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

　2020 年 1 月 26 日 10 時頃、アメリカ合衆国西部ロサンゼ
ルス近郊のカラバサスで、コービーと次女ジアナら 9 人が乗っ
たヘリコプター（シコルスキー S-76B）が墜落し、コービー
を含む搭乗していた全員が死亡した。41 歳没。次女ジアナは
13 歳没。

　その死は多くの人々に衝撃を持って伝えられ、同日行われ
た NBA の 8 試合では試合前に追悼セレモニーを行うと共に、
試合開始後のティップオフから両チームが（コービーの現役
時代の背番号に因んだ）24 秒（ショットクロック）ヴァイオ
レーションや 8 秒ヴァイオレーションを意図的に犯してコー
ビーに哀悼の意を捧げ、また、アトランタ・ホークスのトレイ・
ヤングは、彼の過去の背番号 8 を着用して登場した。またデ

トロイト・ピストンズは試合前に選手全員が「24」「8」「Bryant」
文字がプリントされたユニフォームを着用して登場した。

　コービーは NBA の「レジェンド」と伝えられる名選手で、
1996 年にレイカーズに入団し、2016 年に引退した。レイカー
ズの 5 度の NBA 優勝において中心的な役割を果たしたほか、
オールスター戦に 18 回選ばれた。
　ポジションはシューティングガード。身長 198cm、体重
96.2kg[3]。極めて高い確実性から、狙った獲物は 99.9% の確
率で仕留めると言われている世界で最も危険な猛毒蛇の一種

「Black Mamba ( ブラックマンバ )」の愛称を持つ。
　父のジョー・ブライアント氏も元 NBA 選手で、コービーの
名は同氏が好んだ神戸牛から名付けられた。

　コービーは父親のジョー・ブライアントが NBA で 3 年目、
フィラデルフィア・セブンティシクサーズに所属していた
1978 年に、2 人の姉の弟として生まれた。ジョーはその後サ
ンディエゴ・クリッパーズ、ヒューストン・ロケッツを渡り
歩き、1983 年には NBA を離れ、大西洋を渡ってイタリアリー
グに移籍することになった。父親に連れ立って一家もイタリ
アに引越し、6 歳だったコービーはイタリアで約 7 年を過ご
すことになる。
　子供の頃をイタリアで過ごしたコービーは流暢なイタリア
語を話す。英語とイタリア語に加えて、かつてのチームメー
トであるパウ・ガソル（ポートランド・トレイルブレイザー
ズコーチングスタッフ）からはスペイン語を学び、トニー・パー
カー（元サンアントニオ・スパーズほか）にトラッシュトー
クを仕掛けるためにフランス語を学んだという過去がある。

コービー・ブライアント

名前：Kobe Bean Bryant
国 :　ペンシルベニア州フィラデルフィア
生 :　1978 年 8 月 23 日 - 2020 年 1 月 26 日

偉人の名言
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　NBA のアダム・シルバー・コミッショナーは「素晴らしい
才能が勝利への執念と混ざったとき、何が可能かを 20 シーズ
ンにわたって見せてくれた」などと声明を発表。
　往年の名選手もマイケル・ジョーダン氏が「ショックを受け
ている。痛みは言葉では言い尽くせない。コービーが大好きだっ
た」とコメントし、元レーカーズのマジック・ジョンソン氏も
ツイッターに「レーカーズ史上最高の選手が亡くなった」と敬
愛を込めて記した。
　ツイッターではグリズリーズとツーウエー契約を結ぶ渡辺雄
太選手も「うそでしょ…コービー」とショックをつづった。陸
上男子 100 メートル、200 メートルの世界記録を持つウサイン・
ボルト氏（ジャマイカ）は「まだ信じられない」とつぶやいた。
　米国のトランプ大統領は「ひどいニュースだ！」と悼み、オ
バマ前大統領は「コービーはコートで伝説であり、同じくらい
意味を持ったであろう第 2 幕を始めたばかりだった」と早過ぎ
る死を嘆いた。

　最も神に近づいた男、コービー・ブライアントの伝説とは、
才能だけではなく徹底した努力。シーズン中には、チーム練習
やシューティングをあわせ、1 日４時間をトレーニングに費や
す。ちなみに 1 日のシュート本数は 700 － 100 本。30 歳を

すぎたあらりから、ジャンクフードや甘いものを口にしなくな
り、食事のメニューは、もっぱら赤み肉や魚、野菜など食事制
限も徹底している。

　コービー・ブライアントが現役生活を通して示してきたバス
ケットボールに取り組む姿勢は「マンバメンタリティ」と呼ば
れ、多くのＮＢＡプレーヤーや関係者からリスペクトされてき
た。それは到ってシンプルなものだと本人は語る。
　コービーはロンドンで行われたＮＢＡのインタビューで、マ
ンバメンタリティが持つ意味についてコメント。バスケット
ボールコートにおけるマインドセットだけに限ったことではな
く、生き方そのものをあらわす言葉だと説明した。

「それは考え方ではなく、生き方そのもの。一日も欠かすこと
なく成長のために努力する生き方。やせ我慢したり、虚勢を張っ
たりしながら生きることでは決してない。マンバメンタリティ
とは、取り組んできる物事が何であれ上達のために努力しよう
とする最もシンプルな姿勢だ」
　日々精進を重ねる生き方がマンバメンタリティ。シンプルだ
が、いざ実践するのはなかなか難しい。

　「ナイキ KOBE A. D.」のプロモーションでも、コービーはマ
ンバメンタリティについて次のように解説している。

「マンバメンタリティとは、答えを見つけ出すための終わりな
き冒険。もっと上達したい、もっと知りたいというのは無限の
好奇心。マンバメンタリティとは、結末にこだわらずに、とに
かく進み、戦うこと。人から何と言われるとか、誰かに失望さ
れるのではないか、そんなことは一切気にせず、その瞬間だけ
に神経を注ぐ。それが真のマンバメンタリティだ。」
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ニュースダイジェスト
新型肺炎は「パンデミックの瀬戸際」
　米国立アレルギー・感染症研究所のアンソニー・ファウチ所
長は 2 月 23 日までに新型肺炎の問題に触れ、「我々は明らか
に（世界的な流行の拡大を意味する）パンデミックが起きる瀬
戸際にいる」との認識を示した。

　「我々の運命は渡航に関係しての感染例に遭遇する中国以外
の諸国の対処能力に左右される局面にある。人から人への感染
が持続し始めている状態となっている」と説いた。
　米国の感染症研究の第一人者でもあるファウチ博士は「感染
源を特定出来ずに人から人への感染例が発生している日本や韓
国の事例を見るならパンデミックが生まれつつあるとも言え
る」と指摘。
　「このような国が多数となったら後の祭り」とも主張。「さら
なる感染がわが国へ及ぶのを防ぐのは非常に困難になるだろ
う」と続けた。
　その上で米国へのリスクは「非常に低い」とも説明。ただ、
この状況は「即座に変わり得る」とも警告した。
　横浜港に停泊中の大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス
から米国人乗客を退避させた措置にも触れ、「難しい判断だっ
た」ともしながら「間違いなく正しい選択だったと信じる」と
した。

新型肺炎で航空会社の減収は３兆円超に
　世界の定期航空会社で組織する国際航空運送協会（IATA）は
2 月 22 日までに、新型肺炎の感染拡大の影響で航空会社が被
る減収の総額は今年、最大で 293 億米ドル（約 3 兆 2820 億円）
に達する可能性があると報告した。

　また、当初の試算として、アジア太平洋地域での通年の航空
乗客の需要は 13％程度失われる可能性があるともした。同地
域の旅客需要は当初、4.8％増を見込んでいた。
　この試算が正しければ、アジア太平洋地域の航空会社の
2020 年の減収総額は 278 億ドルとなる。この損失の多くは中
国の航空会社で発生するとし、国内線のみでは 128 億ドルに
達するとも予測した。また、アジア太平洋地域以外に拠点があ
る航空会社の減収は、中国路線での需要減退に限って想定した
場合、15 億ドルになると予想した。
　IATA のドジュニアック事務局長は報道発表文で、新型肺炎
発生による旅客需要の急激な低下は航空会社、特に中国市場
に注力する航空会社に財務的な打撃を与えるだろうと指摘。
2020 年は航空会社にとって非常に厳しい年となるだろうと結
論付けた。

７３７ＭＡＸ機に新たな問題
　2 度の墜落事故で計 346 人の犠牲者を出し、運航停止が続
く米ボーイング社製の小型旅客機「737MAX」の燃料タンク内
に異物が放置されていたことが 2 月 20 日までにわかった。
　同社が顧客にまだ納入せず保管している同型機の複数の機材
で見つかったもので、今年半ばまでの運航再開を期待する中で
新たな不祥事の発覚となっている。

　完成した機材の中での異物発見はショートサーキットや火災
などが発生しかねず、安全飛行に大きな危険性をもたらす。
　今回の不手際を受け同社は従業員の作業面での指示や確認事
項を修正すると共に、点検や審査などで新たな手続きを追加す
る方針。
　同社で 737 機事業を担当する副社長は社員向けの通知で、
生産工程で異物を排除する必要性を強調。ただ、燃料タンク内
で異物が見つかった機数には触れなかった。

ニュースダイジェスト
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　２度の墜落事故後、737MAX は昨年３月以降、運航停止を
強いられている。墜落は安全運航関連のソフトウエアの不具合
が原因と考えられ、修正作業は当初の想定より長引いている。
　ボーイングはこの間、減産しながらも同型機の製造を続けて
いたが今月になって製造停止の暫定的な判断を下していた。保
管している同型機は約 400 機で、運航再開の承認を待って顧
客に引き渡す予定となっている。
　ボーイングが納入した機材では過去にも異物騒ぎが起きてい
た。米空軍は昨年、KC46 型給油機の機内で異物が見つかった
として同機の引き取りを２度、一時停止していた。  

米国産ワイン、５年ぶりの安値に
　米カリフォルニア州でワイン用ブドウの生産が過剰になり、
需要減退と相まって、ワインの値段は５年ぶりの安さになる見
通しだ。安値は最大で３年続くという予想もある。
　ワイン業界の動向に関する年次報告書をまとめたロブ・マク
ミラン氏は米国のワインについて、「過去 20 年で最も買い得
になる」と予想した。

