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在外選挙登録資格
❶ 満18歳以上で
❷ 日本国籍を持っていて
❸ 海外に3か月以上お住まいの方
　（出国時登録申請を除く）

在
外
選
挙
の

制
度
と
手
続

に
つ
い
て

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

外
務
省

大使館

電話又は葉書

・旅券

・申請書

・居住している事を
 証明できる書類
　（在留届を提出済の方は
　 不要です。）

※申請書や選挙人証が海外・国内を往復するため受取までに数か月かかります　※選挙人証受取は郵送又は窓口での受取が選べます

選挙人証用意する物

投票用紙等を事前に請求して、
記載の上、登録先の選挙管理

委員会へ郵送する方法。

郵便等投票

直接日本大使館・総領事館
（領事事務所）に出向いて

投票する方法。

在外公館投票

一時帰国した方や帰国直前で転入
届を提出して3か月未満の方は、

日本国内でも投票できます。

日本国内で投票

詳しくは、
TEL：
Mail：

(404)-240-4300
 ryoji@aa.mofa.go.jp

在アトランタ日本国総領事館
TEL：
Mail：

(615)-340-4300
 con1@nv.mofa.go.jp

在ナッシュビル日本国総領事館

登録・投票は簡単です

申請者の上記書類と署名入り在外選挙人名簿
登録申請書と申出書※、代理の方の旅券を御用
意ください。
※申請書と申出書は領事窓口または総務省のホー
ムページから入手できます。

または まで。外務省　在外選挙 検索
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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。

　父は英国空軍将校という中流家庭に育ち、4 歳でピアノを始
め、11 歳でロイヤル・アカデミー・オブ・ミュージックの奨
学生となる。在学中からバンド活動を開始し、1969 年アルバ
ム「エンプティ・スカイ」でデビュー。1970 年セカンドアル
バム「エルトン・ジョン」が発表され、その中の「人生の壁」「僕
の歌は君の歌」が大ヒットし、一躍その名を知られるようにな
る。
　映画「フレンズ」(1971 年 ) で音楽を手がけ、映画「トミー」
(1975 年 ) では自ら出演して「ピンボールの魔術師」を演奏。’
72 年からアルバムが 7 枚連続全米 1 位に輝くなど、70 年代最
も成功を収めたシンガー・ソングライターとなった。
　1994 年ロックの殿堂入り。1995 年 21 年ぶりに来日公演。
同年 3 月映画「ライオンキング」の主題歌「愛を感じて」など
3 曲でアカデミー賞受賞。1997 年 9 月のダイアナ元妃の葬儀
では追悼歌「Goodbye England’s rose」を歌い、追悼の CD「キャ
ンドル・イン・ザ・ウインド 1997 〜ダイアナ元英国皇太子妃
に捧ぐ」は世界で大ヒットし、シングルの売上枚数としては史
上最高のヒット曲となった。1998 年ナイト爵位 (Sir) を授与さ
れる。2000 年ブロードウェイ・ミュージカル「アイーダ」(1999
年 ) の作曲でトニー賞作曲賞を受賞。緩急の効いたボーカルと
ピアノを武器に、世界で 3 億枚以上のレコード売り上げを記録
し、エリザベス女王から輸出への貢献で勲章を受けている。
　他のアルバムに「キャプテン・ファンタスティック」「ロック・
オブ・ザ・ウェイスティーズ」など。環境保護やエイズ撲滅な
どのチャリティ活動への熱心な取り組みでも知られ、1992 年
エルトン・ジョン・エイズ基金 ( 本部・アトランタ市 ) を設立。
2000 年ジャニーズ事務所の人気タレントで結成されたチャリ
ティーユニット・J-FRIENDS のシングル「I WILL GET THERE」

に参加。またサッカー好きで知られ、イングランド 1 部リーグ・
ワトフォードの会長、理事を務めた。2005 年英国で事実上の
同性婚を認める同性市民パートナー法が施行され、パートナー
の男性と結婚。

How wonderful life is while you’re in the world.
君といる人生がどんな素晴らしいか

You should never take more than you give.
あなたが与えるものより得ることはできません

There’s a time for everyone. 
If they only learn that the twisting kaleidoscope.
誰だってわかるときが来る。人生は変化する万華鏡だ

Live for each second without hesitation.
常に迷うことなく生きるんだ

Cause what the hell is wrong with expressing yourself, trying to 
be me?
自分を表現することのいったい何が悪いのか？僕になりたいの
かい？

The great thing about rock and roll is that someone like me can 
be a star.
ロックンロールの素晴らしいところは、僕のような人間がス
ターになれるところさ。

イギリスのミュージシャン、シンガー・ソングライター。
名前：エルトン・ハーキュリーズ・ジョン

国 :　イングランド ミドルセックス州、ピナー

生 :　1947 年 3 月 25 日 

偉人の名言
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ニュースダイジェスト
紫外線による新型コロナ殺菌を実験へ
　米ニューヨーク市の交通当局は 5 月 21 日までに、市内の公
共交通機関で紫外線を使った新型コロナウイルスの殺菌につい
て試験プログラムを実施すると明らかにした。
　コロラド州デンバーのスタートアップ企業「PURO ライトニ
ング」が製造した携帯機器を使って紫外線の効率や費用効果を
探るという。

　PURO ライトニングによれば、紫外線Ｃ波（UVC）は新型コ
ロナウイルスを殺菌できるほか、バクテリアなどにも最も効果
があるという。
　第１段階として、来週までに、地下鉄やバス、輸送施設でプ
ログラムを開始する。うまくいけば、ロングアイランド鉄道と
メトロノース鉄道にも拡大する。
　ランプは夜間、地下鉄の運行が停止しているときに使われる。
　ニューヨーク市の地下鉄は５月６日から車両の除菌のために
115 年の歴史で初めて夜間の運行を全面的に停止していた。
　除菌用のランプは高輝度でフルスペクトルの紫外線を利用
し、天井や壁などに設置できる。交通当局が公開した画像で
は、車両の中央部分にあるポールに装置が取り付けられている。
PURO ライトニングによれば、表面や空中の病原体を除菌し、
ウイルスやバクテリアの 99.9％を殺菌できるとしている。

ビーチやバーに賑わい戻る米国　感染者急増の州も
　 米国内の各地で 5 月 25 日のメモリアルデー（戦没者追悼記
念日）前から経済活動が再開し始め、ビーチやバーに賑（にぎ）
わいが戻ってきた。一方で感染者が急増している州もある。

　メモリアルデーの連休に各地で多くの人出が見込まれるな
か、米食品医薬品局（FDA）のハーン長官は、新型コロナウイ
ルスが封じ込められたわけではないと改めて強調。「自分自身
と地域社会を守るのは一人ひとりの力。対人距離の確保と手洗
い、マスク着用が全ての人を守る」と呼び掛けた。
　ミズーリ州では 23 日、湖畔のプールで開催されたパーティー
に大勢の人が詰めかけ、その光景がツイッターに投稿された。
一方、アーカンソー州のハッチンソン知事は同日、プールでの
パーティーで数人が感染した事例を発表した。
　ニューヨーク州では規制を緩めたレストランが 22 日夜、雨
の中で持ち帰り客を店内に入れていたことが分かり、クオモ知
事の側近が 24 日の会見で「顧客にとっても店にとっても愚か
なこと」と厳しく非難。レストラン側はインスタグラムに謝罪
文を投稿した。
　米国内で新たに確認された感染者は 21 日に 2 万人超、22
日も 2 万 4000 人超に上っていた。 

