間ガムを噛むと、食後 4 時間にわたりエネルギー
消費量が増加することが、ロッテと早稲田大学の共同研究によ
り確認されました。ガムなら座って仕事しながらでも噛めるし、
こんな楽なことはありません。
　研究は、20 代から 60 代の健常な男女 13 人を対象に行われ
ています。食後にガムを 2 粒、20 分間噛んでもらい、ガムを
かみ始めてから 4 時間のエネルギー消費量、糖質の代謝量を示
す糖質酸化量、食事で吸収された栄養素が体熱として消費され
る量を示す食事誘発性体熱産生の平均値を計測しました。比較
のために、ガムと同じ栄養成分のタブレット 2 粒を摂取した場
合も同様の計測を行っています。
　その結果、タブレットと比較して、食後 4 時間平均のエネル
ギー消費量、糖質酸化量、食事誘発性体熱産生ともに明らかな
増加が見られました。研究を担当した早稲田大学スポーツ科学
学術院の宮下政司教授は、ガムの咀嚼により食事誘発性体熱産
生として摂取した糖質が効率的に代謝され、エネルギー消費量
の増大につながった可能性があると話しています。
　食事 1 回あたりの消費増加量は 19.2 キロカロリー。体重 60
キログラムの人が 3 分間ほど軽いランニングする程度の消費量
です。白米ならおよそ 10 グラム。微妙ですね。しかもガムに
もカロリーがあります。たとえばロッテのキシリトールガム「ラ
イムミント」は 2 粒で約 5.6 キロカロリーです。
　とは言え、宮下教授によれば、1 日 3 食噛めば 1 年間に累積
で 2 万 1024 キロカロリーとなり、約 3 キログラムの体重増
加抑制効果になるとのこと。しかも「噛む」ことは、血糖値の
上昇を抑えたり、健康寿命を延ばしたりと、何かと体によいこ
とがあると言われています。さらに、ガムを噛むと頭皮の血流
が増加して、薄毛や抜け毛の予防になるというロッテの研究報
告もあります。食後のガム、試してみる価値は大いにあります。

朝ご飯を食べたら上がり、スマホを使うと下がる
　朝ご飯をきちんと食べている人、つまり「朝食頻度が高い人」
ほど「幸せ度」が高く、「ポジティブな意識」が強い。反対に、
スマホの使用時間が長い人ほど朝食頻度が低く、「幸せ度」も
低い傾向にある。
　これは、牛丼チェーンの吉野家ホールディングスが、東北大
学の 100 パーセント出資コンサルティング会社、東北大学ナ

FOOD & HEALTH
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SHOPPING

SHOPPING
米国で返品される商品の総額は約 106 兆円
　小売業界にとって、会計年度の最終四半期は、返品という根
強い問題が企業の最終損益に与えるダメージを考えさせられる
時期だ。そして 2022 会計年度（ほとんどの小売企業とブラン
ドでは 1 月 31 日締め）は、どこをとっても記録的な年になり
そうだ。全米小売業協会（NRF）は、返品される商品の総額は
8160 億ドル（約 106 兆円）にのぼると見込んでいる。
　これはつまり、2022 年の小売販売総額のおよそ 16% が返品
されたということだ。この返品率は、2 年前のおよそ 10% か
ら上昇している。数字だけだとリアルには感じにくいので、こ
の数字を他と比較して考えてみるといいだろう。
• 8160 億ドルという金額は、NRF によれば、ウォルマート、

アマゾン、コストコが 2021 年に米国で小売販売した額の
合計とほぼ等しい。

• 8160 億ドルという金額は、米国における全ての公立学校
の年間予算合計を上回る。

• 世界銀行によれば、8160 億ドルという金額は、トルコの
GDP とほぼ等しく、世界 18 位の経済大国サウジアラビア
の GDP と比べても、わずかに少ないだけだ。

「スマホの買い換え、2年じゃもったいない」が 8割弱
　スマートフォンの買い換え時期は悩みますよね。もうダメと
なるまで使い込んで、いよいよとなったら買い換えるのか、そ
れとも、まだ新しくて下取り価格が高いうちに買い換えるほう
が得なのか。自動車でも、乗り潰し派と買い換え派とがいます
が、スマホの場合は「使い潰し」派が圧倒的多数でした。
　通信メディアの企画、設計、データ分析などを行う
WACARU NET は、10 代から 70 代の男女 756 人を対象にスマ
ホの買い換えに関するアンケート調査を行いました。それによ
ると、スマホを買い換えるタイミングは、3 年程度が 28.9 パー
セントともっとも多く、次いで 4 年程度の 22.8 パーセントと
いう結果が出ました。次に多かったのが 5 年程度（18 パーセ
ント）で、2 年程度（14.7 パーセント）を超えています。
　買い換えを決意するきっかけは、バッテリーの劣化、本体の
故障、アプリの起動が遅い、OS のアップデートができなくなっ
たというものが上位を占めました。つまり使えないなったから、
ということです。また、買い換えの際に重視するのは値段がトッ
プ。使用機種はアンケート回答者の半数が iPhone ですが、メー

カーにこだわる人は値段重視の人の約半分程度でした。

ケーキはメレンゲを材料とした結果、極めて軽やかな食感に
なっている。
　おいしく写真映えのするこれらのお菓子の起源は不明だが、
ここ 5 ～ 10 年で流行に火が付いたとの見方には多くの人が同
意するだろう。
　スフレパンケーキは今や世界中のインスタグラムフィードに
登場する。ふわふわの揺れるパンケーキに色鮮やかな果物やク
リームが添えられ、世界各地の専門店で入手できる。
　スフレパンケーキ専門店の一例としては、日本で 2016 年に
創業されたフリッパーズが挙げられる。同社はその後ニュー
ヨークに進出し、2019 年にソーホー店がオープン。シンガポー
ルでも 2020 年に初の店舗がオープンしている。

MINI ドライバーの IQが最も高い
　英国で行われた最新の調査によると、ミニクーパーのドライ
バーは、米市場に展開する他の自動車ブランドのクルマを運転
するドライバーよりも知能指数（IQ）が高いという。マツダと
トヨタのドライバーがそのすぐ後に続いている。
　また、バニティプレート（文字や数字を使ったデザインナン
バープレート）を選ぶ人は、他の人と比べて頭の働きがゆっく
りかもしれないことも明らかになった。
　米市場に展開する自動車ブランド向けに調整された調査結果
の要点は、以下の通りだ。
• 最も IQ が高いドライバーには、MINI、マツダ、トヨタの所

有者が含まれる
• ランドローバー（IQ88.58）、フィアット（IQ90.14）、BMW
（IQ91.68）のドライバーは、平均 IQ スコアが低め

• ナンバープレートをカスタマイズしている人は、していない
人に比べて平均 IQ が低い可能性が高い

• 白やグレーの車のドライバーは IQ が高い
　調査では、さまざまな車両のドライバー 2000 人を対象に標
準的な IQ テストを行い、導き出されたスコアについて、運転
する車名、クルマの色、その他の要因（ナンバープレートの有
無やカスタマイズをしているか否かなど）に基づき平均値を求
めた。
　IQ スコアが最も高かったのは MINI とマツダのドライバー
で、トヨタ、メルセデス・ベンツ、日産のドライバーがそれに
続いた。
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アロマテラピー

食べ物でつらい花粉症を乗り切る
　茶色だった芝生が色づき、色とりどりの花が咲き誇り始め、春の陽気が気持ち良くなりました。この気持ちの良
い季節と一緒に訪れるのが hay fever －花粉症です。道路が真っ黄色になるほど松の木などから花粉が舞い上がると、
喉のイガイガ、目の痒み、くしゃみ、咳、皮膚の炎症、ひどいときには微熱など様々な症状を引き起こします。特
に初めてジョージア州で春を迎える人にとってはこの時期体調の不良を感じたら花粉による体調不良である可能性
が十分考えられます。

　花粉症は生活習慣や食事に気をつけることで、かかりにくくしたり症状をやわらげたりすることができます。睡
眠をとり適度な運動をし、バランスの取れた食事をすることはとても重要です。
　和食は文化遺産に登録されたほどのとても優秀な食べ物です。和食の食材には花粉症に良いとされるものがたく
さん含まれています。たとえばごぼう、蓮根、梅干し、味噌、きのこ類、ネギ、生姜、青魚などがあります。もち
ろんこれらの食材はここ、ジョージアでも手に入りやすいものがありますが、今回はわざわざアジアンマーケット
に行かなくても、アメリカのどのスーパーでも手に入りやすい食材を紹介します。

- 地元のハチミツ
　ハチミツは地元産のものがその地域の花粉症対策に最適です。花粉の季節の初期のうちから毎日少量摂ることを
お勧めします。加工していないローハニーがいいでしょう。