　カリフォルニア州北部では 2016 年、広大な面積の畑に新し
いブドウの木が植樹され、収穫の手段も効率化が進んでブドウ
の収穫量が増えた。半面、生産量の増加を支えられるだけのワ
イン需要はなく、余ったブドウが廃棄されている。
　ブドウ生産者団体の代表ジェフ・ビター氏によると、供給過
剰の主な原因は、ここ数年にわたってワイン出荷量の伸びが鈍
化していたところへ、2018 年のワイン用ブドウの豊作が重なっ
たことだった。ワインの出荷量は 2015 年まで 20 年間増え続
けており、減速は業界にとって予想外だった。
　カリフォルニア州の生産者は、市場の均衡を保つため、ワイ
ン用ブドウの栽培面積縮小を余儀なくされる。まずナパから始
まって、州内の主な優良種産地で調整に踏み切る予定だという。

ブドウの価格が安定するまでには少なくとも２～３年はかかる
と見込んでいる。
　業界団体の IWSR によると、米国ではリカー類や飲みやすい
カクテル類の消費量が増える中、ワインの消費量は 25 年ぶり
に減少に転じた。

ワッパーがカビだらけに、保存料不使用をアピール
　米ファストフード大手バーガーキングは 2 月 19 日、同社の
ハンバーガー「ワッパー」がカビだらけになっていく様子を映
した CM を発表した。人工保存料などの添加物をメニューから
一掃する取り組みをアピールする狙いだ。
　同社はこの日、保存料不使用の新作ワッパーの写真を公開。
広告戦略の一環として、緑のカビに覆われ腐りかけた状態にし
てある。

　CM では通常、料理や素材をおいしそうに見せる目的で着色
料や特殊効果が使われるが、今回はこれらを意図的に排除した。
45 秒間の CM の最後には、緑と青の塊に変わり果てたワッパー
が映り、「人工保存料不使用の美しさ」というキャッチコピー
が流れる。
　カビだらけのワッパーは見かけこそ気持ち悪いかもしれない
が、バーガーキングの親会社レストラン・ブランズ・インター
ナショナルは、消費者のニーズは健康志向の有機素材にあると
踏んでいる。米自然食品スーパー大手ホールフーズの委託を受
けてユーガブが昨年９月に行った調査によれば、「ミレニアル
世代（1980 ～ 90 年代生まれ）」の半数強と保護者の 57％は、
５年前より有機製品を飼う機会が増えたと回答した。
　業界全体が健康志向の有機素材に軸足を移すなか、欧州の大
部分のバーガーキング店舗では既に、食品保存料の使用をやめ
ている。米バーガーキングの幹部によると、米国でも 400 店
以上で既に保存料不使用のワッパーが提供されているという。
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 HT International Realty LLC 

Tel. 770-851-7030 
Email:  htparis@gmail.com 

住宅  
  
“
 
売買∙ 賃貸∙ 投資” は信頼と実績 の

    

お客様の大切な不動産、親切丁寧に

お仕事いたします。 

 Hisako Paris Tsumagari 
津曲久子までお問い合わせ下さい。

今さら聞けない 「 ビーガン」 と「 ベジタリアン」 の違い

「ビーガン」と「ベジタリアン」の違い

ベジタリアンはベジタブルが由来ではない？
　ベジタリアンのベジとはラテン語の vegetus（ベジェトゥス）
が語源で、「健全な」「新鮮な」「活力のある」という意味です。
　今から 170 年前の 1847 年に発足した英国ベジタリアン協会
で初めて使われた言葉だそうです。

ベジタリアンの種類
　ベジタリアンと一口にいっても沢山のタイプに分けられます。
• ビーガン（植物性食品のみを食べる）
• ラクト・ベジタリアン（植物性食品と乳製品は食べる）
• ラクト・オボ・ベジタリアン（植物性食品と乳製品、卵は食べる）
• ペスコ・ベジタリアン（植物性食品と魚、卵、乳製品は食べる）
　上記の他にも多くのカテゴリーに分類されています。
　アレルギーや病気など健康のため、自身の考え方、環境のため、
宗教、スピリチュアルな理由など、ベジタリアンになる背景は
様々です。

ビーガンとは完全菜食主義者
　ベジタリアンとは様々なタイプの菜食主義者の総称ですが、
ビーガンは卵や乳製品を含む、動物性食品をいっさい口にしな
い「完全菜食主義者」のことです。
　さらに、食だけに限定するのではなく、身の回りのものから
できるだけ動物由来のものを避けることで動物の命を尊重する

「エシカル・ビーガン」の人たちもいます。
　エシカル・ビーガンの人は、例えばレザーや毛皮などの動物
性製品全般の使用を避けます。

精進料理はベジタリアン・ビーガン料理
　精進料理とは、野菜類、穀類、海藻類、豆類、木の実、果実
など生臭物（肉、魚介類）を使用しない精進物で作った料理の
ことです（諸説あります）。
　精進という言葉は、仏の教えによって仏道修行に努めること
を言います。修行に専念するための食事は、現代では素朴でシ
ンプルな健康食として国内外から注目を浴びています。
　また、約 150 年前の明治維新の頃までの日本の食事は、米飯
に一汁一菜の粗食が基本であり、祝いの日には魚を食する。ベ
ジタリアンの食生活に近いものだったようです。

白砂糖を使わないビーガンも
　ベジタリアンやビーガンの中には白砂糖の使用を避ける人が
います。
　砂糖を精白・精製するために、「骨炭」という牛骨粉が使用さ
れることがあるのが理由です。代わりに、甘み付けには黒砂糖、
メープルシロップ、甜菜糖などを使うことが多いようです。

ベジタリアンとビーガン
　ベジタリアンとビーガンは混同されがちですが、ベジタリア
ンは体の健康に、ビーガンは心の健康にウェイトを置いている、
そんな印象を受けます。そして、いきなりビーガンになる人よ
りも、ベジタリアンから徐々にビーガンになる人も多いようで
す。
　ビーガンでいる理由は人それぞれで、動物愛護の観点や健康
のため、宗教上の問題などさまざま。完全菜食主義者というと
サラダだけを食べているようなイメージを持っていた人もいる
かもしれませんが、実際は豆類などを使ってボリュームのある
食事を取っています。
　牛乳の代わりに豆乳やアーモンドミルクを飲むことが多く、
乳製品の代表格であるチーズ、ヨーグルトは植物性の原料で作
られたビーガン仕様のチーズや、豆乳ヨーグルトが売られてい
ます。ビーガンでない人も、ビーガンレシピを取り入れてみて
はいかがでしょうか。またひとつ、食の幅が広がりますよ。
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　2 月 1 日ついに新日本プロレスがアトランタにやってた。
この大会のタイトルをあえて新日本プロレスマニア風に言え
ば「イッテンニ・コカ・コーラロキシー」とういうことろで
ある。
　なぜ私が先月からプロレス、プロレスといっているかとい
うとプロレス（ファン）歴は空手歴よりも古く、ほぼ半世紀
にわたる。決定的なこととしては、新日本プロレス所属の
永田裕志選手が 20 数年前アメリカで修行していたころ私の
ルームメイトだった事で、プロレスの関係者とのネットワー
クが広がり私のプロレスラブが別次元に移行した事が大き
い。

　そんな彼と会うのは約 3 年ぶり。前回は昔アトランタの
住人で今はハワイでブルースを歌っている悪友トミー磯部の
ジャパンツアーのライブ以来だ。この時は現役、過去のアト
ランタの住民が 15 人くらい集結して同窓会のようになって
しまったのだが、私はそんな事よりもライブのサポートメン
バーに小田和正のバックバンドのギターの稲葉さんがいたこ
とに大興奮していた。稲葉さんを知らない人は何故私が髭の
おじさんを見て大興奮しているのか訳が分からなかっただろ
うが・・。

　新日本プロレス一行のアトランタ入りは試合の前日金曜
日。永田選手とは「金曜日に食事をしましょう」ということ
だけ約束していて詳細は何も決めていなかったのだが、, 結
局当日になって「やっぱり日本食が恋しい」というので、永
田選手が昔アトランタにいた頃に毎週のように通っていたレ
ストランにいたシェフがいるレストランに決定。
　そこには昔（かれこれ 23 年前？）一緒に騒いでいたメン
バーが集結して、完全に同窓会のノリで、私にとっても同じ
アトランタに住んでいながら 20 年以上あっていない顔に会
えたりして、永田選手サマサマである。長い間あっていなく
ても顔を見たとたんにタイムスリップして、懐かしいという
感情さえもわかないなんとも幸せな時間だった。
　
　試合当日は会場時間ちょっと前に到着。会場前には入場を
待つ客が並んでいるのだがアメリカ人しかいない。私が永田
選手からもらった今回のツアー T シャツを着て歩いていた
ら、それに気が付いた日本人スタッフが「こんちわ～」と声
をかけてきた。客層のことが気になったので話を聞いてみる
と今回のツアーは試合開催地のコアなアメリカ人ファン（要
するに新日オタクね）中心に宣伝をしてきたという事。どう
りでアメリカ人しかいないわけだ。
　日本人の観客はタンパ、ラーレイ、ナッシュビル、マイア
ミ大会合わせて 10 人くらいだったという。私は 5 人グルー
プで行ったのでかなり驚かれたにちがいない。

　会場に入ると物販のカウンターに棚橋選手や今回は来てい
ないがオカダカズチカ選手の写真やＴシャツを買うために人
だかりができていてアメリカのプロレスオタクの熱気を感じ
ジワジワ気分が盛り上がってくる。
　試合開始 15 分くらい前から大きなスクリーンにスポン

サーの CM やら試合観戦中の注意のビデオが流れるのだが、
驚いたことに全て日本語である。おまけにＣＭで流れている
商品は日本でしか売っていないようなモノ。「おいおい、こ
んなのアメリカ人わからねーぞ」と心の中で突っ込みを入れ
つつビールを飲みながら試合開始を待つ。
　するといきなりテレビ朝日の「ワールドプロレスリング」
のテーマ曲が場内に響き渡る。これで私のテンションは一気
にマックスである。きっとあの瞬間は会場で一番気分が高
鳴っていたのは私だったという他人にっは全く価値のない自
信があるぞ。あはは。

　「ワールドプロレスリング」のテーマ曲で気分は一気に日
本の試合会場になったところに、さらに日本語の波状攻撃は
続く。リングアナウンサーの選手紹介も「赤コ～ナ～ 230 パ
ウンド～」と一瞬ここは日本かと思ったくらいだ。
　選手紹介どころか試合中の場外乱闘の際の「危険です。お
下がりください！」「お気を付けください！」とういアナウ
ンスまでまでまさかの日本語だったのには「だからアメリカ
人にはわかんねーって！！」と 2 度目の突っ込みは思わず声
に出してしまった。