TikTok が AR 広告に注力
　新型コロナウイルス対策のため休園中の動物園が窮状に陥っ
て TikTok が AR（拡張現実）を用いた新たな広告メニュー「AR
ブランドエフェクト（AR brand effect）」の準備を進めている
と報じていた。
　AR ブランドエフェクトとは、広告主が提供するインタラク
ティブなビジュアルを、TikTok ユーザーの動画に追加可能に
するものだ。広告はクリック可能で、ユーザーの動画と共に再
生される音楽をフューチャーするという。
　音楽業界のニュースサイト Music Business News の 5 月 21
日の記事によると、TikTok は現在、没入型デザインの知見を
持つエンジニアの求人を行っている。同社は新たに採用する社
員を AR ブランドエフェクト部門に迎え入れ、AR を活用した
広告やエクスペリエンスの開発を行おうとしている模様だ。
　現状のモバイル広告は、オーディオにしろ動画にしろ受動的
なものであり、エンゲージメントはかなり限定的だ。しかし、
インタラクティブなユーザー参加型の広告はこの状況を変える
可能性を秘めており、広告主とユーザーの双方にメリットを与
えることが想定できる。

コロナ禍で冷凍食品の売上が増加
　新型コロナウイルスのまん延により、外食する代わりに自宅
で料理をする家庭が増えている。その影響で、冷凍食品の消費

ニュースダイジェスト
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が増えている。
　米国冷凍食品協会（AFFI）による新たな調査では、米国人の
70％が 3 月以降、冷凍食品の購入量を増やしていることが分
かった。冷凍食品は多くの人にとって、ほっとする食べ物になっ
たのだ。
　AFFI の調査によると、米国人の 90％は現在、新型コロナウ
イルスが流行し始める前のデータと比べて家で食事を取ること
が増えている。米国内の消費者の 86％は 3 月以降、冷凍食品
を購入している。同調査からは、消費者が購入する冷凍食品が
増えている理由として冷凍商品の賞味期限が長いこと、物資不
足が起きたときのための買いだめ、準備や片付けがしやすく便
利なことが挙げられた。消費者の 3 分の 1 ほどは、冷凍食品
が現在、生鮮食品よりも安全だと考えていた。

コロナ後に株価上昇期待の 20 社
　英国の証券会社オリーブツリー・フィナンシャルが、パンデ
ミック以降に人々が自宅にこもる傾向を強めた結果、株価を上
昇させた 20 の株式銘柄を公開した。
　オリーブツリーは各銘柄のセンチメントを現すスコアをつけ
ている。スコアが 50% であればほぼ中央値で、100% の場合
は極端に強い地合いを意味する。ここではまず、同社が最も高
いポテンシャルを見込む銘柄を 5 つ紹介しよう（カッコ内はオ
リーブツリーのスコア。株価は 5 月 23 日時点のもの）。

エヌビディア（91％）：オリーブツリーは、チップメーカーの
エヌビディアを最も高評価の株式銘柄に選んだ。エヌビディア
の株価は 2020 年に入り 50％の上昇となっており、今年第 1
四半期の売上は前年同期比で 39％の増加となっている。

アップル（82%）：アップルの株価は年初来で 6％の上昇となり、
オリーブツリーは同社のスコアを 82％としている。パンデミッ
クは iPhone などのプロダクトのサプライチェーンに打撃を与
えたものの、アップル株の空売り比率は低い状態だ。これは投
資家の大半が、アップル株の今後に強気であることを示してい
る。

ショピファイ（79%）：カナダの E コマースプラットフォーム
のショピファイ（Shopify）のスコアは 79％だ。同社の株価は
2020 年に 100％の急騰となり、先日は社員の大半に無期限の
在宅勤務を許可すると宣言した。

フェイスブック（76%）：フェイスブックの株価は年初から
12％上昇し、先日は史上最高値の 235 ドルを記録した。

オクタ（75%）：クラウドソフト企業であるオクタ（Okta）の
業績は予測を上回り、売上の伸びも堅調だ。同社の株価は今年
に入り 64％上昇した。

　オリーブツリーは今回の 20 銘柄リストに、小売大手やフー
ドや飲料関連、ソフトウェアや娯楽関連の企業も含めている。
リモートワークのミーティングで活用され注目を集めたズーム

（Zoom）の株価は、年初から 150％近い上昇となり 71％のス
コアを獲得している。
　テック大手ではマイクロソフトも 62％のスコアを獲得し、
グーグルの親会社のアルファベットも 51％とされた。
　食品分野ではゼネラル・ミルズ（General Mills）が最も強気
の銘柄とされ、スコアは 72％だった。ゼネラル・ミルズの株
価は年初から 15％上昇した。この分野では、クラフト・ハイ
ンツ（63%) や , レストランチェーンのウイングストップ（58%)、
ドミノ・ピザ (52%)、 キャンベル・スープ (52%) なども高スコ
アを獲得した。
　また、住宅リフォーム企業のロウズ・カンパニーも 67％と
いう高い評価を獲得した。同じカテゴリではホームデポ（59％）
や Etsy（66％）、ターゲット（53）も有望な銘柄とされている。
　エンターテイメント部門ではアクティビジョン・ブリザード

（65%）と、テイクツー・インタラクティブ（60％）がゲーム
需要の高まりを受けて高いスコアを獲得した。オリーブツリー
は、不動産大手のプロロジス（Prologis）にも 72％という高評
価を与えている。
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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。

　多くの地域で外出制限などが緩和され、経済活動が再開され
始めた。だが、新型コロナウイルス感染症（Covid-19）のパン
デミック（世界的流行）が収束したわけではない。私たちはまだ、
感染が広がり始める前と同じ生活に戻ろうとしてはいけない。
　警戒と注意を怠らず、感染リスクが予想外に高い危険性があ
ることを示すサインを見逃さないようにしたい。そのサインは
主に、次のようなものだ。

1.	 	レイアウトが窮屈 
周囲の人との間に 6 フィート（約 1.8m）の距離を保てな
い場所には行かないこと。通路が狭い、障害物になるもの
が多い、全体的に自由に動けるスペースがあまりないとい
う場所には注意が必要になる。 

2.	 換気が悪い 
基本的には、喚起が悪い、または空気が十分に循環してい
ない場所には行かないことだ。ウイルスを含む飛沫が、空
中に浮遊している可能性がある。窓やドアが開いている、
通気口がある、エアコン稼働しているなど、空気が循環し
ていることを示すものがあるかどうか、確認すること。 

3.	 天井が低い 
人と人の間だけでなく、人と天井の間のスペースにも注意
が必要だ。天井が低い場所では、空中に浮遊する物質が消
散しにくくなる。 

4.	 	話し声や歌声で騒がしい	
ある研究によれば、単なる発話でも飛沫は発生し、8 分以
上、場合によっては数十分間、空気中にとどまっていると
いう。しゃべり続けている人や、歌っている人がいれば、
その店内の飛沫の量はどのくらいになるだろう？さらに、
その人たちがマスクや口元を覆うものをしていなかった
ら、どうだろうか？ 