- オメガ３
　魚に含まれているオメガ３が花粉症に良いとされています。ツナ、サーモン、サバ、サーディン、トラウトなど
に多く含まれます。魚が苦手な方はフィッシュオイルなどのサプリメントなどで補うこともできます。またクルミ、
アーモンド、カシューナッツなどの木の実、パンプキンシード、ひまわりの種、胡麻、亜麻仁（Flexseed）などの種
類にもオメガ３が豊富です。木の実や種などはアメリカでは日本に比べて上質なものでもかなり安く手に入れるこ
とができます。オートミールやサラダなどにも合い、手軽に取れるのが魅力的です。

- フルーツ
　ビタミン C をしっかり摂ることが大事です。いちごは ビタミン C が豊富な上、体内のヒスタミン * を許容レベル
に保つ酵素の合成を助けます。オレンジ、グレープフルーツなどの柑橘系やキウイなどもおすすめです。
* ヒスタミンとは体内でアレルギー症状を引き起こす化学物質のこと

- ケルセチン
　ケルセチンは天然の抗ヒスタミン剤とも言えるでしょう。りんごや全てのベリー系のフルーツ、ペッパーに多く含まれて
います。りんごは皮に一番栄養があるため、皮についているワックスを綺麗に落としたら皮ごと食べるのがおすすめです。
妊婦さんが摂取することで生まれてくる子供のアレルギーにかかる確率がさがったという報告もあります。

アロマテラピー◎タウンゼント瞳
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- ターメリック（ウコン）
　カレーやインド料理などでよく使われる黄色いスパイスです。ヒスタミンの放出をブロックすることでアレルギー
症状を軽減します。カレーのスパイスとして使用するだけでなく、スムージーにしたり、ターメリックティーなど
で手軽に摂ることもできます。最近ではターメリックの効能が注目され、サプリメントとしてもよくみられます。

- パイナップル
　ブロメラインはパイナップルに含まれる酵素で、炎症などによる腫れを和らげてくれます。鼻詰まりや目の腫れ
などの症状の緩和に役立ちます。

- プロバイオティクス
　プロバイオティクスが花粉症の予防と治療に良いことはよく知られていると思います。質の良い乳酸菌を摂り腸
内環境を整えることがとても大事です。活性培養菌（live active cultures) を含む乳製品をとってください。ケフィア
(kefir)* やヨーグルトなどが代表的なものです。ただし乳製品は体質によっては一部の症状を悪化させてしまうケー
スもあります。代わりになる乳酸菌を含む食べ物にはザワークラウト、キムチなどがあります。
* ケフィアとは乳酸菌と酵母を共生発酵させた乳飲料。

- エッセンシャルオイル
　症状を和らげるためにはディフューザーなどでエッセンシャルオイルを噴霧し吸入したり、キャリアオイル * など
と混ぜて皮膚に塗布したりして症状を和らげることももちろん効果的ですが、ごく一部のオイルメーカーのエッセ
ンシャルオイルは内服することが可能です。内服することで内側から働きかけることができとても効果的です。使
用前に必ず内服できるものかどうかを確認することが重要です。内服可の表示がないものは基本的にエッセンシャ
ルオイルは内服できないものと思ってください。
　内服できるエッセンシャルオイルでしたらドレッシングに
混ぜてサラダにかけたり、水やお湯に垂らして飲んだり、空
のカプセルにエクストラバージンオリーブオイルなどと一緒
に入れて内服することで予防と治療効果を期待することがで
きます。エッセンシャルオイルには即効性があります。
　お勧めはレモン、ラベンダー、ペパーミントのブレンドで
す。これらを一滴ずつ混ぜてお水に入れて飲んだり、カプセ
ルに入れて飲んだりすると予防や症状の緩和につながりま
す。
＊キャリアオイルとはエッセンシャルオイルを希釈するときにベース
となるオイル。肌にエッセンシャルオイルが浸透するのを助ける。

いかがでしたか？すでに家にあるものでしたら、今日からで
もぜひ始めてみてくださいね。花粉症はまずは予防が大事で
す。健康的な食生活が身に付きますように！
ハッピースプリング！

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

【アンティークチェア】
ラタン編みの座面と背
もたれの彫りや抜き柄
が最高に可愛い。

【キャンドルスタンド】
私ならペールイエローのキャンド
ルを合わせてしまいそうですが、
なんと本棚の色の補色 ( 反対色 )
にあたるサーモンピンク！

色んなテイストを融合させてインテリア上級者に

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

〜ミックススタイルインテリア編〜

　お宅訪問が大好きです。仲良くなる友達の家はやはりどこか自分と好みが似てるようで、大概
お邪魔するといつも「わぁ〜！これ可愛い！」と興奮してしまいます。口半開きでハフハフ言い
ながら尻尾振りまくる柴犬のようだと自分でも気付いています。私は好きなテイストが多過ぎて、
一つに絞る事が出来ません。そして「好き」が一杯あるのに、その好きを全部一緒に飾るセンス
が足りません。すごく気に入って買ったのに、他の雑貨との相性が悪く棚の中にしまわれたまま
家庭内別居状態の物もあります。以前住んでいた家はファームハウススタイルが合う家でしたが、
今の家は合わず幾つか雑貨を断捨離しました。断捨離する事なく上手く色んなテイストを融合さ
せられたらいいのに。色んなテイストの融合に憧れつつ、試行錯誤で悶々とする中、最近見事に
融合させている友達に出会いました。フレンゼルちかちゃん宅は、重厚なアンティークの木目調
家具の中に和風、ポップ、モロッコ、ヨーロッパ、北欧がミックスされています。いや、多過ぎ
でしょ！？国際交流半端ない。なのになんでこんな可愛いの！よく見たら LEGOやコケシまで仲
良くご近所付き合い。そしてそこかしこに、私が欲しい物リストとしてスクショ保存している雑
貨達が・・お高い子達なので一気には買えず、いつか買う日を夢見てた高嶺の花達が居心地良さ
そうに鎮座しているではないですか。・・もう、居候させて貰ってもいいですか？あぁ、また一つ
好きなテイストが増えてしまった。迷路の中でひたすら選択する道だけ増え、ゴールが遠のいて
いく気分です。ミックススタイルのチカちゃん宅を紹介します。

【ウォールキャンドルホルダー】
こんなデザイン見た事あります
か？私は初めてです。

【白い器】
欲しかった BLOOMIST の白い器。私は結局 Target で
似た安価な物を買いましたが、充分可愛いと思ってた
我が子が霞んで見える・・
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【リビング全体】
白塗りレンガにく
すんだオパールグ
リーンの本棚。絶
妙な色。本は裏置
きして色数を減ら
し、挿し色で所々
に濃い目の木製品
を配置。

【一人掛けソファ】
インパクト大な織布の一人掛けソ
ファ。背景の本棚の色と見事に
マッチ。

【こけし】
宮城の鳴子系こけしに、伊万里、
洋書、木材の温もりを感じるシェー
カーボックスが良く合う。

【【花器達】
スウェーデンの
リサ・ラーソン
のワードローブ
シリーズ。北欧
来たー！

【ヘッドプランター】
ここ数年流行って色ん
なお店で販売されてい
た、女性の顔の花器。
買おうとしたら「怖い」
と夫に反対され断念し
たけど、やっぱり素敵
じゃないか！

【一輪挿し】
和物の一輪挿し。上部
は自分で金継ぎしたそ
う。何者ですか？

【ストライプクッション】
白系家具に合わせがちなポップなクッショ
ンを、敢えて重厚な椅子に合わせて。
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　去る２月１１日土曜日に、アトランタ交響楽団は、クライン、
プロコフィエフ、ムソルグスキーによる音楽コンサートを、客
演指揮者のチャン・ハンナが指揮し、日本のバイオリニスト、
庄司紗矢香をフィーチャーして演奏しました。

　東京生まれの庄司紗矢香さんは、3 歳の時にイタリアのシエ
ナに移住。 キジアーナ音楽院とケルン音楽大学で学び、ルツェ
ルン音楽祭でルツェルン音楽祭ストリングスとルドルフ・バウ
ムガルトナーと共演し、14 歳でウィーン楽友協会でヨーロッパ
デビューを果たしています。1999 年のパガニーニ・コンクー
ルで優勝して以来、庄司紗矢香さんは一流指揮者から支持を受
けており、有名なオーケストラとも共演していらっしゃいます。

　素晴らしいコンサートの興奮も冷めやらぬ後に、紗矢香さん
からの直接の声を聴く機会がありました。このような国際的に
活躍している方から、お話が聞けることは大変貴重な機会です。
ステージではスケールの大きい演奏披露されましたが、実際に
お会いした紗矢香さんは、とてもシャイな細くて小柄な方で、
低いハスキーボイスでゆっくりとお話をされる方でした。

　幼いころに、画家である母が勉強に行くのに同行し、イタリ
アのシエーナに住んでいました。シエナはとても小さな町で、
そして音楽と強いつながりのある文化があるため、有名な音楽
学校があります。彼らは夏の間は野外コンサートをよく開催し
ており、そこで初めて音楽の素晴らしさを知りました。