　永田選手はオープニングマッチで登場した。スクリーンに
永田選手の白目の顔が度アップになると場内ヒートアップ。
私まで嬉しくなってしまう。大会は全 7 試合で私が知らない
日本人選手の登場にも大歓声が起きる。
　でもこの日一番の大歓声はなんといっても新日のトップで
ある棚橋選手が登場したとき。会場全体が「ゴー！エース！」
の大合唱。アメリカのプロレスオタク恐るべし。
　試合内容は試合ごとにオーソドックスなストロングスタイ
ル、派手に飛び回るスタイル、善玉と悪役、果てはお笑いま
で色々なプロレスの要素がギッシリ詰まった大会でプロレス
初体験の人も満足できる内容だったと思う。

　全試合終了後に食事に行くため宿泊先のホテルへ。ロビー
で永田選手と話していると続々と試合を終えた選手が返って
くる。さっきまでリング上や場外で竹刀を振り回しながら悪
態をついていた邪道選手が帰ってきた。
　「おつかれした～」と声をかけると「お疲れ様でした」と
礼儀正しく挨拶を返してくれる。このギャップがプロらしく
てたまらない。
　食事はどこに行こうか考えるのが面
倒なので前日と同じレストラン直行。
彼らも 2 日連続で来るとは思っていな
かったらしく前日以上に喜んでくれた。
11 時を過ぎる頃には前日とほぼ同じメ
ンバーが集まり同窓会第二章の始まり。
そのまま夜は更けてゆく、書きたいと
ころだが翌日ホテル出発が 7 時だとい
うので12時過ぎには散会となった。「来
年もまた来ます」と言って永田裕志は
お約束の敬礼ポーズで帰りの車に乗り
込んだ。

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
新日本プロレス THE NEW BEGINNING USA  2.1 Coca-Cola Roxy

格闘家の戯言◎高橋督
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ジョージア日米協会ではビジネス昼食会を来る 3 月 2 日（月）11 時からアトランタ連
邦準備銀行で開催いたします。スピーカーに学習院大学の伊藤元重教授とエモリー大学
のエリック・ラインハート教授をお迎えし、日米間の現在と将来の経済見通しに特化し
た討論を行っていただきます。
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季節のスープレシピ◎スープ料理家・東條真千子
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Hello! Atlanta ◎鎌田桃佳
鎌田桃佳
イラストレーター名は紀平桃佳。雑誌や書籍の表紙やカットを
手掛ける。ペーパー雑貨や、天然石やタッセルを使ったアクセ
サリー小物も制作。2016 年からアトランタ在住。
Instagram : momoka_and_kelirbulan

自分のためだけに用意する時間
〜自宅で Afternoon Tea 編〜

　アフタヌーンティー。大好きです。愛してます。でもアトランタで美味しいアフタヌーンティー
やってるとこ、知りません。誰か知ってたら至急連絡下さい。しょうがないので自宅で一人で

「なんちゃってアフタヌーンティー」をしています。由来的には社交の場であり礼儀作法、会話
内容のセンスや教養が要求されるものらしいので、一人で誰も居ない会話もない場でやってる
アフタヌーンティーは、もはやただの茶すする時間でしかありません。一人アフタヌーンティー
はこの上なく気楽です。ただ目の前にいい感じに盛られたお菓子達を摘まみながら、ゆっくり
お茶を飲む。お菓子はその時家にある物。本来ならあるべきスコーンも、無ければバターを塗っ
て焼いた食パンに蜂蜜かけて、クロテッドクリームなんてあるわけないので気力があれば生ク
リームを泡立てて添えてみます。面倒な時はバニラアイスを乗せます。アフタヌーンティーに
欠かせない胡瓜のサンドイッチも、その時挟める具材で間に合わせ。そしてとにかくどんな物
も小さな皿に小分けにして盛り付けます。サラダがあればミニカップに、スープがあればミニ
カップに。色んな物をちょっとずつ摘まみたいだけなので、一つ一つの量は少なくていいのです。
下の段にご飯系、上の段にデザート系を置いて、普通にご飯を食べる時とそう変わらない順番
で摘まんでいきます。例えばサラダ→スープ→サンドイッチとポテト→ケーキ→クッキーやチョ
コといった感じ。でも一人アフタヌーンティーは誰も見てないので、甘いの食べてまた塩っぱ
い物に戻る事も可。外に出るのが億劫な雨の日などに、好きな音楽をかけて自分の為だけに用
意して食べる時間は、落ち込んでても次の日からまた頑張ろうと思える充電になります。

【ケーキスタンド】
横長のケーキスタンドは安定感
抜群。奥行きの無いテーブルに
も使えます。お皿は取り外し可能。
(Pottery barn)

【ナプキンリング】
1 から 8 まであるので、その日の
気分で好きな数字を選んで使用。
大人数のアフタヌーンティーの時
は、誰がどの席に座るかこの数字
で決めるという手も。
(Restoration Hardware)

【ナプキン】
シンプルな縞々ナプキン。縦縞で使
うとファームハウススタイルに合い、
横縞で使うとカジュアルな雰囲気に。
(Target)
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【クッキングシート】
揚げ物をのせる時に使います。ポテトフライ
も、ミニカップにこれをクシュッと敷い
てから入れると、お店風に見えます。
(HomeGoods)

【STAUB ケトル】
これで作るロイヤルミルクティー ( 牛
乳で煮出した茶 ) は美味しいです。
蓋にティーストレーナーが付いて
るので、茶葉を入れて牛乳を注
ぎ低温で煮出します。
(Williams Sonoma)

【アフタヌーンティーの一例】
海老のジェノバトースト ・ チキンサラダ ・ サツマイモのポ
タージュ ・ ポテトフライ ・ レモンケーキ ・ ピーカンプラリ
ネ ・ チョコテリーヌ ( 戴き物 ) ・ クッキー & チョコ ・ アップ
ルサイダー ・ ロイヤルミルクティー ・ シャルドネアイスティ
ー ・ 烏龍茶。
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アトランタ in-Town News ◎ Atlanta 
Lunar New Year Festival

　新年も富と幸運に恵まれますようにと、伝統的な旧正月の
お祝いがアトランタのチャイナタウンで行われました。グレ
ゴリ暦の 1 月 1 日ではなく、旧暦（太陽暦）元旦こそ 1 年の
始まりとなります。2020 年は 1 月 25 日土曜日、26 日日曜
日の 2 日間がチャイニーズニューイヤーとして祝日となって
おり、赤と金色を貴重としたゴージャスな正月用の飾りが施
されています。今年はねずみ年なので、もちろん干支をモチー
フにした飾りつけも見られました。
　タイワニーズカルチャーセンターの表では毎年恒例のライ
オンダンスやドラゴンダンスが行われ、訪れた人たちはその
ダイナミックなパフォーマンスを楽しみました。他にもカル
チャーセンター内では台湾太鼓パフォーマンスや子供たちに
よるダンスなどが披露されていました。
　またフードブースでは、独特のスパイスの効いたタイワニー
ズチキンナゲットやゴマ団子、ビーフン、台湾のお菓子で有
名なパイナップルケーキやお饅頭など、中国ならではの食べ
物やローカルの味まで、楽しむことができます。
　アトランタの人たちにとっては、中国は遠いアジアの国の
はずなのに、親しみを持ってイベントを楽しんできる光景が
印象的でした。

　日本にはなじみのない文化・作法もその裏の意味を知るだ
けで、楽しさ倍増すること間違いなしです。とにかく「運気」
や「縁起」を大切にする中国圏の習慣をとりいれて、ご利益アッ
プを狙いましょう。

アンパオ（紅包・Ang Pow）
日本でもお正月には「お年玉」が配られますが、中国にも赤
い袋にお金を入れて渡す「アンパオ」という習慣があります。

「福を分け与える」という意味で、年長者が子供や独身の人に
渡すのが慣例で、金額は偶数で、2 や 8 など縁起がよいとさ
れる数が好まれます。ただ 4 は「死」と同音で不吉な数字な
ので、避けたほうが無難です。

お正月飾り
旧正月前後に、店舗や家の入り口や軒先に、華やかな正月飾
りが施されます。それぞれが意味や由来を持っています。

「倒福（とうふく）」：上下逆さにはやれた「福」の文字。「倒」
の発音が「到」と同じ個々とから、「倒福（福が逆さ）」＝「到
福（福が到る）」に転じたもの。

「キンカン（金柑）の鉢植え」
マンダリン・オレンジと同じ「橘」の自我つき、　黄金のよう
な実がたくさんつくことから、金運を呼ぶラッキーアイテム。
日本の門松のように、門の両脇に一対で置かれます。

「パイナップル飾り」
福建語でパイナップル「鳳梨」は、オンライと発音。繁栄が
くるという意味を持つ「旺來」と同音であることから、縁起
の良いものとされる。

ア ト ラ ン タ
in-Town News

チャイニーズ・ニューイヤー
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　就職・転職活動に於いて LinkedIn はどのくらい活用されて
いますか？既に十分に活用している方、または、聞いた事は
あるけれど、実際は良く分からないなど、様々だと思います。
LinkedIn は、200 ヵ国以上の約 6 憶 6 千万人の利用者がいる
世界最大級のビジネス向け SNS です。Facebook のビジネス版
と考えて頂ければ、理解しやすいと思います。
　この LinkedIn は、就職・転職に於いて非常に有効なツール
と認識されており、求職者だけではなく、企業も採用に向け
て積極的に利用しています。求職者は、アカウントを登録す
る際に、自身の経歴などを入力するため、プロファイルがレ
ジュメの代わりとなります。一方、企業側は、採用したい人
材を検索し、直接アプローチする事が可能です。企業が直接
求職者をスカウトするだけではなく、転職者も自ら仕事の検
索が簡単にできたり、プロファイルに応じて、おすすめの仕
事情報を入手する事が出来るなど、ビジネスに特化した情報
に簡単にアクセスできる事が魅力です。
　沢山の機能があり、色々な使い方ができる LinkedIn ですが、
それではどこから始めれば良いのでしょうか？下記のリスト
を参考にして、ぜひ LinkedIn を活用してみましょう。

• アカウントを作成する。
• Skills &Endorsement や Recommendation を得る。
• コネクションを増やし、メッセージを送る。
• 興味のあるグループに参加し、情報交換をする。または

グループを作成する。
• 仕事または企業を検索し、最新情報を獲得し、応募する。
• 常に入手したい仕事内容には Job Alert を設定する。
• 興味のある企業アカウントや個人のアカウントをフォ

ローする。
• 検索結果を見て、興味のある会社には自らメッセージを

送る。
• プロファイルを定期的に更新する。

　LinkedIn はアカウントを作成し、スカウトを待つだけで終
了ではなく、ユーザー自らが能動的に就職活動をする事が不
可欠となります。今までなかなかできなかった、企業に直接
アプローチをする事が可能だという事が分かれば、自分の目