5.	 すぐに手を洗えない／消毒できない	
私たちは、どうしても自分の顔に触ってしまう。それは避
けられないことだ。その店には、せっけんと水、手指消毒

剤、除菌シート（ワイプ）があるだろうか。確認が必要だ。 

6.	 他の客と共有するものが多い 
ドアノブやペン、キーボード、メニューなど、不特定多数
の人が触るものには注意しなくてはならない。また、それ
らが頻繁に清掃・消毒されているかどうかについても、確
認する必要がある。 

7.	 頻繁に清掃／消毒されていない 
店内には清掃用品があり、それらが適切に使われている様
子があるだろうか。清掃に関する方針や計画について、質
問することをためらってはいけない。店側がそうした質問
にいら立った様子を見せるのは、よくないサインだ。 

8.	 店が客の出入りを管理していない 
一度に何人までが店内に入れるのか、従業員がコンロトー
ルする必要がある。より多くの人が店内に入り、より長い
時間そこにとどまるほど、感染リスクは高くなる。 

9.	 感染予防策を取っていない 
店内いる人たち（顧客と従業員）のどの程度が、マスクの
着用、社会的距離（ソーシャル・ディスタンス）の確保、
頻繁な手洗いなど、他の人を感染させないための予防策を
講じているだろうか？ 
当然ながら、感染拡大を抑制するためのコントロールや
サービスの提供は、必ずしも簡単なものではない。店内で
これらの対策を実施するためには、従業員のトレーニング
が必要となる。 

10.	 	Covid-19 の脅威を過小評価している 
経営者や従業員がそのような考えであることは、適切な予
防策が講じられていないことを示すサインだ。重要なのは、
営業が再開されたからといって、すべての店舗が安全だと
いうわけではないということだ。 
私たちはよく観察し、選択的であり、慎重でなくてはなら
ない。感染が拡大する前に戻ることはできない。私たちが
求めるものも、すでに変化している。

制限緩和で感染しないために　利用を避けたい店の 10 の特徴

制限緩和で感染しないために　利用を避けたい店の 10 の特徴
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制緊急事態宣言が解除されたら「新しい生活様式」の日常はどう変わる？

　緊急事態宣言が解除されたとしても、新型コロナウイルスと
私たちは共存する暮らしを模索しなければならない。有効な治
療法やワクチンが開発されるまで、完全に感染を押さえ込むこ
とは難しそうだ。感染症との戦いは長期化するだろう。ウイル
スと共生する日常の 1 日の流れを考えてみた。

	検温が朝の日課に 
　新しい生活様式では、朝の風景から変わりそうだ。体調を崩
さないためにも、正しい生活リズムを心がけたい。まず朝起き
たら、寝室の窓を開けてこもった部屋の空気を入れ替える。起
床時だけでなく、一日の中でこまめに換気をすることが大切だ。
　これから暑い夏がやってくる。エアコンで換気ができると勘
違いしている人もいるが、室内の空気を入れ替える効果はない
ためご注意を。室内でも熱中症のリスクがあるため、こまめな
水分・塩分補給を心がけて過ごそう。
　寝室からリビングへ行き、毎朝の日課となるのが検温と健康
チェックだ。一般的に体温が 37.5 度で発熱と診断されるが、
平熱には個人差がある。毎日自分の体調を意識して確かめるこ
とで、少しの体調の変化にも気づけるようにしておきたい。息
苦しさや倦怠感、高熱がある場合や、比較的軽い風邪の症状で
も 4 日間以上続く場合などは所定の機関へ相談しよう。また、
家族の体調が把握できるようカレンダーに毎日の体温を記録し
ていくのもいいだろう。
　万が一感染しても重症化させないために、免疫力を高めるこ
とも大事だ。朝ごはんには、免疫力を強化する食品の 1 つであ
るフルーツとストレス解消の効果があるヨーグルトがおすすめ
だ。例えば、抗酸化作用のあるポリフェノールを多く含むプルー
ンやストレス不眠を改善するメラトニンを含むナッツ類などが
ある。
　まんべんなく栄養素をとる食事で健康を維持しよう。朝ごは
んを食べながら、信頼できるメディアを使って、感染状況など
最新の情報を確認することも忘れずに。 
 
引き続きリモートワークを推奨　オフィス内の間隔もあける 
　朝の支度ができたら出勤、と言ってもこれからは引き続きリ
モートワークが推奨されそうだ。コロナ禍でさまざまなオンラ
インサービスが登場し、リモートワーク化が進んできた。会議

や研修もオンラインで行うことが勧められている。
　しかし、対人業務や出勤しなければ行えない業務も存在する。
ローテーション勤務などで、出勤する回数は週に 1、2 度とな
る人も増えるかもしれない。出勤する場合、マスクと消毒液は
欠かせない持ち物だ。家から出ると、食事以外の時間は常にマ
スクをつけることになるので、余裕があれば予備のマスクもか
ばんに忍ばせておこう。
　マスクの着用は、すでに罹患している人が感染を拡大させな
いという意味で感染防止の効果がある。ただし、無症状の感染
者もいるため誰が感染しているかわからない状況では、マスク
着用が呼びかけられている。また、手に入りづらい紙製マスク
に代わり、布製マスクを使うことでも飛沫防止、鼻や喉を湿ら
せ風邪にかかりにくくする効果などが得られる。布製マスクは
再利用が可能だが、ゴム部分が痛みやすいため、洗う際は手洗
いもしくはネットに入れて洗濯しよう。
　オフィスでは机と椅子の間隔をあけ、会議でも近い距離での
会話は控えるのがマナー。飲食店での仕事仲間との昼ごはんも、
横一列で座らない工夫が必要だ。　 

買い物や外出も社会的な距離に注意して 
　日用品を買うスーパーマーケットでは、新しい生活様式がす
でに実施され浸透しているところも多い。レジで間隔を開けて
並ぶことや、マスクの着用は常識となりつつある。
　混雑する開店直後などの時間は避け、少人数での買い物を心
がけよう。サンプルや商品を必要以上に触ることも避けたい。
また、お会計をする際にクレジット決済を用いることが推奨さ
れている。誰が触ったかわからない金銭を使うよりも安心でき、
滞在時間も短縮される。無人レジでの会計にも慣れていきたい。
　外から帰宅したら、まずは手洗いとうがい。これからは顔を
洗うことも勧められている。さらには、なるべくすぐに服を着
替え、シャワーを浴びると良いそうだ。毎回するのは大変なの
で、なるべく外出時は用事を 1 回で済ませた方が賢明だ。体に
ついた汚れを洗ったら、スマホも忘れずに除菌シートなどで拭
いておこう。また、衣服についたウイルスについては通常の洗
濯をしていれば感染リスクは少ない。ただし、何度も着替える
ことになると洗濯物は増えそうだ……。密集、密閉、密接の三
密を避け、体調管理をしよう。

緊急事態宣言が解除されたら「 新しい生活様式」 の日常はどう変わる？
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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

【Homespun Style】
カラフルでキッチュなインテリア本。実生
活ではシンプルなインテリアを選ぶ人が多
いかもしれませんが、まるで細かく描き込
まれたマトリョーシカのような柄と色の洪
水に「色のある世界っていいな」と再認識
させられる一冊です。