　音楽学校の中は、毎日カンツォーネからオペラなどいろいろ
な歌を歌っていて、オペラの声楽家になりたいと憧れました。
しかし、私の声はあまり声楽家むきではなかったため諦めるこ
とにしました。５歳の時インストルメンタルも表現の仕方の違
いはあれども歌うのと同じだと感じ、とても感動したのを覚え
ています。
　日本人とクラシック音楽家の間で重要な役割を果たしている
例が 2 つあります。 多くの人は、日本人は超宗教家ではないと
思っていますが、私たちは精神生活に深く関わっています。あ
る意味で、日本人は亡くなった祖先との精神的コミュニケーショ
ンの感覚を持っており、そして音楽を使って精神的な世界とコ
ミュニケーションを取り、人々を癒してきました。私の血には、
そのような何かがあると思っています。私はどんな時も、この
出会いと演奏は生涯に一度限りであると思い、一期一会のつも
りで演奏に臨んでいます。

　紗矢香さんステージで演奏している姿は、とても美しく、情
熱的で、そして湧き出てくるようなパワフルなその音色は、と
ても上品で、私たちを別の世界にいざない、そして彼女の音が
心に沁みてきて、心をつかまれるような感動を覚えました。
　音楽には才能があるものだということを、改めて痛感させら
れます。ヴァイオリンに出逢うべくして出逢ったヴァイオリニ
ストなのでしょう。一度聴いたら忘れられない感動の演奏。「生」
の音楽に触れる大切さを肌で感じることができる良い機会とな
りました。

アトランタ in-Town News ◎「はや川」
Midtoen に

ア ト ラ ン タ
in-Town News

Sayaka Shoji Concert 

写真は Instagram から見てね
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パパッとつくっておいしくたべよ

きちんとおいしく作れるレシピ

ボリューム満点 
やみつきトンテキ
材料（2人分）
ステーキ
•	 豚ロース	( 厚切り・2枚	.............. 200g
•	 塩こしょう	...................................... 少々
•	 薄力粉	.......................................大さじ 2
•	 サラダ油	...............................大さじ 1/2
ソース
•	 しょうゆ	...................................大さじ 1
•	 みりん	.......................................大さじ 1
•	 砂糖	.......................................大さじ 1/2
•	 すりおろしニンニク	............大さじ 1/2
•	 オイスターソース	................大さじ 1/2
•	 ケチャップ	...............................小さじ 1
•	 鷹の爪輪切り	.......................小さじ 1/4
•	 有塩バター	.......................................10g
付け合せ
•	 キャベツ	( 千切り )	..........................60g
•	 ミニトマト	.......................................4 個
•	 パセリ	( 生 )	.................................... 適量

1. 豚ロースは筋切りをし、塩こしょうを振り、薄力粉をまんべんなくつけます。

2. ボウルにソースの材料を入れ、よく混ぜ合わせます。

3. 中火で熱したフライパンにサラダ油を入れ、1を両面こんがりするまで焼きます。

4. 豚ロースに火が通ったら、2を加えて中火のまま熱し、よく絡めます。味が馴染んだ

ら付け合わせをのせたお皿に盛り付け有塩バターをのせて完成です。

厚切りの豚ロースを使用して作る「トンテキ」のレシピです。

肉厚のお肉に合わせるのは、すりおろしニンニクを効かせた甘辛いソース。ごはんとの相性も抜群なので、付

け合わせを添えれば、一皿で献立が完結するワンプレート料理にもなりますよ！献立のお悩みを一気に解決し

てくれる一品です。

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
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　私たちが日々接している求職中の皆さまは色々なバックグラ
ンドを持っていらっしゃいます。大学卒業後のお仕事を探して
いらっしゃる方、ご家族の転勤でアメリカにお引越しをされ、
新しくお仕事を探していらっしゃる方、アメリカに移住をして
いて転職をされたい方など本当に様々です。今回は、ご家族の
お引越しでアメリカへいらっしゃった方の就職活動についてス
ポットライトを当てたいと思います。

　ご家族の都合によりアメリカにお引越しをすることになった
方々で、これまで日本で築いてきたキャリアを中断せざるを得
なかった方は、アメリカではキャリアを一から築くことに対す
る不安があると思います。お引越し後、とにかく、まずは大き
な生活の変化や文化の違いに適応し、新しい地で基盤を整える
ことから始まりますが、生活が一段落し、いざ仕事を探す段階
になった時、一体何から始めればいいのか分からない、という
声はよく聞かれます。どこから始めるべきか？と迷われている
場合、まずは、どのような条件で仕事を探していくのかを自分
自身でしっかり把握することから始めましょう。自身の希望を
洗い出す際は下記のリストを参考にしてみて下さい。

✓ フルタイム　 /　パートタイム
✓ 勤務できる時間帯
✓ どのくらいの期間勤務したいか
✓ 正社員　/　派遣社員
✓ 希望給与
✓ 仕事開始希望日
✓ オフィス勤務　/　在宅勤務　/　ハイブリッド勤務
✓ 勤務希望地
✓ 希望職種・業界
✓ 会社規模
✓ 福利厚生
✓ 将来帰国する可能性がある場合、米国の経験をどう自身

のキャリア形成につなげたいか

　求職者の皆さんに、よく聞かれる質問があります。それは、“仕
事で英語は使いますか？”です。日系の会社であっても、アメ
リカにあるにある法人なので、使用する割合はどうであれ、英

語でのコミュニケーションは必ず発生します。今は自信がなく
ても、言葉は使っていくうちに上達しますので、失敗を恐れず
チャレンジする前向きな姿勢が何よりも大切になります。
　自分の希望がある程度固まったら、英文のレジュメ ( 履歴書 )
を作成します。日本とは異なり、決まった書式がある訳ではな
いので、自分の経歴にあったレジュメを作成してみましょう。
日本では必ず記載が必要な性別、年齢、扶養家族の有無などは、
アメリカでは仕事をするのに不必要な情報なため、記載しませ
ん。レジュメをどう書けばいいか分からない、書いてみたけれ
ど本当に合っているのか分からない方は、ぜひ弊社までご連絡
下さい。アメリカの就職・転職事情に経験豊富なリクルーター
が、レジュメの書き方、何を載せるべきか、どんな仕事があるか、
また直近の採用市場についてもアドバイスいたします。求職者
の希望と実際の採用市場に乖離があるケースは意外に多いので、
早く仕事を見つけるには、現地の採用状況をよく理解している
専門家と二人三脚で就職活動を進めることが大切です。
　誰もが経験できる訳ではない海外就職。ぜひこの環境を上手
く利用し、長期的な目線でアメリカでの仕事経験を積んでみま
しょう。その経験は必ずどこかで自分の助けになるはずです。

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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H-1B 企業登録と抽選
　2023 年 3 月 1 日に H-1B ビザの企業登録の受付が始まり
ます。H-1B とは 1990 年に設けられた短期就労ビザのことで、
基本的には４大卒者や同等資格保持者が対象となります。さ
らに、そのポジションには、大学レベルの特定の専攻分野を
通して習得した知識や技術が必要であることが条件です。
　年間枠制限．H-1B の年間発行数には制限があり、一年間に
6.5 万枠にの一般枠があり、さらにアメリカの修士号以上の
学位保持者には追加で 2 万枠が設けられています。一般枠中
6,800 枠はチリとシンガポール国籍者に割り当てられます。
　オンライン登録システム．申請は、H-1B の就労開始日で
ある 10 月 1 日の 6 ヶ月前の 4 月 1 日から受付が始まります。
しかしながら、ここ数年 H-1B の申請者数は年間枠を大幅に
上回っているため、新規申請者はオンライン上の無作為の抽
選で選ばれます。
　雇用主は 3 月 1 日東部時間午後 12 時からから 3 月 17 日
東部時間午後 12 時までの間に移民局の myUSCIS オンライン・
アカウントに会社情報と H-1B 申請社員の情報を登録します。
登録費用は申請社員一人につき＄10 です。
　登録が受理されたらオンライン・アカウントに Submitted
という表示がでます。抽選に当選すれば 3 月 31 日までにオ
ンラインの表示が Selected という表示に変わります。ここ数
年間は 30％～ 50％前後の当選確率となっていましたが、昨
年度は 20％を下回りました。
　米国の修士号や博士号保持者は一般枠で当選しなければ、
再度大学院枠の抽選に掛けられるので、大卒者よりは当選確
率が少し高くなります。

H-1B 申請．当選者は 4 月から 6 月の間に H1B 申請書類を移
民局に提出します。6 月までに H-1B の年間枠が償却されな
ければ、7 月に第２次抽選があります。第２次抽選に当選す
れば 8 月から 10 月の間に H-1B を申請することができます。

H-1B 年間枠免除．H-1B の延長申請、過去 6 年間に H-1B を
取得した人、また、非営利団体の大学機関、大学機関と連携
プログラムがある非営利機関（例えば、大学からインターン
生を受入れている病院等）、もしくは政府や民間の非営利研
究施設等は、年間枠の免除対象となるので、年中いつでも
H-1B を申請することができます。ただ、H-1B 枠免除団体か
ら H-1B 枠対象企業へ転職するときは、新たに H-1B の年間枠
の対象となるので注意が必要です。