標とする仕事や企業に就職する事は夢ではありません。今は
就職・転職を考えていないという方でも、定期的に LinkedIn
のプロファイルを更新し、情報をチェックする事で、思いが
けず更に良い仕事に出会えるかもしれませんね。
　ここ数年、採用にまつわる状況は変わりつつあります。最
近ではクラウドや人工知能の発達により、人材採用における
テクノロジーも進化したため、過去にはあまり意識しなかっ
た、求職者自身のブランディングをしていく事や、就職・転
職活動に於いて自らアクションを起こして採用を勝ち取る、
という姿勢が非常に大切になってきます。その観点からする
と、LinkedIn は自らアクションをスタートさせるためのとて
も良いツールとなりますが、そのツールをいかに有効に活用
できるかは、皆さん次第です。LinkedIn を上手く使いこなす事、
そして求職者自身の経験、技術のベクトルが一致して、初め
て自分が目指す就職・転職を成功させる事が出来るのではな
いでしょうか。LinkedIn の活用に併せて、弊社ではお仕事探
しのパートナーとして、就職・転職市場における専門的なア
ドバイスもしておりますので、ぜひお気軽にお声がけ下さい。

Pasona NA, INC.
Atlanta 支店
3525 Piedmont Rd. NE 
Bldg 7, Suite 420
Atlanta, GA 30305
TEL:(404) 848-9221
E-mail:atlanta@pasona.com Akiko Komura

バイリンガル求職者の
就 職 ・ 転 職 事 情

就職・転職活動をスムーズにするためにできる事 (98)

バイリンガル求職者の就職・転職事情◎ PASONA
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アイアイアイ キャリアからの

お知らせ
今月の雇用・労働・移民法ニュース

人材総合サービスを提供する iiicareer では求職者・企業の
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。

永住権と公的扶助審査開始
　2019 年 8 月 14 日に国土安全保障省は、亡命者・難民・家
庭内暴力や人身販売の被害者等一部の例外を除き、一般に外
国人の入国や永住権申請時に、将来アメリカ政府の公的扶助
対象になる可能性があるかを調べる新しい法律を発表しまし
た。しかしながら、複数の連邦法廷から暫定的差止命令が出
されたために、10 月 15 日に予定されていた法律の施行が遅
れていました。その後、2020 年 1 月 27 に連邦最高裁が下級
法廷の差止命令を解除したために、2 月 24 日からこの法律
が施行されます。ただし、イリノイ州の連邦下級法廷の暫定
差止命令は未だに解除されていないため、この新法は現時点
ではイリノイ州の住民には適用されません。

　今までの規定では連邦・州・地元政府による現金補助を受
給した場合は永住権申請に影響がありましたが、今回の新規
定は永住権拒否の対象となる公的扶助の範囲をさらに広げ、
連邦政府補助による Medicaid (21 歳未満や妊婦を除く )、補
助的栄養支援プログラム、Section 8 プログラムによる住宅補
助金、連邦政府による住宅補助等のプログラムも対象となり
ます。ただし、移民申請者の家族による公的扶助の受給、さ
らに緊急時の公的扶助の受給等は対象となりません。

　公的扶助の新規定は、主に家族スポンサーによる永住権申
請者に適用されます。過去には申請者が申請時点において自
分と家族の生活を賄う十分な収入や資産があることを証明す
れば、過去に公的扶助を受けていても永住権申請時にはさほ
ど問題視されませんでした。ところが、新規定施行により、
今後は、申請者が将来のいかなる時点においても 36 か月間
に合計で 12 ヵ月以上特定の公的扶助を受ける可能性がある
かを審査されます。例えば、一か月の間に対象となる公的扶
助を２種類受けた場合は２か月の受給とみなされます。

　家族スポンサーによる永住権申請の場合、従来は扶養宣誓
供述書を提出し、申請者の所得や資産情報を開示することに
より、扶養家族を養う財的条件を備えていることを証明する
ことができましたが、今回の規定で、新たに I-944 自給自足
宣誓フォームの提出を義務付けられます。I-944 には申請者
の家族、収入、資産、負債、クレジットスコア、健康保険、
教育、スキル、外国語、雇用などの情報を記入します。
　これら情報をもとに、将来のいかなる時点においても公的
扶助の対象にならないかを総合的に審査されます。例えば、
永住権申請前の 36 カ月の間に合計 12 ヵ月以上対象となる公
的扶助を受けていれば、マイナス要因とみなされます。逆に、
連邦政府規定の法廷貧困レベルの 250％の収入があれば、プ
ラス要因とみなされます。新規定施行前の受給は対象となり
ませんが、新規定施行以前からすでに移民申請拒否の対象と
なるような公的扶助を受けていた場合は、その受給期間も審
査の対象となります。公的扶助による入国拒否理由を克服す
るために bond（担保金）を支払うオプションもありますが、
担保金は最低でも＄8100 必要となります。

　各国の米国大使館や米国領事館を統括する国務省は既に永
住権審査基準を厳しくしており、特に比較的収入レベルの低
い南米からの家族スポンサー移民が公的扶助を理由に永住権
申請が却下される比率がかなり高くなっていました。しか
し、各国の米国大使館や米国領事館でも、新しい公的扶助審
査の法律の施行が遅れていました。今後は移民局と同様、各
国の米国大使館や米国領事館でも、申請書類に公的扶助に関
する質問を増やし、この法律を施行すると予想されます。こ
れを受けて、南米以外にも全体的に家族スポンサーによる永
住権の申請基準が一層厳しくなることが予想されます。従っ
て、申請前に公的扶助の疑いをクリアする十分な証拠書類が
そろっているか確認することが重要となります。

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

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

日本にて学生・研究者用のビザ関連書籍を出版

アイアイアイ キャリアからのお知らせ◎大蔵昌枝弁護士
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我楽多横丁こぼれ話◎野呂利　歩

　優れた会社と言えども、腐敗の芽と無縁ではない。巨
大組織の中では、下部の意見は無視され、思わぬ方向に
誘導され、その結果、事故が起こることがある。

　かつて世界の空はボーイングとダグラスが二分してい
た。そこに欧州のエアバスが参戦、ダグラスはボーイン
グに吸収された。ジャンボ機で世界を席巻したボーイン
グも長い時間と共に腐敗が静かに進行していたようで、
記憶に新しい 737MAX の 2 件の墜落事故で明らかになっ
たのは隠蔽腐敗の構造であった。

　新しい航空機が空を飛ぶには自動運行を可能にする運
航ソフトが運航シミュレーターで確実に機能することの
認証を受けるとともに、それを操縦するパイロットはそ
のシミュレーターで既定の訓練を受けることが義務付け
られている。
　ところが、新しい運航ソフトの開発とそれに基づくパ
イロットの訓練は、ボーイングにとって大きなコスト負
担となる。このコスト負担を逃れ、新鋭機を一刻も早く
世に出そうと、ボーイングはとんでもないシナリオを考
え、会社全体を誘導していった。そのシナリオとは、
① 737MAX は既に世界中で飛んでいる従来の 737 型機

の改良バージョンであり基本は 737 型従来機のソフ
トで問題なく運航可能。

② 従ってシミュレーターによる新たな訓練は不要、と
した。

　新しい機種でありながら、”従来型の延長”としてプレ
ゼン、まんまと FAA を煙に巻き認可を取り付けた。そし
てインドネシアとエチオピアで墜落した。

　開発途上の現場では同僚間で様々な会話が飛び交って
いた。事故調査委員会が入手した内部メールやテキスト
メッセージから現場の危機感が窺える。

① 「機体デザインはクローンがしたが、それを監督して
たのが誰だか知ってるかい？猿だよ」　 
この会話から新機種にはデザイン上問題があった事
が窺える。事実、認可以前に、ある条件下で機首が
上に向き、墜落すると指摘されていた。

② 「この飛行機に家族を乗せたいと思うかい？俺は絶対
乗せない」

③ 「FAA に対するプレゼン、誰が聞いてもチンプンカン
プンだ」

　新運航ソフトでシミュレーター訓練した社内のベテラ
ンパイロットは”乗りこなすには相当な訓練が必要”と
具申したが、その声はかき消された。新運航システムで
の訓練の重要性を極度に矮小化して認可を受けやすくし、
利益を優先し人の命を二の次としたボーイング。やがて
ツケは回ってくるだろう。

野呂利　歩

ボーイング：隠蔽腐敗の構造

我楽多横丁こぼれ話
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子育て知恵袋 in Atlanta ◎長谷川ゆかり

長谷川ゆかり子育て知恵袋　in Atlanta

　公文式創立者の公文公氏は、常々次のようなことを言って
ました。教育とは英語でＥＤＵＣＡＴＩＯＮ。このスペルの
内、Ｅｄｕのところが「引き出す」という意味になる。ある
教育学の本を読んだら「教育とは、引き出すものである」と
書いてあった。初めの頃は、読んで何となく「あぁ、そう
か」と感心していたが、何回も何回も見ている内におかしい
じゃないかと思うようになった。教育とは引き出すものであ
る・・？銀行へ行って、預けてもないものを引き出せるのか！
まず、預けないといけないじゃないか。なぜ、教育学がこん
なことを言うのか。預けておいて、それから引き出す・・・、
これが教育ではないのか。

　私がこの話を聞いたとき、実にうまいことを言うなぁと感
心してしまいました。確かに預けていないものは引き出せま
せん。では、どうやったら預けることができるのか。それは、
潜在意識に到達するほど何回も反復練習をすることなので
す。
 わかりやすく言うと、例えばお母様が初めて自動車の免許
を取った時のことを思い起こしてください。「サイドブレー
キをおろして、ギアをドライブに入れて・・」と頭で考えな
がら、運転していたはずです。いわゆる目覚めた意識、顕在
意識で運転しているわけです。
　ところが、何回も道路にでて運転も慣れてくると、運転方
法をいちいち意識しなくても、他の事を考えながらでも運転
できるようになります。これが、潜在意識で運転していると
いうことなのです。

　ここまでに至るためには、相当な反復練習が必要になりま
す。そして一度、潜在意識に預け入れたことは、まず忘れな
いと思って間違いありません。お母様が、一年間自転車に乗っ
ていなくてもすぐ乗れるように、強烈な反復練習量のもとに
預け入れられたものはまさに一生ものなのです。
　小学校低学年以下の子供たちが悩むような足し算、７＋８
などでもお母様方なら何の苦労もなく１５と応えられるはず