【ZOU LE ZOO!】
アルファベット順に動物達がコミカルに登場する、フランス
語のポップアップ絵本。各文章もそのアルファベットで始ま
る単語を多用しているのが特徴的。とにかくデフォルメされ
た動物達が可愛い！

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

部屋でお籠りのお供に
〜洋書編〜

　ステイホーム。皆さん、何されてますか？これを機に、部屋
の大掃除や断捨離、英語や資格の勉強、仕事のファイルの整
理、物作りやゲームのレベル上げなど、普段やろうと思って
るけど、些細な日常の用事に埋もれてなかなか出来ずにいた
事を実践する方は多いのではないでしょうか。私はステイホー
ムになってやろうと思った事が沢山あります。挙げた例にもれ
ず掃除や断捨離の他、イラストレーションアプリの勉強、絵本
製作、切り絵の大作を作る、目指せハンドメイドアクセサリー
100 個！などです。でも実際掲げた目標の中に、形に出来た
事はありません。朝起きてパジャマのまま一日の大半をソファ
で過ごし、携帯ゲームをひたすらダラダラやりながら生息し
ています。夫は半リモートになり家族で過ごす時間が増えたの
で、緩やかな日々を前向きに過ごそうと心掛けています。・・・
が、毎日悪夢にうなされるのです。例えばこんな夢。巻き尺を
型紙に巻こうとするが、上手く巻けずもどかしい。車を停めて
降りたら、自分が乗ってた車が手押し車になっていて途方に暮
れる。撃ち合いをするヘリコプターから降りたら頭に弾くらっ
て死亡。悪夢です。本当に悪夢です。悪夢を見る原因は多分い
つも同じ。「やりたい事を決めているのにそれをやらずにいる
事」。理想を掲げる事はいい事だけれど、それに向けて着実に

動かなければならないのが大前提であり、理想だけあっても
それに向かって行動しなければ、当然出来ない自分にガッカ
リしたり嫌いになったり、諸々症状が出て来ます。それが私
の場合「悪夢」という形で現れるのです。今の私は、世界に
向けて何かを発信する事もなく、自分個人の夢も輪郭がボヤ
け、なんとなく適当な家事をして、なんとなく何かを食べ、
なんとなく生きている。引き籠もっていると、人間ネガティ
ブになりがちですよね。解決法は二択！やろうと思ってる事
をちゃんとやるか、今の自分を許すか。怠惰な私としては、
是非後者を取りたい。何故なら一生の中で、今の日々ほど特
別なものはないからです。掲げた目標とは違うけれど、お菓
子を作るようになったり、長編マンガや洋書を読み返したり
しています。英語が読めなくても、絵や写真だけで楽しめる
洋書を紹介します。
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【Oh,the Places You’ ll Go!】
独特なタッチと色合いが気に入っ
て買った本。アメリカ人の友人か
ら、「この本は卒業生に贈るのに
最適な一冊」だと教わりました。

「おめでとう！今日は君の日だ」
で始まる、韻をふんだリズミカル
な文は歌のようで、口ずさむと何
だか元気が出そう。

【Nature’ s Day】
インテリアとして飾りたくなる可愛い表紙の絵本。四季折々で変化する
自然の中に見つける樹々や花々、その季節ならではの景色や動物達を、
愛おしい目線で描いています。四季があるって素晴らしい！

【PARIS Up,Up and Away】
レーザーカットで切り抜かれた切り絵の絵本。エッフェル塔は、今日
とても退屈な気分。「忙しそうなパリの街並みを覗きに行っちゃおう！」
と思い付き、空を飛んでパリの名所を巡ります。白と黒とベビーブルー
のみで構成された街並みがオシャレ。

【HOME BODY】
雑 誌『Magnolia』 や Target
の Hearth&Hand シリーズを
手掛ける、Joanna の本。ア
メリカに住んで彼女のファー
ムハウススタイルインテリア
が好きになった方も多いで
しょう。古い物を取り入れつ
つ、黒のアイアンや直線の挿
し込み方が絶妙なのでモダン
でもあり、アンティークやカ
ントリースタイルが苦手な人
にも受け入れられ易いと思い
ます。
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Fernbank：Museum At Home 

Georgia Aquarium ：At-home Learning 

　Fernbank は閉鎖される可能性がありますが、それでも探
求と発見を通じて科学、自然、人類の文化への情熱をを止め
ることはできません。 あなたを Museum At Home に招待し
ます！
　教育ビデオ、楽しい事実、舞台裏の写真、クイズなど、自
宅で楽しめる新しい教育的で面白いコンテンツを提供するた
めに積極的に取り組んでいます。
　コンテンツは定期的に追加されるそうなので、定期的に確
認してください。

　ジョージア水族館は閉鎖される可能性がありますが、毎日
および毎週ライブストリーミングイベントにご参加ください。
ラッコやベルーガが優雅に泳いでいるところなど、水の中の生
活を垣間見ることができます。
　また動物の最新情報を定期的に入手するレッスンプランと施
設内のすべての動物について学ぶことのできるリソースをダウ
ンロードすることができます。
　新しいコンテンツや更新がないか定期的に確認してくださ
い。

　アトランタの有名な美術館やその他のアトラクションの多くが集まり、コミュニティに無料のバーチャル体験を提供し

ています。 このイニシアチブは 11 の創設組織によって作成され、それ以来成長を続け、Facebook、Instagram、Twitter、

ウェブサイト、ブログの投稿など、教育的で楽しくて楽しいコンテンツを共有するパートナーがさらに増えました。 毎週、

ATL Museums at Home コミュニティは特別な「Field Trip Friday」イベントを主催し、インタラクティブなアクティビティ、

舞台裏の体験、ツアーなどに参加しながら、あらゆる年齢の訪問者がアトランタ周辺の仮想遠足を体験できるようにします。

詳しくは https://atlmuseumsathome.org/ をご確認ください。 

ATL MUSEUMS at home
ATL MUSEUMS at home
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FREE SELF-GUIDED STREET ART WALKING TOURS

　アトランタストリートアートマップでは、7 つの異なるア
トランタ地区の無料のセルフガイドストリートアートウォー
キングツアーを提供しています。
　ベルトラインイーストサイド、キャベッジタウン、ダウン
タウン、イーストアトランタ、エッジウッドアベニュー、リ
トル 5、ピッツバーグなどの地区の壁画アートや アーティス
トを紹介しています。
　REI のスッテカーをデザインしているアーティストとかもい
て、中々な楽しめますよ。