複数企業・転職．H-1B はスポンサー企業での就労に限定され
ます。転職希望者は、新規雇用主が新たに H-1B 申請を移民
局に提出します。H-1B はパートタイム申請も可能なため、雇
用主が複数いる場合は、それぞれの雇用主が H-1B を申請す
ることで、同時に複数企業で就労することもできます。
　また、H-1B 枠免除団体を通して H-1B を取得していれば、
H-1B 枠免除団体での雇用が続く限りは、H-1B 枠対象企業が

2 つ目の H-1B を同時雇用主として申請することもできます。
　ただし、この場合 H-1B 枠免除団体での雇用が終了した時
点で、2 つ目の H-1B も無効となってしまいます。H-1B 枠対
象企業のみで就労するためには、年間枠に当選しなければな
りません。

申請料金．H-1B の初回申請費用は、基本申請料金 $460、詐
欺防止費用 $500（初回申請のみ）, ACWIA 追加申請料金 
$1500（社員 25 名以下の場合は $750）の 3 通りの費用が
かかります。H-1B 枠免除の対象となる非営利団体は ACWIA
追加申請料金が免除されます。
　また、社員が 50 名以上いる場合、社員の 50％以上
が H-1B や L ビザ保持者であれば、従来の申請費用に加え
$4,000 の追加申請費用が課せられます。その他には、特急
申請を希望する場合は、特急申請料金＄2500 を支払えば 15
営業日（3 週間）以内の審査となります。

平均賃金遵守．雇用主は就労地域の平均賃金もしくは同職社
員に支払う賃金のいずれかの高い方を H-1B 社員に支払う義
務があります。労働局が発表している平均賃金には４レベル
あり、学歴や必要経験年数によって賃金レベルが設定されま
す。
解雇時の注意．H-1B の承認期間終了以前に、雇用主の都合で
H-1B 社員を解雇した場合、H-1B 社員が自国に戻る航空券の
費用をオファーする必要があります。

書類保管義務．H1B 雇用主は H-1B 社員の賃金と平均賃金な
ど雇用情報を Public Access Folder に保管する義務がありま
す。移民局や労働局など政府の監査、或は社員など第３者か
らの要請があればこの情報を開示する必要があります。

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。
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我楽多横丁こぼれ話◎野呂利　歩

　「あの方は盛んになり私は衰えなければなりません」
   　　　　ヨハネの福音書  3 章 30 節

　バプテスマのヨハネの弟子たちの心は、今まで自分たちの師
であるバプテスマのヨハネに向いていました。人々の支持と人
気が、イエス・キリストに向かうのを見た弟子たちは、師を思
う余り、それをひどく妬みました。しかし、バプテスマのヨハ
ネ本人は違っていました。「人は天から与えられるのでなければ、
何も受けることはできない」と、すべての主権が神にあること
を受け入れ、認めていたからです。

　自分は、神に従い、神が天から下さるものを受けるだけだと。
他の人に、更に大きな人気と関心が集まるなら、それも神のな
さる事であり、自分がどうこう言う事ではない。バプテスマの
ヨハネは自分に与えられた立場、場所、位置、能力をわきまえて、
全てに満足していました。そのように、バプテスマのヨハネは
へりくだった人でした。

　人は、他人の悲しみにもらい泣きはするが、もらい喜びは出
来ないと言われています。人の悲しみに同情する事はできても、
それほど、人の喜びを共有する事は難しい、出来ない事だと。
私たちは、同僚が自分を差し置いて、先に昇進して行く時、友
人が入試に合格、自分は不合格の時、人が評価を受け、ほめら
れる時、友人が幸せ一杯にしている時、そんな時、表には出さ

ずとも、心の中には羨望と妬みが渦巻き、心がザラつくでしょ
うか。

　その原因は、人との比較に生きているからだと。。他との比較
の先は、必ず優越感か劣等感です。劣等感があるから、優越感
に浸りたい。そして優越感の底には劣等感があります。比較か
ら妬みが生じるのです。ヨハネは、天だけを見ていました。だ
から満足と平安があったのです。

　人は、周囲を見ている限り、あの人は、この人は、と比較の
世界にいます。目を天に向けて、行く所どこにおいても神を認
めて、受け止めて行けるよう祈りましょう。そうすればどのよ
うな中でも、神が平安を下さいます。神は、各自に、その人な
りの御計画を立てておられます。

・・・・・・・・・・
　視点を神に向けられますように。平安が失せる時は、神が飛
んで、神以外のものを見て、人や自分、状況しか見えなくなり
ます。思い通りでない状況も、神から来ていて、神が決められ
た事と受け入れる時に、不思議な平安を経験し、そして、状況
も良い方向へ導かれて行きます。

神は愛です。私たちは、その神に愛されています。　
Happy Easter ！

　「肩書」はその人を測る一種のバロメーターである。それによっ
て人物が何をやっているのかを測り、どの程度信用できるかを
測る。特に商取引や社会活動を一人か二人でやる場合は、これ
が無いとなかなか苦労する。

　最近のビッグトピックは今回の中間選挙で下院に当選した共
和党のジョージ・サントスだろう。学歴や活動内容を目いっぱ
い嘘で飾り有権者から献金と票を集め当選したのだが、その後
嘘が次々に暴露され、辞めろコールが続いている。折角手にし
たお宝の下院シート、法に触れるネタ暴露が出てこない限り本
人から辞める気はないだろうが、これからどうなるか気になる
ところだ。

　昔、テレビで引っ張りだこの国際経営コンサルタントがいた。
知識豊富でイケメンのハーフ顔。会社のホームページには NY
中心のコンサル活動、学歴はテンプル大卒、ハーバード MBA
で名前はショーンＸＸと称して TV に出まくっていた。NY の会
社は架空、学歴も聴講生として受講しただけで嘘。アイルラン
ド系の血が入ってると称していたが外人顔なだけの日本人。知
識と実力がありながら、表舞台に出るには手立てがない。そこ
で外人顔を利用して綿密にストーリーを作り上げ、周りを見事

に騙したわけだが、嘘には必ず終わりが来るといいうことであ
る。

　日本の報道番組も近年は偏向報道甚だしい。コメンテーター
をズラリ並べての番組はまさにバラエティそのものであり、最
早観るに値しないレベルまで落ちている。今新聞が凋落の一途
を辿っているが、そのうちテレビも同じ道を追いかけるのでは
なかろうか。
　最近テレビの報道番組はどうなってるのだろうかと、ある番
組を観てみた。ニュースキャスターの横にはビｘｘたけしが控
えていた。以前から報道バラエティに出ていたから違和感はな
い。しかし、である。ニュースキャスターが彼を「ジャーナリ
スト」と紹介したから驚いた。えっ！いつからジャーナリスト？
コメンテーターなら分かるが「ジャーナリスト」はないだろう。
　芸人として一世を風靡し監督としても非凡な才能を発揮した
人物がこの期に及んで「ジャーナリスト」とは、いささか呆れ
て観るのをやめた。肩書はやはり体を表さなければならない。
本職のジャーナリストに失礼な話だろう。

　学歴社会が故に起こる学歴詐称。肩書詐称もそれにどこか似
ている。

野呂利　歩

肩書社会・詐称社会

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

（38）
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数学的分析力・論理的思考力「生きる力」へ
　日常生活を送るうえで数学なんて必要ない」という声を聞く
ことがありますが、はたして本当にそうでしょうか？
　世界中の国々で、母国語とともに数学は基礎教科として重要
視されています。それは数学の学習を通じて数学分析力や理論
的思考力という力が身につくからなのです。
　数学的分析力とは数字や数式であらわされた情報から読み取
る力であり、理論的思考力とは読み取った内容を関係づけ、組
み合わせ、仮説や解決策を理論的に導き出していく力のことで
す。この二つの力は、読解力とあいまって、情報を読み取り、
活用していく際や、社会に出て直面する様々な問題解決の際に
役立つ、大変重要な力です。したがって、数学が日常生活のう
えで役立たないと考えるのは、非常に表面的な見方だといわざ
るをえません。
　また、「大学の入試科目に数学が課せられないから」という理
由で、高校時代あまり数学を勉強しないという風潮もあります
が、入試で必要であるかどうかに関係なく、数学的分析力と論
理的思考力を身につけるためには誰もが数学を学習すべきなの
です。このように、生きていくうえでとても重要な数学的分析
力と論理的思考力を身につける数学という分野においては、「計
算力」こそが鍵をにぎっています。

　計算と言うと、小学校レベルの足し算・引き算・掛け算・割
り算をイメージされるかもしれませんが、中学・高校で学習す
る数字の主要部分である方程式・因数分解・指数・対数・三角
関数・ベクトル・微分・積分まで、すべて「計算」なのです。
　数学は積み重ね大事な教科ですから、足し算・引き算ができ
なければ二桁以上の掛け算・割り算は解けませんし、分数計算
ができなければ複雑な方程式は解けません。ある段階の計算力
が不十分なまま進めば、必ず先でつまずいてしまいます。そして、
それが原因で学習そのものがいやになり、やる気も失ってしま
います。
　よく耳にする「高校で数学ができなくなってしまった」とい
うケースも、実は計算力不足が原因であることが多いです。多
くの高校生が「数学ができないからやむなく文系へ進む」とい
う進路人生の選択の幅を広げ、「なりたい自分になる」ための手
段としても是非数学を得意になってもらいたいと願っています。