です。これは、お母様が子供時代に（目覚めた意識で考えな
くても）瞬時に答えがでるほどに反復を繰り返し、潜在意識
に『預け入れた』結果なのです。既に預けているから、問題
を出されてもすぐに引き出せる・・・とこういう訳です。

　ところで、方程式や関数となるとどうでしょうか？言葉を
聞くのも嫌なお母様も中にはいらっしゃるのではないでしょ
うか。これは、つまりこういうことです。四則ぐらいまでは
学校の勉強を少々さぼっていても、ずっと使うので自然と潜
在意識に到達、結果忘れずにすんだというお母様も、中学校
の内容に関しては勉強していたものの、潜在意識に「預け入
れる」ほどには練習してはいなかったために、しばらく使わ
ないと忘れてしまうのです。お母様方のうち、関数でも今す
ぐ解けるという人は、子供時代に忘れないだけの反復練習量
をこなしていたということです。

　公文式の特徴に「反復練習」があります。公文式とは、何
回でも繰り返すことによって『潜在意識に預け入れる学習法』
なのです。繰り返し回数は個々それぞれですが、その子に必
要なだけの繰り返しをすれば、誰でも必ずできるようになり
ます。
　これは、国語でも同じことです。中国の言葉に『読書百遍、
義自ら通ず』というのがあります。どんなに難しい書でも、
何度も繰り返して読めばわかるようになるというのは、まさ
に真理ではないでしょうか。さらに公文式は、わからないと
ころを何度も繰り返すのではなく、本人ができるはずのとこ
ろを繰り返すわけですから、その結果は計り知れないはずで
す。
　とにかく、算数・国語に限らず、何の分野でも、子供の力
を引き出したいと思えば、まず潜在意識に到達するほどの『預
け入れる作業』をすることです。それをするのに最も適して
いるのは、できるようになるまで反復する公文式なのです。
預けておいて、引き出す・・・これが公文公流の教育学なの
です。

☺
潜在意識に預け入れるまで反復するということ
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聖書の言葉◎ますみ

　日本では 2019 年、トップにボリュームを残して丸みを出
し、かつ襟足はクビレてるショートヘアがとても流行りまし
た。日本人のお客様が多いサロンリー
ガでも、このスタイルのオーダーを
とても多く頂いています。
　可愛さと大人っぽさを両方兼ね備
え、カジュアルさと清楚な雰囲気も
服装などによってどちらも醸し出せ
るこのスタイルは、男性からも女性
からも人気が高く暫く続きそうな感
じがします。このスタイルは日本の
雑誌でも良く目にするのですが、こ
こアメリカではあまり目にしません。

　女性はやはりロングヘアが圧倒的
に多いですし、男性が女性に対して
求めているのも一つの理由なのかも
知れません。
　私の個人的意見になってしまうの
ですが、日本人男性は女性に対して
可愛らしさを求めるのに対して、欧
米の男性はセクシーさとか大人っぽ
さ？を求めてる気がします。例えば
比較すると

【髪型】
日本人女性 ➡ ( 流し ) 前髪ありストレートヘア
欧米女性 ➡ 前髪なし ( 絶対なし !) のロングヘア

【服装】
日本人女性 ➡ 露出少な目の膝丈ワンピース ( これにカー
  ディガン羽織ったら更に好感度アップ )
欧米女性 ➡ 体のラインが出るタイトなドレス
  ( ※あくまでもわたし個人的な感想です。)

　南米の女性はもっとゴージャスな感じがしますね。以前メ
キシコの海に行った時に南米系のお姉様達のビーチでの気合
いの入れ方は圧巻で、カジュアルなアメリカのビーチとは
違って新鮮でした。

　勿論人それぞれ好みが違うのは当然なのですが、国によっ
てある程度の根底の好みが違ってくるので日本人は日本人
の、黒人の方は黒人の、そして白人の方は白人の美容師に髪
を切ってもらいに行くというのは全世界共通の安心感からな
のかも知れませんね。

髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

髪＆ヘアケア聖書の言葉 By ますみ

主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。
　　　　　　　　　　　　　フィリピ人への手紙 4 章 4 節

　現在、多くの人々がストレスのなかで生活しています。
ストレスは、現代病の原因と言われています。そのストレ
スの最高の解消方法は、笑うことです。「笑い」は、人の気
分を良くしてくれるだけではなく、実際、身体を癒します。
喜び、笑う時、生活のプレッシャーで奪われた活力、元気
がよみがえります。　
 
　旧約聖書には、『陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨
を枯らす。』と記されています。人は好調で喜びに満ちてい
る時、笑い楽しく時を過ごします。これは良い薬をとるの
に似ています。笑いは健康を保つ助けになっています。笑
いは、右脳を刺激し、創造性を生み出す助けになります。
良い判断力を持つことにもなるようです。
　
　ちなみに、笑いは研究の結果：①免疫力・自然治癒力が
たかまる。②ストレスを解消する。③脳を活性化させ、ひ
らめきを与える。④人間関係が円滑になる。⑤緊張を緩和
し、リラックスさせる。。などの効果があるとの事です。
 
　このような世知辛い世の中で、どうして笑っていられよ
うかと思われるかもしれませんが、苦しい時、困難な時に、
いえ、そんな時こそ、つとめて、肯定的に物事を受け止め、
良い事柄に目を向けて、陽気な心で笑って時を過ごせると
いいですね。
　
　聖書の神は、全てのことの始終・最終的な結果をご存知
です。全ての疑問に答えを持っておられます。人に良い将
来と希望を与えるための計画も立てておられるのです。神
は、私たちに希望を与え、勝利へと導いて下さいます。自
分の探しの旅‥とかいう言葉が流行った事がありました
が、人生の旅の途中で聖書の神様との出会いがありますよ
うに。
 
　神の愛と救いの恵みを心から喜び、受入れて、揺るがな
い信仰を頂きましょう。信じて、神を信頼して歩み始める
時、平安が与えられます。神への感謝と共に、生きる喜び
と希望が沸き、人は安心して、笑顔で健康的な人生を過ご
す事が容易になっていきます。心身の健康のために、また、
活力を得るためにも、笑顔と笑い声をもって日々を過ごし
ましょう。
 
　春が来る前の寒い季節に悪い風邪が流行っています。風
邪はうつりますので要注意です。また、笑顔も感染します。
風邪や病ではなく、あなたのステキな笑顔を隣人に分け
合って、笑顔が流行していくといいですね。
　神は愛です。私達は愛されています。
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　当院の治療プログラムに「3 週間デトックスプログラム」
があります。3 週間、ドクターの指導のもと適切な食事制限・
サプリメント摂取・エクササイズで身体の中に溜まった毒素
を排出し体調を整えていくプログラムです。当院がこのプロ
グラムを始めて以来、延べ 100 人以上の患者さんが取り組ん
できました。定期的に取りくまれているリピーターの患者さ
んも多数いらっしゃいます。
　私も毎年 2 月から 3 月にかけて、この「3 週間プログラム」
に取り組んでいます。私がデトックスをする理由は、もちろ
ん日頃溜め込んでしまっている体内毒素排出のためですが、
一番の大きな目的は花粉症状の軽減です。アトランタ に来て
発症してしまった花粉症は本当に厄介で、毎年この時期にな
ると鼻水とくしゃみが止まらなくなってしまいます。
　しかし、本格的に花粉が飛び始める前に「3 週間デトック
スプログラム」をきちんと行った年はあまり症状が出ないの
です。花粉症もアレルギー症状の１つなので、体内の毒素を
排出すると、消化・吸収・排出を担う臓器である肝臓 , 腎臓 ,
腸の解毒排出機能が向上し、アレルギー症状の緩和につなが
ります。デトックス期間中はいろいろ制限もあるけれど、私
にとってはこの時期の大事なルーティンになっています。
　では、デトックスとは何をするのか、簡単にプログラム内
容の紹介をします。
1. 食事制限…基本的には生野菜と少量の果物をメインに摂

取。きのこ類や豆類は OK。量に制限はなし。水を多めに
飲む。肉、乳製品、加工食品、砂糖、アルコール、カフェ
イン、添加物は N G。

2. 期間中は体内の解毒排出を促す約 4 種類のサプリメント
を摂取。

3. 良質な睡眠。最低 7 時間以上。もしくは通常より１時間
多く寝る。

4. １日 30 ～ 45 分の軽い運動を週５回以上行う。
5. カイロプラクティック施術での体のメンテナンスとドク

ターによる体の変化のチェック。
6. できるだけ精神的肉体的ストレスを避け、ゆったりと過

ごす。（仕事の繁忙期等は避ける）
　実際に行うことはこの６つだけですが、これがなかなかキ
ツいし難しい。ちなみに私のデットクス中のある１日はこん
な行動です。

5:00am 起床。水 200ml。サプリメント摂取

5:20~6:10 瞑想、ストレッチ、軽いジョギング・筋トレ、空手の練習

6:30
朝食：自家製スムージー（人参・りんご・ピーナッツ・セロ
リ・生姜）、サラダ（ほうれん草・赤キャベツ・レタス・水菜。
発芽豆・キヌア）

10:00 水 200ml。サプリメント摂取

12:00pm 昼食：野菜スティック（セロリ・ブロッコリー・カリフラワー・
大根・カブ）と発芽豆の自家製ハマスディップ

2:00 水２００ml。サプリメント摂取
3:00 おやつ：焼き芋

6:30 夕食：芽キャベツと玉ねぎとニンニクの炒め物、レンズ豆スー
プ

8:00 デザート：自家製シャーベット（冷凍バナナ・ベリー類・オ
レンジ）

9:30 就寝（日中サプリメントを取り忘れた方は、寝る前に摂取）

　デットクス中は、自分の身体の変化がとてもよくわかりま
す。最初の１週目は空腹や疲労、倦怠感や頭痛を伴う人が多
いです。これは食生活の急激な変化とエネルギー不足による
ものです。事実、この 1 週目が一番ツライです。ここで挫折
して止めてしまう人もけっこういます。1 週目～ 10 日を過ぎ
ると、疲労感や倦怠感が抜け心身ともにとてもクリアになっ
てきます。頭も冴えて、残り半分のデトックス期間をわりと
楽しんで取り組めるようになる方が多いです。
　デトックス後は免疫力も向上するので、アレルギー症状の
改善に加え、肌艶がよくなり、胃腸の調子が整い、血圧や血
糖値も安定します。ダイエット目的ではありませんが、当然
の事ながら体重も減少します。そして、やり切った達成感、
爽快感は格別です。さらに味覚が敏感になるのでデトックス
前より食事が美味しく感じられ、食事の幸せをかみしめるこ
とができます。
　花粉症を含むアレルギー症状がつらい方、慢性的な疲労や
倦怠感、体調不良でお悩みの方は一度「３週間デトックスプ
ログラム」に挑戦してみませんか？　やり方がよくわからな
い、やり遂げられるか不安だ、という方も事前の問診と個々
に合わせたサプリメント処方、適切な栄養・運動指導ときめ
細かいサポートもあるので安心して取り組むことができます。
興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　矢島　敬朗　カイロプラクター