The Breman Museum in Atlanta
https://www.thebreman.org/Visit/Field-

Trip-Friday

The National Center for Civil and 
Human Rights

https://www.civilandhumanrights.org/pti-
virtual/

Atlanta Botanical Garden
https://atlantabg.org/lifebloomson/

College Football Hall of Fame
https://www.facebook.com/cfbhall/

the Carlos Museum
https://carlos.emory.edu/

Atlanta History Center
https://www.facebook.com/
AtlantaHistoryCenter/

Children's Museum of Atlanta
https://childrensmuseumatlanta.org/

blog/

High Museum of Art, Atlanta
https://www.facebook.com/
HighMuseumofArt/

Zoo Atlanta
https://www.facebook.com/ZooATL

Field Trip Fridays 設立パートナー

Atlanta Ballet | Center for Puppetry Arts | Millennium Gate Museum | Shakespeare Tavern Playhouse | Trees Atlanta | World of Coca-Cola | The Wren’s Nest
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スパムむすび
　皆さんはスパム（SPAM）ってご存知
ですか ? スパムは商標で、本当はランチョ
ンミートが正しいのですが、ランチョン
ミート＝ SPAM、ってことで、どこでも『ス
パムむすび』として売られています。
　スパムとは柔らかいハムのような、コ
ンビーフのようなソーセージのような肉
の缶詰のことです。そのスパムを厚さ５
ミリくらいにスライスして焼いたあと、
御飯と一緒に四角く握ったものが、『スパ
ムむすび』。
　初めて SPAM を食べた時の体験は今で
も忘れられません。おむすびを口にする
と、お肉とごはんが合わさったおにぎり
なんだけど、お肉じゃないようで、やっ
ぱりお肉で・・・。初めてのお味。

　日本では、沖縄以外ではあまりなじみ
のないスパムですが、ハワイでは全ての
世代に愛されているローカルフードです。
中でも、日本食とのフュージョンである
スパムむすびは大人気。
　ハワイでスパムが親しまれるように
なったのは第二次世界大戦の頃。世の中
の状況的が新鮮な肉が手に入りにくい中、
そのおいしさと貴重なタンパク源である

ことで重宝され、ハワイ全土に広まって
いったそうです。以来、ずっとハワイの
人に親しまれています。
　元々は、ハワイ在住の日系人が第二次
世界大戦後に考案したと言われています。
そこから日系人を中心に当時のトレン
ド・フードとして広まっていきましたが、
日系人以外のハワイの人に広まったのは
1980 年代だそうです。

　オリジナルのスパムむすびは、白いご
飯にしょう油やテリヤキソースなどで味

をつけて焼いたスパムを乗せて海苔で巻
いたものでしたが、誕生から半世紀以上
過ぎた今、作り手によってアレンジされ、
個性的なスパムむすびが多く存在します。
　白いご飯を酢飯にしたり、チャーハン
のような焼き飯風にしたり、キムチを乗
せるなどのシンプルなものから、ご飯の
部分をハッシュブラウンにしたものなど、
実にバラエティ豊か。
　沖縄の定番のスパムむすびは、甘めの
味付けの卵焼き入りが定番で、卵焼きを
入れることで味に深みが出るそうです。

SPAM MUSUBI

B 級グルメローカルフード　SPAM MUSUBI

B 級グルメローカルフード



19ANIS ATLANTA - June 2020

スパム歴史
　スパムは、1891 年創立のホーメルフー
ズ（ミネソタ州）という食肉加工品製造
会社の商品。肉をミンチ状にしてハムの
ように缶詰した食べ物。
　ホーメル・フーズは当時、ある程度成
功した精肉屋であったが、当時の精肉屋
はどれも似通ったものばかりであった。
　ホーメル・フーズの跡取りジェイ・ホー
メルは食品販売のビジネスに情熱を燃や
す男であった。彼はホーメル・フーズの
売り上げを上げるべく、他社との差別化
をはかるべく、日々新商品の発明を試み
ていた。
　ある日、彼は普段は捨てられる豚の肩
にあたる部分の肉をどうにかして売るこ
とはできないだろうかと考えていた。そ
こで彼が思いついたのが味付けされた豚
肩肉を販売するということであった。
　普通に精肉として売っても差別化がは
かれないと思った彼は精肉ではなく缶詰
に肉を詰めて売るというアイデアにたど
り着いた。当時肉を缶詰にして販売する
という考えはあったもののどれもまずい
ものばかり。
　そして彼は普段は使われない豚の肩を
使用した肉の缶詰を作ることに成功。こ
れが Hormel Flavor-Sealed Ham として当
時売られていた後の SPAM の原型である。

元々は豚の肩肉しか使用していなかった
が、商品改良を重ねていく中でハムと豚
の肩肉をブレンドするようになっていき、
現在の SPAM へと進化していった。第二
次世界大戦の間、SPAM は大いに活躍し
た。保存がきく肉ということもあり、フィ
リピンやハワイなどのアメリカ兵が戦っ
ている地へ大量の SPAM が輸送された。
この支給食品として提供するというホー
メル・フーズの戦略は功をなし、全アメ
リカ市民、また、アメリカ兵がいた外国
の地に名をはせるようになった。

　ちょっと気になってスパムについて調
べてみたら、スパムにこんなにたくさん
の種類があったなんて、知りませんでし
た。ちょっと試してみる価値ありかもし
れません。
　オリジナルのスパムは、かなり塩味が
強すぎてスパムの味が隠れてしまってい
ますが、25％塩分カットのスパムは本来
の味が楽しめます。調理の秘訣は、良く
焼くことらしいです。良く焼くことによっ
て、スパムの独特の臭みが消えるそうで
すよ。是非お試しください。

　New York で大人気の「LOST IN THE 
SAUCE」が秘伝のソース「スペシャル・スパ
ムムスビソース」のレシピをコロナウイルス
による自宅待機を強いられた世界中の人々の
ために先日公開したので、ご紹介します。

材料
• おろしにんにく（小さじ 1.5 杯）
• おろし生姜（小さじ 1.5 杯）
• りんご（1 個）
• 醤油（1 カップ）
• みりん（1/2 カップ）
• ブラウンシュガー（1/2 カップ）
• ごま油（大さじ 1 杯）

1. リンゴをすり下ろし、ボールの中ですり
下ろしたリンゴと醤油、みりん、ブラウ
ンシュガーを入れてかき混ぜる。

2. 生姜とにんにくをすり下ろす。もしすり
下ろし機がなければ細かく刻む。

3. おろしにんにくとおろし生姜の水分をご
ま油を入れたフライパンで 2 分ほど飛ば
す。

4. 1 で作ったボールの中身と 3 で作った水分
が飛んだおろしニンニクとおろし生姜を
適度な鍋の中に入れて強火で 4 分間煮る。

5. 煮たのち鍋を冷まし、冷めたら完成。一
週間ほど日持ちします。
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　COVID-19 の流行により、変化した事が沢山ありますが、そ
の中でも日々の働き方は、急激に変わらざる得なくなりまし
た。また、今まで安定していた職業でも、予期せず不安定な
状態になってしまったなど、労働に於いて多数の影響が出て
います。今回は、世界最大のクラウド型顧客管理ベンダーで
ある、セールスフォース・ドットコムが実施しているサーベー
から、米国の働き方の現状についてみて行きたいと思います。

　Shelter in Place が発令された影響で、オフィスの勤務から
在宅勤務に切り替わった方も多くいらっしゃると思います。
元々在宅勤務をしていた方は全体の 13% のみでしたが、パン
デミックが起きたために在宅勤務になったと答えた方は 49%
となります。つまり、現在 62% の方々が在宅勤務をしている
事になります。在宅勤務では、Web や電話を駆使し業務遂行
が余儀なくされますが、業務の生産性が高まったと答えてい
る方たちが全体の 84% もいる事に驚かされます。