世界の人々とのコミュニケーションから「生きる力」へ
　このように、国語や数学の学習を通じて、読解力・数学的分
析力・論理的思考力といった「高い基礎学力」が磨かれ、「生き
る力」へ結びついていくという説明をしましたが、「生きる力」
を養うための学習で忘れてはならないのが、英語です。
　現在、英語を公用語をする国の数は 60 カ国にも達しています。
公用語でなくても実際に、英語を使用している人々も加えると、

世界の三分の一から四分の一の人々が日常的に英語を使用して
いるそうです。
　日本の企業においても、英語を社内公用語とする会社もでて
きました。さらに、インターネット上の情報の八割以上が英語
だといわれますから、コミュニケーションの手段としての世界
共通語は事実上英語と言って過言ではありません。
　英語といえば、一般には「英会話」と考えられがちですが、「生
きる力」にまでつながる英語力とは何か、と考えると、単にあ
いさつ程度のレベルの会話にとどまっていてよいわけではあり
ません。英語を用いて、他者と十分なコミュニケーションがで
きるレベルの英語力が必要なのです。

　インターネットや電子メールの普及で、英語を「読む力」「書
く力」がますます重要になってきます。大量の英文を素早く読み、
さらに自分の考えを英語で発信していくためには、英語を自由
に読み書きできる力が必要です。
　主に非英語国民がアメリカの大学教育に耐えうる英語力を保
有しているかどうかをみる試験 (TOEFL) では、他のアジア諸国
と比べ日本の得点はかなり低くなっています。聞く力（聴解）
のみならず、実は読む力（読解）も十分でないのです。
　長い間、日本人は「英語は読めるが話せない」と言われてき
ましたが、実は読む力も十分ではない
のが現状です。また、会話の際におい
ても、コミュニケーションが成立する
には、相手の話すことを聞き取れるこ
とが必要です。そうでなければ、自分
がいいたいことだけ伝える、という一
方通行で終わってしまいます。英語を
聞き分ける能力が高い子供時代に「聞
く力」を養っておけば、将来英語を話
す環境に身を置いた時に必ず役に立ち
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☺
数学的分析力・論理的思考力
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天皇誕生日祝賀レセプション◎在アトランタ日本国総領事館

天皇誕生日祝賀レセプション

　去る 2 月 21 日、在アトランタ日本国総領事館の前田総領事
主宰による、天皇誕生日祝賀レセプションが開催され、州政府
関係者、日系企業をはじめとする 150 人が出席しました。
　前田総領事は、63 歳の御誕生日を迎えられる天皇陛下に祝意
を表するとともに、、両国間の関係は益々発展しており、両国間
の緊密な関係が一層豊かに花開くことを祈念する旨を述べられ
ました。
　ジョージア州経済開発副長官の Waters
氏、ジョージア州下院議員 Knight 氏か
ら式典挨拶を、そしてジョージア日米協
会の Cork 氏より乾杯のご挨拶をいただ
きました。

在アトランタ日本国総領事館
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　こんにちは。スタッフの田口ひかりです。今回は私が施術担
当のある患者さんのストレッチ・リリース・エクササイズ（通
称 S R）の改善症例と生の声をご紹介します。
　S R は、主に筋肉の炎症や固さが原因で慢性的な痛みや不調
がある方にお勧めしています。カイロプラクティック施術で背
骨や骨盤の歪みを正しても、周囲の筋肉の動きが悪いとまたす
ぐに歪みが戻ってしまいます。S R で凝り固まった筋肉をほぐ
しながら関節の可動域を改善することで、カイロプラクティッ
ク施術の効果を助長し、筋肉の炎症や痛みの軽減が期待できま
す。
　S R では施術を始める前に、まず肩、肘、腰、股関節、膝の
可動域チェックを行います。この患者さんは、左肩の可動域が
右肩に比べて低く、特に上に腕を挙げる (flexion) 動作と、後
方に伸ばす (Extension) 動作に差がありました。四十肩などの
肩関節周囲炎の症状があるときは、なるべく動かさない方が良
いのですが、痛みの強い急性期を過ぎても関節を全く動かさ
ないでいると、筋肉が凝り固まり可動域が狭くなってしまうの
で、痛くない範囲 + 正しいフォームで動かしてあげることが大
切になってきます。この患者さんは急性期の痛みではなく、あ
る程度可動域もあったので PNF (Proprioceptive Neuromuscular 
Facilitation) というテクニックを使って、可動域と肩の動きを滑
らかにしていきました。PNF は痛みのある部位を必要以上に動
かすことなく可動域を広げることができるので、この患者さん
には効果てき面でした。

〈患者さんの声・一部抜粋〉
　私は今すでに 60 代。頑張って家の掃除をしたり、いつもよ
り余計に体を使うと時々腰が痛くなったり、関節が痛くなった
りする事があります。腰の痛みはカイロプラクティックの効果
か、最近はほとんど感じなくなりました。でもかなり前から左
肩の痛みがなかなか取れず「これも年のせい。仕方のない事だ。」
と諦めていました。
　初めてひかりさんが担当する S R のお話を聞いた時はそれが
自分のためになるものかどうか良く分からなかったので、それ
ほど気にも留めなかったのですが、後に左肩の関節の痛みに効
く可能性もあるかもしれないと思い、一度だけ試してみる事に
しました。
　この S R は、ひかりさんが横になっている私の腕を軽く引っ
張って動かしたり、足を持って動かしたりしてくれる治療で、
非常にシンプルでインパクトの低い動きで私の関節や筋肉をほ
ぐす様にストレッチをしてくれたのでした。私が左腕を上げた
り、後方に腕を伸ばして物を取ろうとしたりすると左肩に痛み
があることを話すとひかりさんはその肩の周りを優しくスト
レッチしてくれました。
　正直言ってこの時、その様な単純なストレッチにそれほどの
効果は期待していなかったのですが、一通りストレッチが終わっ
て左腕を動かしてみると、肩の痛みがなくなっていました。こ
れには驚きで本当に嬉しかったです。その後、痛みはなくても
肩にまだ微かに残っていた関節の硬さも２回目の治療をしてい
ただいた後魔法のように消えました。カイロプラクテイックだ
けでは取れない関節や筋肉の痛みなどにはとても効果的な気が

しているので、現在私は隔月でこの S R をしていただいています。

　施術中は、ストレッチをした部分の抵抗が少なくなるので、
可動域が広がっていることを実感できるのですが、痛みや体の
だるさに対するアプローチに関しては、セッション後に患者さ
んにその部位を実際に動かしてもらって初めて効果が分かりま
す。その時に、「あ、痛みがなくなった！」「体が軽くなった！」
という患者さんの喜んだ声が聞けると安心しますし、とても嬉
しいです。しかし、毎回そのような声を聞けるとは限りません。
望む効果がでないこともあります。その時は矢島院長とどのよ
うなアプローチが一番効果的なのか、どこの筋肉、関節にアプ
ローチするのか、など患者さん一人一人に最適な治療方法を模
索します。
昨年、当院取扱いのエンザイム療法
の資格も取得したことで、症状に合っ
たエンザイム・サプリメントのご提
案もできるようになりました。サプ
リメントでも痛みの軽減や治癒を促
進することができます。カイロプラ
クティック、S R、そしてサプリメン
トのトライアングル治療で慢性的な
痛みや不調から解放されましょう！

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

ストレッチ・リリース・エクササイズのちから
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　近年、むし歯や歯周病に続く第三の歯の疾患として「酸蝕症」