健康とカイロプラクティック◎矢島敬朗

健康とカイロプラクティック

デトックスのすすめ
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質問：自分の舌を鏡で見たら表面が白く汚れていました。これ
 は何でしょうか。
回答：これは「舌苔（ぜったい）」と呼ばれるもので、病気で
 はありません。

　舌苔は、細菌や食べかす、はがれた粘膜などが舌の表面に付
着してできた白い苔状のかたまりです。舌の表面には舌乳頭（ぜ
つにゅうとう）という細かい突起がたくさんあり、この中に食
べかすや口の中ではがれた粘膜がたまり、細菌のすみ家になっ
ています。 

＜舌苔の原因＞
舌苔ができる原因はいろいろあります。
• 舌の動きの低下
• 唾液分泌量の低下
• 口腔内の清掃不良
• 口呼吸
• 柔らかい食べ物を食べる
• 免疫力の低下
• 喫煙　等

　通常、食事をするときは、咀嚼し飲み込む作業を繰り返すた
め舌も動き続けます。しかし、柔らかい食べ物をほとんど咀嚼
せずに飲み込む、会話が少ないなど日常の舌の動きが低下した
場合に舌苔がつきやすくなります。唾液の分泌量の低下、口呼
吸、緊張性ストレスによる口腔乾燥も原因となることがありま
す。また、全身の疾患によるものや、消化器の不良、服薬など
も関係していることがあります。
健康な舌は薄いピンク色で、白い舌苔が薄く付着しています。
舌苔が全く無いツルツルした状態や、所々剥がれて舌苔がある
部分と無い部分が模様のように見える状態は、栄養素不足や、
消化器官の不調、長期間の口腔乾燥などの影響が考えられます。

舌苔が厚くなると、
1. 口の中からはがれ落ちた細胞や食物の食べかすなどから硫

化水素、メチルメルカプタン、ジメチルサルファイドなど

の揮発性硫黄化合物を発酵させて「臭いの原因」を作り、
悪臭を放つ物質を発生させます。舌苔がたまって口腔内の
細菌の繁殖が進むと口臭の原因となることがあります。

2. 舌の表面にある味覚を感じる味蕾が味を感じにくくなるこ
とがあります。

＜舌のケア方法＞
• 舌はとてもデリケートな組織です。舌の粘膜や味蕾を傷つ

けないように、鏡を見ながら舌清掃用ブラシまたは軟らか
い歯ブラシで奥から前に優しく動かして除去します。

• 舌苔が乾燥している場合は、必ず保湿して軟らかくしてか
ら清掃します。特に乾燥がひどく硬く厚く付着している時
には強くこすると傷つけて出血することもありますので、
少しずつ除去することが必要です。

• １日に何度も舌をこすると舌の粘膜を傷つけてしまうの
で、舌清掃は１日１回を目安に、舌の汚れが気になるとき
に行って下さい。朝は舌苔の付着量が多いので、舌清掃は
朝の歯みがき時に行うのがおすすめです。

• 食事をよく噛んで食べること、会話をして口（舌）を動か
すことで、舌の上面の適度な摩擦により新陳代謝が促され
て、絶対がつきにくくなります。また、舌が動くことで唾
液の分泌が促進され、舌苔付着の予防とともに、口の中の
潤いが保て、健康にもつながります。

　舌は、常に潤いがあり薄いピンク色をしています。毎日の歯
磨きの時に舌の状態もチェックしてくださ
い。

（公益社団法人日本歯科衛生士会　在宅・施
設口腔健康管理委員会）歯科衛生だよりよ
り

カンバーランドファミリーデンタル
歯科医　岡部知花

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◎カンバーランドファミリーデンタル
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メディカルコラムKuraoka
Clinic

メディカルダイエット
〜くびれにはコレ！〜

今回は、最新の医療痩身治療をご紹介します。

●人気の痩身機器『トゥルースカルプ iD』

　トゥルースカルプ iD は、RF( ラ

ジオ波 ) を使用した「皮膚を傷つけ

ずに脂肪細胞にダメージを与える」

FDA ( 米国食品医薬品局 ) の認可を受

けている痩身医療機器です。従来の

脂肪吸引手術とは異なり、ダウンタ

イム（施術を受けてから、肌の状態

が元の状態へと戻るまでの期間のこ

と）や麻酔、メスによる傷跡などと

いったリスクが一切ない痩身治療で

す。短時間で、より効果的に、体の

脂肪細胞を減少させることが可能なため、治療後に日常生活

に支障をもたらすことなく、自然にご自身の気になる部位の

脂肪を減少させること、またお肌の引き締めや引き上げなど、

美しいボディーラインを作ることが可能になりました。

　トゥルースカルプ iD は、2 メガ Hz で脂肪細胞のみを加熱

しアポトーシス（細胞死）する温度まで効率的に加熱するこ

とができます。加熱された脂肪層は時間とともに体外へ排出

され、脂肪そのものを減少させます。加熱によってアポトー

シス（細胞死）された脂肪細胞は３週間～ 12 週間かけて老

廃物として体外へ排出されます。

　実際に、トゥルースカルプ iD では 24％の脂肪減少効果が

あるという検証データが出ています。また患者様ご自身も不

快な痛みや熱さを感じることなく、安全に、効果的に、確実

な部分痩せを実感いただけます。

《症例写真》

MONTHLY NEWS LETTER for HEALTH

メディカルコラム◎倉岡クリニック
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～　息さわやかですか　―口臭の科学―　その 2　～
　今回から数回にわたって、日本歯科医師会 8020 推進財団
会誌に記載された東京医科歯科大学大学院　健康推進歯学分
野教授　川口陽子教授の「息さわやかですか？―口臭の科学
―」から抜粋してご紹介させていただきます。

｢息さわやか外来｣ を受診した患者さんの特徴
　2003 年 2 月～ 2004 年 1 月の 1 年間に「息さわやか外
来」を受診した 295 名
の患者さんの性別およ
び年齢分布を図２に示
します。男性が 79 名

（26.8％）、女性が 216
名（73.2％）と女性の
い方が多く、また、年
齢は 50 台がピークで
した。患者さんの平均
年齢は 45.8 ± 15.0 歳
(16 ～ 80 歳 ) でした。
　約半数の患者さんが ｢家族からの指摘によって自分の口臭
に気づいた｣ と答え、口臭に気づいてから受診するまでの期
間は約 10 年でした。患者さん自身が口臭の原因を何である
と考えているか質問したところ、う蝕や歯周病などの歯科疾
患（32.6％）、胃（16.6％）、舌（10.2％）、ストレス（10.2％）、
唾液（8.1％）などを挙げていましたが、「わからない」とす
る人も約 40％いました。
　口臭を強く感じる時間としては、「起床時（46.1％）」、「空
腹時（29.8％）」、「疲労時（25.8％）」を、口臭を意識する場
面としては、｢人との対話中（76.6％）｣、や ｢相手の態度や様
子を見たとき（56.9％）｣ を挙げていました。また、口臭に
よる障害としては、約半数の患者さんが ｢人と話ができない

（56.6％）｣、｢行動が消極的になってしまう（49.5％）｣ と答
えました。
　社会生活のなかで人とのコミュニケーションが妨げられ、
良好な人間関係を気づくことができなくなってしまうことが、

患者さんのなやみ・苦しみとなっています。

自分のにおいは自分でわからない
　嗅覚には順応反応があり、同じにおいを何時間も嗅いでい
るとそのにおいに慣れて反応し無くなるという特徴があるの
で、自分のにおいの質や強さを自分で確認することは非常に
難しいと考えられています。また、同じ人間が同じにおいを
買いでも、体調や精神状態で受け止め方が異なります。体調
がすぐれていないときには、普段つけている香水のにおいが
いやになる場合があります。スポーツをした後の汗臭いにお
いも、好きな人であれば好ましく感じますが、他人であれば
不快に感じます。
　私たちがにおいを意識するのは、鼻の中にあるにおいを感
じる細胞 ( 嗅細胞 ) がにおいの分子をキャッチして、その情
報を脳に伝達するからですが、嗅覚は前述したように周囲の
状況や環境、気持ちの持ち方（主観）によって大きく影響を
受けてしまいます。ですから、口臭があるため人に迷惑をか
けていないか、誰でも時々不安になることがあるのです。し
たがって、実際の口臭レベルを測定して患者さんに数値を示
し、安心させてあげることは非常に重要となります。

(8020 財団資料より )
当医院でできる歯科矯正のオプションが増えました。透明の
マウスピースを使う Invisalign　( インビジライン )　をはじ
め、平均治療期間が短い FastBraces もでもできるようになり
ました。
　ご興味のある方、もう少し詳しい情報をご希望の方は、お
気軽にお電話ください。初回コンサルテーションは無料で行っ
ています。
植月歯科医院　at Henderson Mill Dental Care      
４０４－４０９－６２３７　泉まで

自分の歯とお口を守る基礎知識

植月歯科医院から「歯」の話
「歯」の話◎植月歯科医院
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今月の運勢 あなたの星座は今月、 どんな運勢をたどるのでしょうか？

ややペースを落として物事に取り組んだ方が成果を挙げられそう
です。特にグループで取り組むことに関して言えば、他人と歩調
を合わせて臨まないと、自分だけが孤立することになりかねませ
ん。周りを見る心の余裕も持っておけば、どのような事態にも対
処できるというものです。
驚きに満ちた恋愛運をしています。意外な人から告白をされたり、
再会して復縁の気持ちが高まったりすることでしょう。ただ、必
ずしも良いことばかりではないのに注意しましょう。
金運はあまり良くないので、節約に気を入れておくと良いでしょ
う。これまでなら、少々残っていても捨てていたようなものを、もっ
と大切に使い切るような心情に変化させるべきです。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：4　19　22　　　×危険日：8　27　31

自分の気持ちに正直になり、素直に過ごせる月になりそうです。
人間関係や自分の将来について悩まされていたことが、一気にク
リアになることでしょう。ストレスの元が消えることで、新しい
発見も多くありそうです。
とにかく周りの人が少し眉をひそめるような、そんな恋愛をする
ことになりそうです。あなた自身が満たされるようなので吉とも
言えますが、長い目で見たときにどうなっていくのかを考えて、
行動と決断をするようにしましょう。
20 日頃に高まりを見せるようです。思わぬ形で収入があり、気持
ちも嬉しくなってきそうです。ちょっとした散在なら良いでしょ
うが、交際費として支出させることは控えた方が良いでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：7　16　26　　　×危険日：3　18　28