　また、遠隔であっても、同僚とのコミュニケーションもス
ムーズであるという回答が 82%、同僚とのコラボレーション
や上司とのコミュニケーションとも 80% が良く取れていると
回答しており、仕事上、テクノロジーを介してのコミュニケー
ションはスムーズに行われている様です。お互い直接顔を合
わせたり、業務をしながらでも周りが何をしているかを感じ
取れるオフィスでの勤務と異なり、周りが全く見えない在宅
勤務ではコミュニケーションが非常に大切になってきます。

　目が届かなくなった事を理由に、上司が部下に対してマイ
クロマネージメントをしてしまうと、部下は信頼されていな
いと感じてしまい、仕事への意欲や会社自体への信頼を損な
う原因となってしまいます。特に直接会って話せない事で、
溝が深まるというケースも十分起こり得ます。実際に“信頼”
が重要と考える従業員は 89% となるので、在宅という状況下
でどの様にコミュニケーションをするかというのは、非常に
重要な要素であることが分かります。

　この状況が一段落し、通常の勤務ができる様になった場合、
一番懸念される事として、仕事場での衛生と安全性であると
50% の方が答えています。その次に続く懸念点が、雇用の保
障についてです。自分のスキルが会社が求めるものに達して

いる、または、もし失業しても同じ様な仕事を簡単に見つけ
る事ができるという自信のある方も半数以上いらっしゃいま
すが、反対に仕事を失う不安やキャリアチェンジを考えてい
る方も多いのが現状の不安定さを表しています。

　自分のスキルが最新のものであると自負している方は 67%
いますが、このパンデミックで、仕事の性質が変わってしまっ
たと感じている方も同じ割合でいる事から、自分のスキルと
現状企業で必要とされるスキルの不一致が生まれているのか
もしれません。それを解消するためにできる事は、やはり自
身の知識やスキルをコツコツと増やし、できる範囲を広げて
いく事に限ります。

　特に通勤に取られなくなった 30 分でも 1 時間でも、スキル
アップのために勉強をする事ができるのではないでしょうか。
最近では Web での学習が盛んになっています。著名大学やオ
ンライン学習提供会社が無料の講座を開設している事もあり
ます。ぜひこの機会に自分がコントロールできる部分にフォー
カスをし、自分のキャリアアップに活かしていきましょう。

参照データ : Salesforce Research – Consumer and Workforce Research Series

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

バイリンガル求職者の就職・転職事情◎ PASONA
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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。

自宅勤務とH1B規定遵守

　新型コロナウイルス（covid-19）の蔓延のために、社員の
解雇、一時帰休、時間削減、或は自宅勤務を強いられていた
社員も、徐々に職場に戻る傾向がでてきています。しかしな
がら、職場の安全対策の不備、或は感染を極力避けるために、
依然として自宅勤務を推奨している雇用主も多く見受けられ
ます。そこで、就労ビザ保持者の勤務体系の変更についての
注意点について説明します。

　通常の就労ビザ保持者は、遂行する職務内容に多大な変更
がない限りは、移民局に対して訂正申請をする必要はありま
せん。ただ、H1B 就労ビザに関しては平均賃金順守の義務が
あるため、H1B 社員の職務内容に変更がなくても、勤務地が
変わる前に移民局に訂正申請を行わなければならない場合が
あります。

【平均賃金の順守】
　H1B 雇用主には平均賃金順守の義務があります。雇用主は
H1B 社員に対し、その地域内で設定されている当該ポジショ
ンの平均賃金レベル、或は、同職社員に支払われている賃金
のいずれかの高い方を支払う義務があります。勤務地が複数
ある場合は、各勤務地の平均賃金を個別に調べ、社員に支払
う給与額がそれぞれの勤務地の平均賃金を下回っていないこ
とを確認しなければなりません。平均賃金は各地域毎に設定
されますが、一地域には通常複数の周辺カウンティーが含ま
れています。

【社内掲示】
　雇用主は H1B 社員のポジション、賃金、勤務場所、勤務
期間などの情報を記載した社内掲示書を社員の全ての勤務場
所のそれぞれ２か所に１０営業日間掲示しなければなりませ
ん。これは、外国人を低い給与額で雇うことによりアメリカ
人の職を奪うのを阻止する目的です。従って、もし H1B 社員
の給与額や勤務内容に違反があれば、社員は労働局に通報す
ることができます。社内掲示がおわったら、掲示場所を明記
し、署名したものを Public Access Folder (PAF) に保管します。
PAF には賃金や勤務地情報を保管します。第 3 社から希望が
あればいつでも閲覧できるように、H1B 社員の PAF は全て一
か所に保管しなけれなりません。

【労働条件申請書】
　H1B 書類を移民局に提出する前に、雇用主は労働局から
Labor Condition Application (LCA) の承認を得なければなり
ません。LCA には勤務地、平均賃金、給与情報を記入し、上

述の社内掲示の掲示開始後に、LCA をオンラインで労働局に
提出します。勤務地が複数ある場合は、各勤務地の平均賃金
情報を記載し、H1B 社員に支払う実際の賃金額が各勤務地の
平均賃金を下回っていないことを証明します。LCA が承認さ
れたら、H1B 申請書類と一緒に移民局に提出します。LCA の
copy も PAF に保管します。

【勤務地変更・追加】
　一般に、H1B 社員は LCA に記載された住所のみで働くこ
とができます。記載された住所以外の場所で勤務する場合は、
移民局に訂正申請を提出する必要があるか、事前に検討しな
ければなりません。
• 社外での短期勤務。H1B 社員は一年に合計３０日まで、

LCA で申請した住所以外の場所で勤務することができま
す。申請した場所以外での勤務が年間に３０日を超える
場合は、その勤務先で社内掲示をするか、或は移民局に
訂正申請を提出する必要があるかを検討しなければなり
ません。

• 自宅内掲示。自宅勤務に変更になった場合、自宅住所管
轄のカウンティーが平均賃金の当該地域に含まれていれ
ば、移民局に H1B の訂正申請を提出する必要はありませ
ん。その場合、自宅勤務が始まる前に、自宅２か所に社
内掲示書を１０営業日間掲示し、掲示が終わったら、掲
示書に署名をし、PAF に保管します。

• 移民局への訂正申請。自宅勤務で自宅住所が平均賃金の
当該地域に含まれていなければ、勤務地が変更になる前
に移民局に H1B の訂正申請を提出する必要があります。
その場合、新たに自宅住所の平均賃金を調べ、自宅住所
の平均賃金が支給給与額より下回っていないことを確認
します。自宅住所を書いた社内掲示書を自宅の勤務場所
２か所に１０営業日間掲示し、掲示開始後に LCA をオン
ラインで労働局に提出します。これが承認されたら、移
民局に H1B の訂正申請を提出します。移民局への提出後、
新しく追加した勤務地で勤務を始めることができます。
承認を待つ必要はありません。LCA と社内掲示は PAF に
保管します。

　従って、コロナ・ウイルスの影響で一年に 30 日を超えて
自宅勤務をする場合は、自宅の住所が平均賃金で承認された
地域に包括されているか確認し、自宅内で職務情報の掲示を
行う義務があるのか、或は移民局への訂正申請を提出する必
要があるのか確認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
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我楽多横丁こぼれ話◎野呂利　歩