が注目を集めています。

　歯の表面を被っているエナメル質は、リン酸カルシウムでで

きている人体で最も硬い組織ですが、強い酸に触れると化学反

応を起こして分解し溶けてしまいます。

　エナメル質が溶けてしまうと、その下にある軟らかい象牙質

がむき出しの状態になり、食べものを噛んだり歯みがきをした

りする時の摩擦でどんどんすり減ってしまいます。

　こうした状態を放っておくと、冷たいものがしみる知覚過敏

症になったり、むし歯が一気に進行したりするなど、さまざま

なトラブルを引き起こすことになります。この現象を「歯の酸

蝕（さんしょく）」といい、酸蝕によって歯が病的に傷んでしまっ

た状態を「酸蝕症」と呼びます。

　現在、国内で 15 ～ 89 歳の男女 1,108 名を対象に調査した

結果、酸蝕症の罹患率は 26.1％であり、国民のおよそ 4 人に 1

人に上ることがわかりました（2014 年発表）。ちなみに、欧州

7 カ国で 15 ～ 35 才の男女 3,187 名を対象に調査した結果をみ

ると、酸蝕症の罹患率は 29.4％であり、およそ 3 人に 1 人と日

本人より高率になっています（2013 年発表）。

　日本で酸蝕症の罹患率が増加している背景には、欧米型の食

生活の定着に加え、健康志向から後述するような酸性度の高い

飲食物などを好んで摂る方々が増えていることが挙げられます。

＜酸蝕症の原因＞
1. 内因性の病因（体内から口のなかに酸が出てくることによる

もの） 

- 胃食道逆流症（GERD）、摂食障害（過食症、拒食嘔吐）、アルコー

ル依存症

2. 外因性の病因 

- 酸性度の高い飲食物や医薬品、サプリメントなどの過剰摂取 

　・みかんやレモンなどの柑橘系の果物や果汁からつくられ 

　　たジュース、梅干し 

　 ・ビタミン C などを含む酸性のビタミン剤やサプリメント 

　・アスピリンなどの酸性の薬剤 

　・炭酸飲料、黒酢、栄養ドリンク、ワイン、スポーツ飲料 

- 塩酸や硫酸、硝酸など酸性のガスが発生する工場で働く方々、 

 ワインの試飲をするワイ  ンティスターの方々などにもみら 

 れます。

図 pH5.5 以下の酸性度の高い飲食物は要注意

＜酸蝕症を防ぐための対策＞
① 酸性の飲食物を口にした後は水で口をゆすぐ

② 酸性飲食物をだらだら食べたり飲んだりしない

③ 寝る前には酸性の飲食物を控える

　就寝中は唾液の分泌が少なくなり、口のなかの pH が中性に

戻りにくくなります。特にいびきをかく癖があると、口が乾い

て酸性の溶液が残りやすくなるのです。

　また、酸蝕症の進行を防ぐためには、酸性の飲食物を多量に

摂った直後には歯みがきをしないことも意外に大切なポイント

です。先述のように、酸性の飲食物をとった直後はエナメル質

が柔らかくなっているため、30 分程度時間を置くか、お水で洗

口してから歯磨きをするようにしましょう。

　酸蝕症は、むし歯や歯周病に続く第

三の歯の疾患で、現代の生活習慣病で

す。定期的に歯科医院を受診し、歯の

健康状態をチェックしてもらいましょ

う。

Oral Health Online, 2023/02/7 のコラムより

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

 酸っぱいもので歯が溶ける？！　〜酸蝕症〜
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　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。倉岡クリニック院長の真紀

先生も 8kg のダイエットに成功しています。

　医療ダイエットとは、クリニックや医療機関で行われるダイ

エットの総称で、メディカルダイエットや医療痩身とも呼ばれ

ています。エステサロンやジムなどで行われるダイエットとは

異なり、資格を持つ医療従事者が医療機器や医薬品を用いて施

術を行います。

　この今注目されている医療ダイエットは、食欲を落とし、自

然に無理なく体重増加を抑制させます。食事制限や運動などの

ダイエットに挫折してきたという方におすすめな肥満症治療方

法です。

　食欲を抑える薬剤を直接注射することで、食事管理をしやす

くし痩せやすい体作りをサポート。ダイエット中のストレス軽

減、リバウンド防止にも効果が期待できる肥満症治療法です。

　ダイエットに必須である正しい食事管理。食べる量を調節し

健康的に体重を減らすというのが理想ですが、実際にやってみ

ると思うようにコントロールができず、ストレスを受けてしまっ

た、むしろ体重が増えてしまった…なんて方も多いはずです。

　　この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。

　この皮下脂肪注は、もともと人の体内に存在し腸から分泌さ

れるホルモンで、主にインスリン分泌を促す働きをします。こ

のホルモンの分泌量が多いと食欲が抑えられ、脂肪が分解しや

すいので太りにくく痩せやすいと言われています。逆にこのホ

ルモンのの分泌量が少ないと、食欲が抑えられず食べ過ぎるの

で、結果的に太りやすくなります。

　このホルモンを体内に取り込むだけで、体質を改善して自然

にダイエットできるのが医療ダイエット。

効果・効能
• 血糖値のコントロール

• 食べ過ぎ防止

• 胃の働きを抑制

• 体重増加を抑制

　１週間に 1 回のダイエット注射を体内に補充することで、自

然に食欲を抑え空腹感が減少するので、食事の量も自然に減り、

食べ過ぎることがなくなります。さらに胃の働きを抑制し摂取

した食べ物をゆっくりと消化するようになるので、血糖値の急

上昇を防ぎ、その結果、体脂肪がつきにくい体質になります。

また、脂肪分解と熱産生を促進する作用があるので、内臓脂肪

の燃焼を促し基礎代謝が向上します。痩せ体質に変えるダイエッ

トですね。

ポイント
• 食欲抑制

• 空腹感なし
• 基礎代謝 UP
• 内臓脂肪の減少
• 脂肪燃焼促進

　効果発現には個人差がありますが、3 ～ 4 ヶ月が目安です。

勿論、痩せるには本人の食事療法も必要で、医療ダイエットの

施術をしていても、「医療ダイエットを使用しても痩せない」と

いったものがあります。

　この医療ダイエットの施術にも、本人の食事療法も必要です。

皮下脂肪注射は食欲を抑制する効果を期待するもので、注射し

たから痩せるわけではありません。皮下脂肪注射を使用した状

態で、食べ過ぎれば痩せるのは難しいです。皮下脂肪注射を使

用するのと同時に食事療法を行い、食習慣を改善することが重

要です。

　現代社会は、様々なストレスが蔓延する高ストレス社会です。

過度のストレスはホルモンや免疫系のバランスを崩すだけでな

く、自律神経系から精神までも蝕み、当然、人としての容姿・

美しさも蝕みます。

　身体の内側から健康であることは、お肌の美しさや健やかさ

に繋がり、心と身体が健康で充実しているに違いありません。

心と身体の予備力を高めていき、心と身体の健康を充実させて

お肌の美しさと健康の基盤を作っていきましょう。

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

 医療ダイエット
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　アメリカでは、6 ヶ月ごとに口腔クリーニングをする習慣が
浸透していますが、日本では、まだまだなじみの薄い定期的な
口腔クリーニング。歯周病は「サイレント・ディジーズ」とも
呼ばれ、知らない間にかなり進行していることがよくあります。
歯槽骨の炎症で骨が退化し歯が支えれなくなってしまうと歯が
抜けてしまいます。そのような取り返しのつかないことになら
ないように、皆さんに歯周病についての情報をお届けいたしま
す。

◇ 歯周病は単に歯だけの問題では、ありません。
　歯周病とは、歯肉が腫れる ｢歯周炎｣ と、歯と歯ぐきをつな
ぐ歯根膜や、歯を支えている歯槽骨まで炎症が及ぶ「歯周炎」
をあわせた歯ぐきの病気の総称です。歯周病は単なる歯だけの
トラブルではありません。歯と歯ぐきが健康でないと食べる楽
しみが減ってしまいます。さらに、胃腸障害や肩こり、頭痛、
心臓や肝臓に炎症を起こすなど、全身の病気を引き起こすこと
もあるのです。

歯周病が体に与える健康障害
• 胃腸障害を起こしやすくなる
• ひどい肩こり、頭痛
• 細菌が心臓や肝臓に感染し炎症にかかる
• 栄養のバランスを崩し抵抗力の低下を招く
• 不眠
• 倦怠感
• 目の疲労
• リュウマチ
• 神経痛
• 冷え性

◇ 40 歳前後を境に急速に歯がなくなります。
　歯周炎になっている人の割合は、20 歳前後では４％、30 歳
前後で 16％、40 歳前後で 26％と次第に増加し、50 歳前後で
は 28％に達します。一人平均の現存歯数も、20 歳で 29 本、
30 歳で 28 本、40 歳で 27 本と 10 年でほぼ 1 本ずつ減ってい
きます。50 歳では 24 本、60 歳で 18 本、70 歳で 12 本とな
り、40 歳代を境に急速に自分の歯が失われていくことがわかり
ます。つまり、40 歳代からの歯の喪失の予防は大変重要になる
のです。（８０２０資料参考）
～　次号につづく　～

歯周病やその他の歯についてのご質問等がございましたらお気
軽に御連絡ください。
植月歯科医院　at Henderson Mill Dental Care
　　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

守ろう、お口の健康！〜歯周病予防〜
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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】 日常に嫌気がさすような気持ち
が大きくなってくる傾向にあります。ルー
ティーンで動いているようなことを、いっ
たんストップして見直してみましょう。もっ
と良い方法が、もっと良い選択が、あなた
の前にはあるかもしれません。

【恋愛運】 相手の気持ちを見極める前に行動
することは NG です。相手も自分に気があ
るのかも、といった感覚は先走り過ぎてい
ることの方が多いものです。他人の噂話を
信用し過ぎたり、なんとなくの空気で判断
したりはトラブルの元でしょう。

【金　運】 お金を貯めることも大切ですが、
運気の流れの面で見ると循環させることも
大切でしょう。前々から欲しいと思ってい
たものは、この際思い切って購入してみる
と良さそうです。

♥ 幸運日： 8　14　26
× 危険日：3　19　28

【全体運】 長期的な計画を立てることに向い
ているようです。年度はじまりである 4 月
以降の予定を立てていくと良いでしょう。
キッチリとしたものでなくとも構いません
し、もちろん細かく決めておくのも良いで
しょう。