フラフラとしてなかなか目標や目的が定まらない不安定な月にな
りそうです。方向性がはっきりせず、なにかに挑戦したいといっ
た気持ちが湧いてはくるものの、周囲からのプレッシャーもあっ
たりで思うように動けない状況に陥ってしまいそうです。
あなたに思いを寄せている人との距離が縮まりそう。告白を受け
入れると、すぐに良い関係が築けそうです。実は相性が良いことに、
ようやく気付けるといったところ。自分からのアプローチはあま
り成功しないようですから、待ちの姿勢でいるのが良いかも。
特に大きな良い出来事もないようです。お金の使い方でやや締り
がない行動を取ってしまうようですが、第三者のフォローが入る
ことですぐに軌道が戻ることでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：12　20　30　　　×危険日：3　16　27

この先長く必死になれる物事との出会いがありそうです。それは
人かもしれませんし、ものかもしれません。あるいは、趣味や知
識などかもしれません。とにかく、新しく接することに対しては、
何事においても興味を持って望むと良いでしょう。
自分が物語の主人公になれる可能性を秘めています。魅力運も高
まり、あなたに対する注目度は上昇することでしょう。意中の人へ、
自分から距離を縮めて接していくのも良いでしょう。思い描いて
いた通りの結末を迎えることができそうです。
仕事が順調に進むことで、金運もまた同時に良い状態に上昇して
くれそうです。お金が貯まる実感を覚え、気持ちの上でも満たさ
れていくことでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：4　21　29　　　×危険日：2　16　24

なにかと他人から頼られる月になりそうです。突然のピンチヒッ
ター役になりそうですが、自分にできると思った事柄なら引き受
けてみましょう。まったく自信がない、経験がないといった場合は、
あまり安請け合いしない方が良さそうです。
過去の恋愛を思い出す切っ掛けがありそう。復縁や復活愛の可能
性も有り得ます。再会は吉。同窓会などはその切っ掛けになりそ
うな気配があります。自分から元恋人に連絡を取ってみても良い
でしょうし、誰かを介して連絡を取り合うのも良いでしょう。
不要なレシート、メモ書き、期限の過ぎたクーポン券などが入っ
たままになっていませんか？それらをバサッと捨てることで、新
しい流れを引き寄せることができるでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：7　15　28　　　×危険日：3　18　22

何事も上手くいかなさそうな気配を持っています。予定や計画の
通りに物事が進まなくとも、精神的に追い詰められてしまうよう
な心持ちになる必要はありません。運気の谷に入っているだけな
ので、ここを乗り越えたらまた上昇の気流に乗ることができます。
魅力が高まることで、良い縁に恵まれていると言えそうです。異
性から視線を浴びる機会も多く、縁が結ばれやすい状態にあると
も言えるでしょう。あなた自身が積極的になることで、スムーズ
な交際へと発展する可能性を大いに秘めています。
あまり支出の額については、気にしないのが一番のようです。た
だし、少しでも気になる点があれば、購入を先送りすべきでしょ
うし、他人から止めた方が良いと言われた場合も同じです。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：1　18　27　　　×危険日：5　16　22

とても高い状態にあるようです。今年の最高潮と言っても良いか
もしれません。これまであなたのことを悩ませていた様々なこと
から解放されて、気持ちも晴れやかになりそうです。心機一転が
キーワードになりそうです。
身近にいる人との関係が、友情から愛情に変わる傾向が強くあり
ます。仲の良い異性の友人がいれば、意識してみても良いでしょう。
すでに相手の心の中では、あなたに対する感情が恋愛感情に変わっ
ているケースも多いでしょう。
大きな仕事を任されている人は、成果を出して評価を受けるチャ
ンスを手に入れることでしょう。責任重大な仕事が降って来ても、
あせらずドンと受け止めましょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：2　17　24　　　×危険日：6　10　20

あまり良い運気をしているとは言えないようです。特に自分が思
い描いていた理想の未来について、かなり距離があることを思い
知らされる出来事に見舞われることで、現実にがっかりするかも
しれません。
異性の間で、あなたへの注目が高まる傾向があります。落ち着い
た人物を意識して、行動や発言を行いましょう。頼りがいのある
人物と相手に映ったのなら、良い縁はもうすぐそこまで来ていま
す。焦らず、ゆっくりじっくり関係を深めていくようにしましょう。
なかなか好調のようです。欲しいと思ったものが、回りまわって
あなたの手元に届くこともあるでしょう。今は好調な運気に甘ん
じて、それを受け入れて満足を味わうのも良いかもしれません。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：7　17　21　　　×危険日：1　13　24

周りが見えなくなるほど、自分の理想だけを追い求める月になっ
てしまいそうです。そのせいで周囲の人の欠点ばかりが目に付い
てしまい、そこに対して攻撃的になってしまいそうです。よくよ
く考えて、人との関係を築いていくようにしましょう。あなたが
平凡なようですが、小さな前進には向いている月と言えます。す
なわち、気になる人と会話をするとか、初対面の異性と接点を持
つとか、そういった将来的な可能性に向けたスタートラインに立
つ行為は大いに結構なようです。
生活必需品は、ドンドン買っていくと良いでしょう。必要なもの
に対する支出は大きな循環を生み出して、やがてまたあなたの元
へと戻ってくることでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：5　15　22　　　×危険日：3　18　27

理想と現実の間で悩みを抱えることになりそうです。どうしたら
いいか迷い、またときに自分の理想を他人に押し付けてしまい、
対人関係がギクシャクしてしまうこともあるでしょう。どんな人
にも、感情や立場、そのとき置かれている状況があることを知っ
ておきましょう。
好調と言えそうです。特に思わぬフォローが入ることで、あなた
の片思いに進展があることも。仲を取り持ってくれる存在が現わ
れて、あなたの背中を強く押してくれることでしょう
効率的にお金を貯めることができそうです。物欲も抑えられる上、
特に大きな出費を要することもなさそうですから、マイナスの心
配をする必要もないでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：6　15　30　　　×危険日：9　17　22

好奇心が旺盛になりそう。色々なことにチャレンジする気持ちが
湧いてきて、大いにそれを発揮することになるでしょう。ただし、
すぐに結果が出ないと気持ちが散漫になってしまい、別の対象に
心が移って行ってしまう様子。
あまり良くも悪くもない平凡な状態。パートナーがいる人は、一
緒にいて気持ちが大いに落ち着くことでしょう。相手の短所など
が見えたとしても、あえて指摘せず見逃すくらいの気持ちの余裕
を見せると長くその縁が続きそうです。
出すべき面と締めるべき面をしっかりと分け、出すときにはケチ
らず大盤振る舞いをしつつ、抑えるときは絶対に財布の口を開か
ない意志を持って我慢するくらいにしましょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：11　12　27　　　×危険日：6　16　28

なにかと重要な役割を担うことになりそうです。ここ最近の活躍
が評価され、より重要な役目があなたに回ってきそうです。周囲
の期待が大きくなり、さらなる飛躍を達成することが可能な波が
来ていると言えるでしょう。
あまり良くありません。気持ちが乗らず、恋をしたいといった気
持ち自体が湧いてこないようです。パートナーとの関係も、燃え
るものを感じず冷めてしまうことも。その場合は現状維持を第一
にして、趣味や興味の対象を見付けて集中するのが良いでしょう。
金運は右肩下がりで、苦労の多い月になりそうです。なにかしら
を手に入れるならば、月の早いうちがオススメです。判断に迷っ
たときは、止めるようにしましょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：4　17　28　　　×危険日：8　18　27
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Movie

No Time To Die
　ジェームズ・ボンドの活
躍を描く「007」シリーズ
25 作目。
　現役を退きジャマイカで
穏やかな生活を送っていた
ボンドのもとに、CIA 出身
の 旧 友 フ ィ ネ ア ス リ ッ ク
ス・ライターが助けを求め
にやってきたことから、平
穏 な 日 常 は 終 わ り を 告 げ
る。誘拐された科学者を救
出するという任務に就いた
ボンドは、その過酷なミッ
ションの中で、世界に脅威をもたらす最新技術を有した黒
幕を追うことになる。
　ダニエル・クレイグが 5 度目のボンドを演じ、前作「007 
スペクター」から引き続きレア・セドゥー、ベン・ウィ
ショー、ナオミ・ハリス、ロリー・キニア、レイフ・ファ
インズらが共演。新たに「ナイブズ・アウト　名探偵と刃
の館の秘密」のアナ・デ・アルマス、「キャプテン・マーベル」
のラシャーナ・リンチらが出演し、ボヘミアン・ラプソディ」
のフレディ・マーキュリー役でアカデミー主演男優賞を受
賞したラミ・マレックが悪役として登場する。
　監督は、「ビースト・オブ・ノー・ネーション」の日系
アメリカ人キャリー・フクナガ。主題歌は今年１月のグラ
ミー賞で主要部門を独占したビリー・アイリッシュが歌う。
全米公開は 4 月 10 日。

Spor ts

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

 ■ 3 月 5 日 -3 月 8 日 
 Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard 
 Bay Hill Club & Lodge,  Orlando,  FL

 ■ 3 月 12 日 -3 月 15 日 
 THE PLAYERS Championship 
 TPC Sawgrass,  Ponte Vedra Beach,  FL  

 ■ 3 月 19 日 -3 月 22 日 
 Valspar Championship 
 Innisbrook Resort (Copperhead),  Palm Harbor,  FL 

 ■ 3 月 25 日 -3 月 29 日 
 World Golf Championships-Dell Technologies Match 
 Austin Country Club,  Austin,  TX 

 ■ 3 月 26 日 -3 月 29 日 
 Corales Puntacana Resort & Club Championship 
 Corales Golf Club,  Punta Cana,  DOM 

 ■ 4 月 2 日 -4 月 5 日 
 Valero Texas Open 
 TPC San Antonio - AT&T Oaks,  San Antonio,  TX

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。

 ■ 3 月 02 日 ( 月 )　対　メンフィス  7:30pm
 ■ 3 月 09 日 ( 月 )　対　シャルロット 7:30pm
 ■ 3 月 11 日 ( 水 )　対　ニューヨーク 7:30pm
 ■ 3 月 14 日 ( 土 )　対　クリーブランド 7:30pm
 ■ 3 月 18 日 ( 水 )　対　オクラホマ  7:30pm
 ■ 3 月 20 日 ( 金 )　対　ワシントン  7:30pm
 ■ 3 月 31 日 ( 火 )　対　ニューオーリンズ 7:30pm
 ■ 4 月 03 日 ( 金 )　対　シャルロット 7:30pm
 ■ 4 月 07 日 ( 火 )　対　デトロイト  7:30pm