　昨年末、武漢発のコロナ禍は瞬く間に世界に拡がり、自信満々だったアメリカもあっという間に飲み込まれた。アメリ
カでも早い段階で医療関係者の間で警鐘が鳴らされていたにも関わらず、全てが後手後手に回った。何故？が付きまとう。

　CNN による勃発当初からの追跡調査の時系列的記録はヒントをくれている。
2019
 12/12 - 19  武漢衛生局に肺炎症状の報告複数あり
 31 WHO にも肺炎症状の情報入る
2020
 01/01 武漢市は突然鮮魚生鮮市場を閉鎖
 07 中国政府新型コロナ発生を公表    この時点から CNN 追跡調査が始まる
 11 武漢で最初の死者
 21 ワシントン州でアメリカ最初の症例
 22 CNN 追跡チーム武漢入り、死者１７人　
 23 早朝３時、CNN 北京より武漢封鎖情報を入手、チーム４時武漢脱出開始　
 02/02 アメリカ：中国からの入国禁止措置
 04 日本：クルーズ船で最初のクラスター発生（中国以外で初）
  CNN 追跡チーム香港経由で日本に入国、クルーズ船のクラスターで危機感、
  この時点欧米での動き全くなし
 25 イタリアで感染勃発、ロンバルディ地方封鎖　
 29 アメリカワシントン州で最初の死者
 03/11 WHO パンデミック宣言    アメリカ：欧州からの入国禁止措置　

　漸く峠を越しつつある５月初め、CDC の No2、Dr. シューチャットが「米国は感染拡大を阻止するチャンスを逃した」
との発表を行った。CDC の反省もあろうが、注目すべきは、国民へ向けた様々な発信（科学）の機会が最も重要な時期
にホワイトハウス（政治）によって抑制された事がやんわりと触れられている。

　上の時系列を見ると、二月が感染襲来に備え、準備を整え身構える重要な時期だったことが分かる。この時期、ホワイ
トハウスと大統領は、専門家の国民への露出を意図的に抑え、「アメリカは安全」を連呼するに終始、2 月後半迄には深
刻な感染拡大が進行してしまった。シューチャット女史の言葉はそう読み取れる。

野呂利　歩

コロナ対応を誤ったアメリカ　－　政治が科学を軽んじたか

我楽多横丁こぼれ話
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数学的分析力・論理的思考力から「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的分析力や理
論的思考力といった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、大変重要な力なのです。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。

　計算というと、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
る数学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。
　数学は積み重ねが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のです。
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
の手段としてもぜひ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力から「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ならないのが、英語です。
　現在、英語を公用語とする国の数は 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出て
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も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ています。大量の英文をすば
やく読み、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（TOFUL）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☺
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　こんにちは、サロンリーガの美輪でございます。日差しも
強くなり、暑さが日ごとに増してまいりましたが、皆さまい
かがお過ごしでしょうか。
　コロナウィルスの影響で、外出制限もあったりと、今まで
とは全く違う生活に戸惑われてる方も多いのではないでしょ
うか。私もその一人です。でも、不安な日々を過ごしていて
もストレスを溜め込むだけで、免疫力を下げてしまいます。
こんな時だからこそ今まで出来なかった事や後回しにしてい
た事を始めるチャンスです！
　例えば、免疫力を上げる為に運動や入浴をし体温を上げる。
腸の善玉菌を増やしてくれる発酵食品を積極的に食べる。な
どなどですが、今回は自宅で簡単に出来る髪のケアを紹介し
たいと思います。

ヘアパック
　トリートメント剤やヘアパック剤に含まれる有効成分を効
果的に髪に浸透させます。髪の内部までしっかりと栄養を染
み込ませることで健康的で美しい髪を維持することができる
のです。まず、髪をしっかりとあらったあとしっかりと洗い
流し、髪の水分を十分にとります。水分が多いと、このあと
のトリートメント剤やヘアパック剤が流れ落ちやすくなるの
で、しっかりと水気をタオルで拭きとります。
　次に、トリートメント剤やヘアパック剤を髪に揉み込みま
す。この時、毛先を重点的に揉み込んでおきます。毛穴付近
は皮脂によって保護されているのですが、毛先に行くほど皮
脂のバリア効果は薄れてしまいますので、トリートメント剤
やヘアパック剤をしっかりと揉み込んでおきます。
　さらに、髪を目の粗いコームでとくことで髪全体にトリー
トメント剤やヘアパック剤が行き渡ります。目の細かいコー
ムではトリートメント剤やヘアパック剤を取り去ってしまい
ます。髪が絡まるとちぎれてしまうこともあるので、目の粗
いコームで髪をといてください。その後は、お湯につけたタ
オルを絞り、蒸しタオルを作り、それを髪に巻いて髪を包み
ます。ダメージヘアがひどい人はタオルの上にラップを巻く
とさらに効果的です。しばらく頭はそのままにして、ヘアパッ
クを続けます。目安としては、30 分ほどです。
　最後に、タオルやラップを外し、髪についているトリート
メント剤やヘアパック剤を洗い流します。ぬるま湯で流しま
す。髪にはある程度残っていても構いません。その場合、ド
ライヤーによる乾燥で過度に髪の水分を奪われずに済みま
す。ヘアパックによってトリートメントの効果を高めること
ができ、質の高いヘアケアを行うことができます。自宅で簡
単にできることなので、ぜひ試してみてください。

　休業中の皆さまの温かいお言葉と、お心遣いを本当にあり
がとうございました。通常営業に戻るまでは、もうしばらく
かかりそうですが、皆さまにお会い出来るのを、リーガスタッ
フ一同 楽しみにしております。

髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

髪＆ヘアケア
聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉 By ますみ

　わたしは、あなたたちのために立てた計画をよく心に留
めている、と主は言われる。それは平和の計画であって、
災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　エレミア　29 章 11 節

　幸か不幸か、人生に苦難は付きものです。 過去に苦難に
あった人、今、その苦難の渦中にある人‥、人は誰でも、色々
な苦難を負っています。 なぜ、苦難は起こるのでしょうか。 
そして、それをどのように乗り越えて脱出する事が出来る
でしょう。　
 
　エレミヤ書（旧約聖書）からイスラエルの歴史を学ぶこ
とができます。エレミヤはバビロン捕囚の時代に生きた預
言者です。バビロン捕囚は、エジプトでの奴隷としての捕
囚と比べると比較的自由な時代でしたが、彼らは国を失い、
神殿を失いました。　　
　それは、すなわち、神の定めの通りに礼拝する場所がな
くなったのですから、イスラエルの民は、徐々にバビロン
の文化に染まって、神を失うと言う状況にまで及んでいき
ました。そして、イスラエル民族は、真の神から離れて偶
像礼拝を始めるようになっていきました。エレミアは、そ
の時代に、イスラエルの民にエルサレムから手紙を送り、
八方塞がりの様々な苦難の中にあっても、萎縮することな
く繁栄し、神に祈って平安を求めなさいと告げました。
 
　苦しい立場から、一刻も早く逃れて何とか楽な生活 をし
たいと人は望みます。 エレミアは、置かれている場（状況
下）で、神に祈り求めることの大切さを教えます。 どんな
時にも、神様の祝福と平安を求め祈ることの大切さが語ら
れています .。　
 