【恋愛運】 待ちの姿勢でも良いようです。あ
なたのことを長く気にしていた人物からア
プローチを受けそうです。意外と相性も良
いようなので、縁をつないでみるのも良い
でしょう。浮気や不倫になってしまわない
ように気を付けておきましょう。

【金　運】 仕事絡みで大きなプラスが得られ
そうです。お金そのものの場合もあれば、
同等の経験なり物品なり肩書なり、それは
様々かもしれません。

♥ 幸運日： 3　14　22
× 危険日： 6　18　30

【全体運】 全体的に運気が良い月。思い通り
のことが実行できて、困難や苦手を克服す
ることもできそうな気配です。待ちの姿勢
ではなく、自分から何事も動くようにしま
しょう。

【恋愛運】 復活愛成就の可能性も、新しい縁
との出会いもありそうです。ただ、恋愛運
自体は高いとは言えないので、再会や出会
いがあっても即恋愛に発展とならないかも
しれません。時間を置いて徐々に、といっ
たことでしょうか。

【金　運】 金運も好調の状態。宝くじなども
良いでしょう。大勝ちとまではいかないに
しても、プラスになって終わることができ
そうです。仕事の評価が高くなり、その影
響で実入りが増える可能性もあります。

♥ 幸運日： 9　17　21
× 危険日： 4　15　27

【全体運】 月の始めから徐々に下降してい
き、月末はあまり良くないといった運気の
流れになりそうです。なにかを成すのなら、
月の始めのうちに一気に片付けておくに限
るでしょう。また、苦手克服も月始めにし
ておきましょう。

【恋愛運】 パートナーとは、良い関係を築け
ているようです。その仲がより深まること
でしょう。ただし、嫉妬心を起こしたり浮
気を疑うような出来事に見舞われたりがあ
りそう。

【金　運】 徐々に金運が上昇するので、月の
始めはしばし待つようにしましょう。何事
も大きな成功の前には、我慢も必要になっ
てくるものです。月半ばを過ぎてからは、
チャンスの匂いがしたら即行動で良いで
しょう。

♥ 幸運日： 3　16　24
× 危険日： 8　19　27

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

【全体運】 小休止のようです。あれこれ活発
に動いても、なかなか結果に結び付かない
様子。ここはいっそ、休息期間にして力を
蓄える時間にすると良いでしょう。あれこ
れ自分のやりたいことをする時間に充てて
リラックスを図ってみましょう。

【恋愛運】 恋愛運は可もなく不可もなく。た
だ、あなた自身の意識が恋愛に向かない傾
向が強いので、あまり影響は感じられない
でしょう。恋愛よりも今は自分の優先度の
気持ちの方が強く出てしまうようです。

【金　運】 割と波のあるお金の運気をしてい
ます。ですが生活に直結するような大きな
トラブルはないので、普段通りに過ごすこ
とができるでしょう。大きな買い物も必要
ならありで、生活に必要なものをためらう
ことはなさそうです。

♥ 幸運日： 8　19　30
× 危険日： 4　13　24

【全体運】 なにかと追い込まれてしまう良く
ない運気をしています。プライベートでも、
仕事面でも、とにかく精神的なプレッシャー
に晒されるかもしれません。発言には注意
が必要です。状況をよく見て、判断を下す
ようにしましょう。

【恋愛運】 落ち着いた恋愛運をしているよう
です。ですがそれは波がない、というだけ
であり、問題が起こらないとは言えないで
しょう。新しい出会いには、少しだけ期待
が持てます。

【金　運】 お金は循環するもの、この精神で
いると意外に良いかもしれません。ひたす
ら溜め込むよりも、ただ無駄遣いするより
も、変に気持ちにネガティブな要素を感じ
ないので、ある程度の金額を決めて使うよ
うにしましょう。

♥ 幸運日：2　15　28
× 危険日： 9　19　22

【全体運】 精神的なダメージを負いそうな気
配です。メンタルに自信を持っている人で
も、ショックを受ける様子です。長引かせ
ずに、いかに早く立ち直るか。それが成功
のカギになりそうです。

【恋愛運】 男女の関係において、ややあなた
に譲歩が求められる場面が多くなりそう。
天秤座の人は、割とそれを受け入れてバラ
ンスを取るタイプですが、精神的にもう無
理だと思ったら爆発しそうなので、その前
に相手に言葉で伝える必要があります。

【金　運】 やや上昇するものの、良いと感じ
るには程遠い運気かと。頑張った分だけの
実入りもなく、またラッキーな出来事もほ
ぼないので、大変さを感じることの方が多
いようです。

♥ 幸運日： 4　20　28
× 危険日： 8　13　22

【全体運】 全体運が意外に良い様子。あきら
めかけていたことに光明が差したり、忘れ
ていた頃に吉報が届いたり、ピンチになっ
たときは誰かが助けてくれたりと、物事が
良い方向へと転ぶようです。

【恋愛運】 少し年の離れた異性で、良い関係
になれる気配があります。趣味を共有する
ところから始まり、お互いの良い部分に気
付いていくようです。年齢差を超えた相性
の良さを感じるようで、あまり抵抗がない
でしょう。

【金　運】 高い値段の買い物に向く月。ずっ
と欲しいと思っていたものを思い切って購
入してみる、サービスを利用してみるのも
良いでしょう。後悔は起きないでしょうか
ら、あれこれ考えて悩んでいるよりは思い
切って飛び込んでみるのが吉と言えます。

♥ 幸運日： 3　14　24
× 危険日： 6　19　27

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】 全体的にツキがないようです。慣
れでこなしていたことでも、これまで失敗
したことのないことでも、ちょっとしたミ
スをしてしまいそうです。絶対的に自信を
持っていることでも、注意を払って臨むこ
とが大切になってきそうです。

【恋愛運】 新しい恋愛に目を向ける時期が来
ているのかもしれません。あるいは、今の
パートナーと新しい段階に進むべきなのか
もしれません。いずれにしても、変化を感
じるタイミングのようです。関係を続ける
も終わらせるも、あなたの決断次第。

【金　運】 金運は好調を継続中。欲しいと感
じたもの、サービスに手を出しても良さそ
うです。納得のいくまで、満足のいくまで、
飽きの来るまで投資してみましょう。しか
し、周りの意見や忠告は聞いておくこと。

♥ 幸運日： 4　13　22
× 危険日： 8　19　28

【【全体運】 好きな分野で、ノビノビと活躍
することが叶いそうな気配です。自分らし
さ、価値観を前に出すと、それが魅力となっ
て周囲の人に伝わっていくことでしょう。
共感して、あなたとの縁を望む人が増えて
くると思われます。

【恋愛運】 良縁との出会いや、結ばれるチャ
ンスが何度かありそうです。アンテナは常
に張っておくに越したことはありません。
紹介の場合も、気分で断ったりするのは
NG です。まずは会うこと、その上で合う
合わないの判断をしてみましょう。

【金　運】 楽しいことにお金は使っていきま
しょう。そうすることで、あなたに良い影
響を与えてくれそうです。予算をいつもよ
りも多めにしておくことで、より良い質の
日常を送ることが叶いそうです。

♥ 幸運日： 8　17　22
× 危険日： 2　12　26

【全体運】 やや運気が下降を辿ることもあ
り、物事が予定通りに進まない可能性が大
きくあります。そんなときはあえて固執せ
ず、色々なことに手を拡げてみると良いで
しょう。

【恋愛運】 刹那的な恋愛を楽しめる運気をし
ています。本気にならない、ちょっとした
軽い浮気程度の関係といった具合です。も
ちろん、パートナーがいる人は、本気になっ
てしまったりダラダラと続けたりといった
ことは避けるようにしましょう。

【金　運】 好調の金運をしているようです。
思い切った勝負に出ても、意外に思ってい
た以上の結果を手にすることが叶いそうで
す。決断力が鈍るような場面もあるでしょ
うが、迷ったときは進むの路線で行くと良
いかもしれません。

♥ 幸運日： 5　14　21
× 危険日： 1　18　26

【全体運】 月の前半はのんびりと、後半に
入った急に忙しくといった動きになりそう
です。体調を整えたり準備を整えたり、穏
やかな時間を過ごせるのは月半ばまでだと
思っておきましょう。

【恋愛運】 引き続き、好調と言える恋愛運を
しています。新しい出会いに期待が持てて、
最初から好印象を抱く相手と良い関係にな
れるかもしれません。

【金　運】 お金に関して、ややピンチに陥る
ようなことがありそうです。日頃からきち
んと管理をしているかどうか、見直す必要
がありそうです。管理を人任せとか、アバ
ウトな感じで行っている人は、この機会に
一度見直してみると良いでしょう。勝負運
があるので、宝くじや toto などは吉かもし
れません。

♥ 幸運日： 4　18　26
× 危険日： 8　13　21

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

Japan's Childrens Day Festival 
Hosted by ICAGeorgia PTO「こどもの日祭り」
Medlock Corporate Pavilion at Pinckneyville Park 
4758 S Old Peachtree Rd. Peachtree Corners, GA  30071
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100090069947540