Atlanta Braves

アトランタブレーブスは
4 月開幕です。

4 月 03 日マリーンズ 3 連戦がオープニングになります。
 ■ 4 月 03 日から　マリーンズ 3 連戦

Music

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

 ■ 3 月 27 日 Ozzy Osbourne
 ■ 4 月 22 日 Niall Horan
 ■ 5 月 7 日 Lauren Daigle
 ■ 6 月 29 日 Janet Jackson
 ■ 7 月 29 日 Harry Styles

 ■ 7 月 31 日 Harry Styles
 ■ 10 月 2 日 Dan + Shay

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

 ● インフィニティエナジーアリーナのイベント案内
 ■ 3 月 03 日 Post Malone
 ■ 4 月 02 日 Ozuna
 ■ 9 月 23 日 Camila Cabello

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

 ■ 3 月 17-18 日 Excision
 ■ 5 月 02 日 Snoh Aalegra
 ■ 6 月 18 日 Rebelution
 ■ 6 月 22 日 Louis Tominson
 ■ 6 月 26 日 RUSS
 ■ 7 月 1 日 Lauv
 ■ 9 月 09 日 5 seconds of Summer

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。

 ■ 3 月 01 日 Dianna Ross
 ■ 3 月 05 日 Jacquees
 ■ 4 月 22 日 RAIN- Atribute to tje Beatles

 ● Broadway Across America
www.broadwayacrossamerica.com

 ■ 3 月 17 日 -22 日 Miss Saigon
 ■ 3 月 31 日 -5 月 03 日 Hamilton

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

3 月 03 日 桃の節句
3 月 08 日 デイライトセイビング
 タイム
3 月 14 日 セントパトリックスデー
3 月 20 日 春分の日

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
2020

MARCH

3 月のカレンダー
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 ■ 6 月 02 日 -7 日 Blue Man Group
 ■ 6 月 23 日 -28 日 Donna Summer Musical
 ■ 7 月 28 日 -8 月 02 日 Anastasia

Alliance Theatre
1280 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30309
☎ 404-733-4650 
www.alliancetheatre.org

 ● High Museum 横の Woodruff Art Center の劇場

Museum

High Museum of Art
近代美術館
1280 Peachtree St Atlanta GA 30309
☎ 404-733-4400
www.high.org

 ■ 火－日　10 時―5 時 ( 日曜日は正午から )
 ◆ 大人＄14.50、子供 5 歳以下無料

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 )
 ◆ 大人＄17.50、シニアと学生＄16.50、子供＄15.50

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
 ■ 1 日有効のアドベンチャーパスは＄28( 子供＄22)

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

 ■ 火－日　9 時―5 時（4 月からは 9 時―7 時）

Uniquely ATL

World Of Coca Cola コカコーラ博物館
121 Baker St. Atlanta ジョージア水族館の隣
☎ 404-676-5151
www.worldofcoca-cola.com

 ■ 8 時―6 時
 ◆ 大人　＄16、シニア＄14、子供＄12

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 )
 ◆ 大人＄15、シニア＄14、子供＄12

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 )
 ◆ 大人＄16.50、シニアと学生＄13、子供＄11

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
 ◆ 大人＄13、シニア＄10、学生＄9、子供＄8.50

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 )
 ◆ 大人＄8、シニアと学生＄6、16 歳以下無料

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
 ◆ 大人 $13.50, シニア (65 才 +)$12.15, 子供 (3-12 才 )$8.50

デイライトセイビングタイム
　時計の針が移動するデイライトセービングタイム (Daylight 
Saving Time(DST))。デイライトセービングタイムの始まりは、
まだ冬の気配が残る 3 月の第 2 日曜日午前 2 時から 11 月の
第 1 日曜日午前 2 時までとなっています。
　春の時間変更は、スプリングフォワード (Spring Forward) と
言って、時計を 1 時間進めることになります。秋の切り替え
はフォールバック (Fall Back) と呼ばれ、時計を 1 時間戻すこ
とになります。
　サマータイムのスタート、終了する前日の夜寝る前に時計の
針を変更しておきましょう。

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。
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一般求人
ヤマト運輸アトランタ支店
引越作業員を募集しています。就労ビザ
をお持ちの方、車の運転できる方
☎ 404-550-2628 池谷までご連絡ください。

食品会社セールス募集
月 ～ 金、 フ ル タ イ ム、 勤 務 地 :Norcross, 
GA ( 近辺州に出張へ出れる方 )
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

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

ウィンタースチャペル幼稚園 
保育補助を出来る方を募集しております。
時間：月～金曜日、午前 7 時半～午後 3
時半。
午後 3 時半～午後 6 時半。委細面談の上、
決定。☎ 770-394-3242　新井まで。

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

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

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

ビル / オフィス掃除募集
SmartDog Commercial Cleaning Services 
平日の夜、週末に働ける方を募集。選べる
時間帯。電話は日本語で☎ 770-667-8736
Roswell, Alpharetta, Norcross, Duluth, 
Marietta, Dunwoody, Woodstock エリア

コンシェルジュ　サービス
http://atl-concierge.com
お手伝いしていただける仲間を募集して
います。詳細 :support@atl-concierge.com
までお問い合わせください。

カンバーランドファミリーデンタル
受付募集、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☎
770-272-1818 E info@myhaishasan.com

Salon LIHGA スタッフ募集
スタイリスト、土日受付募集
E salonlihga@gmail.com 迄

Salon i スタッフ募集
スタイリスト / アシスタント ( 経験者・ラ
イセンス者のみ ) 募集。☎ 678-762-7800

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
カラオケメロディー 
明るく元気で歌好きな方。深夜働ける方
優遇。自由シフト制、短期も OK.
お問合せは☎ 770-986-8881 

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

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

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

庄や 板前さん募集
板前さん、ヘルパーさん募集。年齢、経
験は問わず、パートも可、ディナーのみ。
健保（自己負担無）、有給あり、ビザ相談可。
詳細は 4 時以降に☎ 770-457-5555 マカベ
又は金谷まで

銀や スタッフ募集
寿司・キッチン、各板前さん募集。ディナー
のみ、健保、有給あり、ビザ相談可。サー
バーさんも募集しています。詳細はお電
話で☎ 678-882-4733 遠藤まで

中藤レストラン スタッフ募集
日英バイリンガルのサーバー（経験二年
以上）とフロント（未経験可）を募集。
ベネフィット・能力給あり。要労働ビザ。
お問合せは　Noriko まで。
noriko@nakatorestaurant

横浜 Yokohama　Draville
フルタイムホールサーバー募集。英語必
須。詳細はりかまで。678-580-3455

和楽 スタッフ募集
シェフ、キッチンシェフ、ウェイトレス
を募集しています。☎ 678-889-4188 まで

幸楽ラーメン　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

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

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

MIYABI サバナ GA
寿司シェフ、マネージャー補佐募集。
詳細はE miyabisavannah@gmai.com
☎ 912-352-7300 瀬尾まで。

寿司 KOJI グリーンビル SC
寿司シェフ、ウエイトレスを募集を募集
しています。詳細は☎ 864-569-7769 まで

寿司勝 グリーンビル SC
寿司シェフ、サーバーを急募しています。
詳細は☎ 864-288-2227 まで

花水木レストラン FL
寿司シェフ・調理師・サーバー募集。フロ
リダ州オーランド。労働ビザの方は優遇、
ビザスポンサー可。詳しくは当店のウエブ
www.hanamizuki.us 求人情報欄をご覧く
ださい。花水木レストラン 407-363-7200

教　　授
４月開講　書道教室生徒募集
成人部　若干名
生徒部（小３～中３）若干名
S.Cobb　☎ 678-468-4493　荒関

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

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

商工会レディースゴルフメンバー募集
ゴルフ好きの方 3 月～ 11 月の第２火曜日
アトランタ近郊でコンペを行っています。
お問合せは ☎ 404-825-0693 西原まで

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

クラシファイド広告

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 2 行以内 + 本文 20 文 
 字ｘ 4 行以内 
 左記の基本パターン1号に付き15ドル、 
 1 行につき 2 ドル追加

 ◆ 追加料金 写真・ロゴ掲載料：1 件につき 10 ドル
 ◆ 掲載期間 1 回の申し込みにつき 1 カ月
 ◆ 締め切り 毎月１５日まで到着分となります。

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

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

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

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

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

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

負いかねます。
 ● 広告掲載をされる場合、内容によっては掲載をお断りする

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

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

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 2020
本誌掲載の記事・写真の無断複写、複製を禁じます。本誌
に掲載された広告内容に関しましては、アニスアトランタ
は一切責任を負いかねます。

All rights reserved. No part of this publication may be 
reproduced in any form without permission from ANIS 
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次回 2020 年 4 月号は
4 月 5 日ごろ配布予定

編集後記

　先日、レディスルームで「あなたはどこの国からきた
の？」とご婦人から声をかけられました。その時は察して
いませんでしたが、後から考えると「コロナウイルス」が
問題になっているので、異言語を話す私を何人なのか確認
したかったのでしょう。いままで、このような反応を受け
たことがなかったので少々驚きました が、連日のニュース
の報道や日本の対応に対する厳しい視線なのではないかと
思いました。

　アメリカではインフルエンザがコロナと比べ物にならな
いくらい死者を出しています。最近になってどれはインフ
ルエンザがではなく新型コロナウイルスかもしれないとい
ううわさが出ています。アメリカの新型コロナウイルスの
感染者は 15 人と報告されていますが、実際に新型コロナ
ウイルスの検査は 2 月 14 日の時点で 433 件しか行われて
いなかったそうです。アメリカは医療費が高額なため検査
をしている人も少ないのが現実なのでしょう。アメリカで
は 2 月 16 日、ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、
シカゴ、ニューヨークでインフルエンザウイルスの検査で
陰性だった人を対象に新型コロナウイルスの検査を行うと
発表しました。

　ニューヨークの地下鉄通路でマスクをかけたアジア人
女性が、突然男性の乗客から暴行を受けたという事件を、
ニューズウィーク誌が報じました。新型コロナウイルスへ
の不安が広がる中での事件で、マスクをする文化が浸透し
たアジア人とそれを受け入れることのできない米国社会の
大きな隔たりを感じずにはいられませんでした。

　世界中のすべての罹患者の 1 日も早い回復と、亡くなっ
た方のご冥福を心から祈りいたします。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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