 ■ 5 月 7 日 ( 日 )11 時〜 3 時

St. Patrick’s Parade
Peachtree St. and 15th St., GA
http://atlantastpats.com/

 ■ 3 月 11 日 NOON – 1:30 | Rain or Shine

ATLANTA FILM FESTIVAL
Downtown Atalnta
https://www.atlantafilmfestival.com/

 ■ 4 月 21 日－ 5 月 01 日

Atlanta Dogwood Festival
Piedmont Park
https://dogwood.org/

 ■ 4 月 14 日－ 16 日

GEORGIA RENAISSANCE FESTIVAL
6732 Virlyn B. Smith Road, Fairburn, Georgia 30213.
https://www.garenfest.com/

 ■ 4 月 15 日－ 6 月 04 日

Inman Park Festival
Inman Park 
https://festival.inmanpark.org/

 ■ 4 月 29 日－ 30 日

SweetWater 420 Fest
Centennial Olympic Park
https://sweetwater420fest.com/

 ■ 4 月 22 日－ 23 日

Spor ts

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

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

 ■ 2 月 09 日 - 12 日 
 WM Phoenix Open 
 TPC Scottsdale (Stadium Course),  Scottsdale,  AZ

 ■ 2 月 16 日 - 19 日 
 The Genesis Invitational 
 The Riviera Country Club,  Pacific Palisades,  CA

 ■ 2 月 23 日 - 26 日 
 The Honda Classic 
 PGA National Resort (The Champion),  Palm Beach  
 Gardens,  FL 

 ■ 3 月 02 日 - 05 日 
 Puerto Rico Open 
 Grand Reserve Golf Club,  Rio Grande,  PUR

Atlanta Braves

アトランタブレーブス
ホームゲームのみの案内です。

 ■ 4 月 06 日から　パドレス 4 連戦
 ■ 4 月 10 日から　レッズ 3 連戦
 ■ 4 月 21 日から　アストロズ 3 連戦
 ■ 4 月 24 日から　マリーンズ 4 連戦
 ■ 5 月 05 日から　オリオールズ 3 連戦

Music

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

 ■ 4 月 28 ー 29 日 Taillor Swift
 ■ 5 月 27 日 Ed Sheeran
 ■ 8 月 11 日 Beyonce

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

 ■ 3 月 07 日 SZA
 ■ 3 月 09 日 Wizkind
 ■ 4 月 26 - 27 日 Janet Jackson
 ■ 7 月 13 日 blink-182

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

 ■ 6 月 18 日 Briyan Adms
 ■ 7 月 28 日 Sam Smith 

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

 ■ 3 月 01 日 NAV
 ■ 3 月 07 日 keshi 
 ■ 3 月 17 日 Subtronics

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

 ■ 2 月 21 日 -26 日 Tina: The Tina Turner Musica
 ■ 3 月 28 日 -4 月 02 日 A Soldier’s Play
 ■ 4 月 19 日 -30 日 Moulin Rouge! The Musical
 ■ 5 月 30 日 -6 月 04 日 Hairspray

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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　私が日本に行くときは、「いかに楽にいくか」ではなく「い
かに安く」に全神経を集中する。アトランタは D 航空の独壇
場なので、毎日飛ぶ直行便はとてつもなく高い。
　そこで私のたどり着いた結論は「競合他社が多い LA から
の便を探す」です。今回は、アトランタからの直行便の３分
の１以下の運賃でチケットをゲットした。シメシメ。

１月 20 日
　LA には昨晩遅く到着。西海岸時間では朝７時だけど、日
本時間だと深夜なので、日本時間にアジャストするという理
由を無理やりつけて、ラウンジで普段はほとんど飲まないカ
クテルをここぞとばかりにオーダーする。
　朝９時の段階でヘロヘロになってしまい、フライトの間は
一切アルコールを飲まなかった。いやいや、飲めなかったの
方が正解か。

１月 21 日
　それまではマスク着用については、一切言われていないの
に日本領空に入ると「日本政府の要請により、ここからはマ
スク着用を…」とのアナウンスが入る。
　これって日本が緊急事態宣言下だった時に「酒のサービス
は８時まで」それ以降はサーブしてはいけないという「８時
になるまでウイルスは寝てるんですか？」と普通にツッコま
れたルール（？）と同じ。
　取り合えず気にしています感を出すための、演出にしか思
えない。しかしやっています感を出す演出と言えば「VISIT 
JAPAN」の青画面である。あれはいったい何なのだ。
　羽田について飛行機から出るとやたらベストを着たバイト
の人達が沢山いて「青画面」を見せてくださいと言う。「青
画面」を見せてあげると「どうぞ、どうぞ」と先に進める。
　まるで水戸黄門の印籠だ。でも誰もその青画面が今回のモ
ノであるかなんて気にもしていない。次回は今回のスクショ
を見せながら通れるかやってみたいと思った。

１月 22 日
　グレートムタのラストマッチ当日、開場時間前に横浜ア
リーナ到着すると一目でプロレスファンとわかる人達が当日
券を求めて長い列を作っている。
　もちろんプロレスファン全員が、一目でプロレスファンと
わかる格好をしているわけではない。むしろ普通の格好の人
達の方が圧倒的に多いのだが、そっちの人達はかなり独特な
空気を醸し出しているので目立ってしまうという事なのだ。
　ちなみに、各プロレス団体のグッズを身に着けている人は

「普通の格好」枠にはいる。熱心さが外側に向かってほほえ

ましいとも思うくらいだが、そっちの人達はプロレス好きが
内側に向かってしまい、いわゆる「オタク」にしか見えない。
　そういえば、何故かチャンピオンベルト（もちろん偽物）
を誇らしげに肩から掛けて胸張って歩いているツワモノもい
た。
　開場前の横アリは一種独特な空気（一般人は近づきたくな
い）が渦巻いていた。大会は音楽が鳴り響き、照明が交差す
る素晴らしい空間で大満足。

１月 23 日
　サニーさんからレスラーを東京観光に連れて行くので付き
合ってくれと言われ原宿へ。原宿なんて何年振りかわからな
いくらい久しぶりである。
　キョロキョロしながら歩く完全にお上りさん状態になる。
表参道からちょっと横道に入ってしまうともう自分が何処に
いるのかわからなくなるし、並んでいる店も何もそそられる
ものはない。
　彼らも左右を見ながら歩いているが面白くなさそうだった
ので「サニーさん、浅草に行きましょう。外人には原宿より
浅草ですよ」と強引に浅草に行くことにした。
　雷門の前で全員で写真を撮り、仲見世をぶらぶらするとい
うこれぞ観光客という行動をとる。レスラーたちも原宿にい
る時と別人になったように勝手に動き出し、何回も電話で所
在確認しないとみんなバラバラ
になってしまう状況になる。

１月 24 日
　羽田出発５時 PM ～ LA 到着
10AM。フライト中は、食事も
とらずにほとんど寝ていたので、
早寝をして起きたら朝 10 時とい
う感覚なので、時差ボケは全く
感じない。LA 便はほぼ正解とい
うのが今回のトリップの結論で
した。オス。

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

JAPAN トリップ編
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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 TRAVEL
パ ー ト タ イ ム で 勤 務 い た だ け る 支 店 サ
ポートスタッフを募集。勤務時間は週 4
日以上で 1 日 4 時間以上勤務。詳細は弊
社採用情報ページをご確認ください。お
問合せは人事採用担当までご連絡下さい。

（E-mail: 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。 

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

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。

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

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

女子ゴルファー集まれ！
マリエッタ近郊のゴルフ女子の方！月に
1、2 回、平日 ( たまに休日 ) にパブリック
コースでゴルフを楽しみませんか？
フミまで text ください 770-378-7167

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.

アニスアトランタは
あなたのビジネスを応援します !!

クラシファイド広告

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
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次回 2023 年 4 月号は
4 月 5 日ごろ配布予定

編集後記

　春の日差しが温かく感じられる季節となりました。日も
長くなり、コートなしでも外出できるようになってきまし
た。毎日があっという間に過ぎていくので、１日１日を大
事にしたいなと思う今日この頃です。

　温かくなってワクワクしてきたのですが、それと共に花
粉症でしょうか、花がムズムズしてきています。ジョージ
アの春は桜の季節と共に花粉の季節がやってくるので、厄
介なのですが、緑をみながら外を散策したりするのが楽し
みなので、ローカルのはちみつ飲んで何とか過ごしていま
す。こんないい方法があるよなどの情報があれば、ぜひお
知らせください。大歓迎です。

　先日、お友達がお庭に咲いたフキノトウの写真を送って
くれました。とても小さくてかわいいのですが、春の訪れ
を感じます。またガーデニングを始めてみたくなってきて
います。もうちょっとスタイリッシュな感じにしてみたい
といつも思うのですが、いまいちプロのようにはいかず、
植物が育つのを楽しむのみになっています。今年はもう少
し手を入れて頑張ってみたいと思います。皆さんもぜひ、
近くの春を探してみてください。
　次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。

アニスアトランタ　M.M.
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