　新約聖書に記されているイエスの生涯も同様に波乱万丈
の短い一生でした。イエスは、常に祈られました。どのよ
うな状況においても祈っておられま す。私達も、自分がそ
こ（苦難の中）にいる時、祈ることの大切さを覚えましょ
う。苦難の中で祈り、主を待ち望む者に祝福が与えられま
す。私達には（誰にでも）、神の栄光と祝福が備えられてい
ます。
 
　過去の歴史のみならず、現在の団体・個人の生活・営み
においても同様のことが言えます。 神の計画を信頼して生
きる時、神の御手の中に置かれている私達の問題・試練に
は、確実に将来があり、希望があると約束されています。 
その約束を信じて前向きに生きる‥問題の渦中にあっても
主イエスへの信仰に生きる者となりましょう。
 
　神様は約束を必ず守って下さいます。 四面が塞がれてい
るような時でも、上からの恵みを塞ぐものはありません。 
神の言葉を信頼して祈り、天から降り注がれる神の祝福を
待ち望みましょう。天の父なる神様に自分の将来を預けて、
平安の中で前進し続けましょう。
　神は愛です。私達は愛されています。　
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　　段階的な自粛解除が始まり街に人が戻り出しました。初
夏の陽気に誘われ人々の気分もなんとなく解放的になってい
る気がします。しかし、未だワクチンも特効薬もなく、何一
つ問題は解決していない…まだまだ気を緩めず、院内の感染
防止対策を徹底していかなければ、と改めて思う毎日です。

　私は常々患者さんに「治療は患者さんと私のチームワーク
です。私は、施術で背骨や関節の歪みを矯正し身体のバラン
スを整えます。患者さんには、出来る限り治療の成果が早く
出るように、また、効果が長く続くように日々の生活の中で
正した背骨と身体のバランスを保つ体幹と筋肉を鍛えて、姿
勢や関節が歪まないように生活改善に努めてください。あく
まで主役は患者さんで、私はサポーターです。」とお話しさせ
ていただいています。
　私が行っている上部頸椎テクニック（NUCCA・QSM3）の
大きな特徴は、無痛施術と“背骨の歪みを正し姿勢を良くする”
ことです。多くの他のカイロプラクティックテクニックでの
施術は痛みや問題がある箇所だけへの治療のみで背骨や身体
全体の歪みへの施術はあまりしません。しかし、これでは一
時的な治療で根本的な治癒にはなりません。例えば、膝の痛
みの原因が膝だけであることは滅多になく、だいたい腰や股
関節・足首などにも原因があり、連鎖的に歪んだ結果、膝に
痛みが出てくるようになります。

　ある患者さんは、20 年来のひどい偏頭痛の原因を突き詰め
ていったら、小学生の時の股関節の疲労骨折に辿り着いた、
なんてこともありました。患者さん本人も忘れているような
大昔の怪我でした。当時、適切な治療をされず、ただ痛みが
引くのだけを待って、その後も日常生活や部活動に励んだ結
果、数年後からひどい偏頭痛が頻発するようになりました。
しかし、その時は偏頭痛と股関節の怪我が結びつくなんて、
まさか本人も周りも思いもよらず、それから 20 年の間に週
の半分は偏頭痛に悩まされ鎮痛剤もだんだん効かなくなって
いったそうです。
　そんな状態で来院され、背骨は大きく歪み身体も複雑に捻
れていました。鎮痛剤の服用過多で肝臓・腎臓も少し弱って
いました。最初は一進一退だった治療を続けてもう 8 年にな
ります。今では偏頭痛の頻度は月に 1 〜 2 度。それも、鎮痛
剤の適切な服用で数時間で治るまでになりました。肝臓の数
値も改善したそうです。ここまで改善するには、ストレッチ
や当院指導のエクササイズを日課とし、ヨガも始められまし
た。まさしくチームワークの賜物です。

　人間の身体の筋肉・筋膜・神経・関節は全て繋がって連動
しています。ですから、痛みがある箇所だけを施術しても一
時しのぎにしかならないのです。人間の身体の中軸である背
骨の歪みを正すことで痛みの根本も治癒します。
　手前味噌で大変恐縮ですが、NUCCA と QSM3 テクニック
を勉強して 10 年余り、これまで施術しチームワークで治療に
取り組んで下さった患者さんの９割は姿勢が改善されていま

す。当院では、初診の施術前に必ず頸椎・背骨のレントゲン
撮影を行い、施術後にも再度レントゲン撮影を行い施術前後
の違いを確認していただいています。その後も半年・1 年と、
定期的に撮影で姿勢の状態を再確認し治療のモチベーション
にしていただいています。
　身体のどこかに痛みが出て初診で来院される頃には、ほと
んどの患者さんは背骨や関節は歪んでいることが多く、残念
ながら悪い姿勢や傾きが身体に癖づいていて（マッスルメモ
リー）治療の初期は施術で矯正してもすぐに元の悪姿勢に戻っ
てしまいます。
　単発的な怪我であれば、もちろん施術だけで回復するケー
スも多くあります。しかし、
根治治療・恒久対策、怪我
や病気の予防という観点か
ら考えた場合、「主役は患者
さん」この意識がとても重
要です。
　あなたの健康は、あなた
次第なのです。当院はカイ
ロプラクティック施術で、
あなたの健康を作るお手伝
いをいたします。

健康とカイロプラクティック◎矢島敬朗

健康とカイロプラクティック

健康作りはチームワーク
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質問：歯磨き粉に含まれるフッ素の表示に Sodium Fluoride
と Stannous Fluoride があるのですが何が違うのですか？

回答：歯科で用いられる“フッ素”は、フッ素元素の陰イオ
ンの状態にあるもので、フッ化物と言います。フッ化物には
主に以下のような虫歯予防効果があります。

歯磨き剤の薬効成分に含まれるフッ化物は以下の３種類です。

1. Sodium Fluoride（フッ化ナトリウム (NaF)） 
最も一般的に歯磨剤に配合されているフッ化物です。歯
面に着いた瞬間からフッ化物イオンが歯の表面に作用さ
れ、歯垢中のフッ化物濃度を高めます。エナメル質、特
に初期むし歯病巣へのフッ化物沈着による再石灰化の促
進と、歯垢中へのフッ化物の蓄積を促し、むし歯侵襲時
に脱灰の抑制とともに再石灰化を促進します。ただ、歯
の内部に浸透しにくいのと唾液の量が少ないと効果が発
揮されづらいのがデメリットです。

2. Sodium Monofluorophosphate（モノフルオロリン酸ナト
リウム (MFP)） 
唾液の作用でゆっくりフッ化物イオンに変化するのが特
徴です。また、エナメル質表層付近の耐酸性はフッ化ナ
トリウム（NaF）に比べ劣るものの、経時的にエナメル
質内部に深くまで浸透する性質があります。これらの特
性から小児に安全に使用できるとされていて、小児用の
歯磨剤に含まれていることが多いです。

3. Stannous Fluoride（フッ化第一スズ (SnF2)） 
フッ化ナトリウム（NaF）やモノフルオロリン酸ナトリ
ウム (MFP) 同様に、”歯質強化””再石灰化”に効果があ
りますが、フッ化第一スズは以下の効果も認められ、現
代の習慣病からくる口腔内疾患予防に効果を発揮するこ
とで注目されています。
• むし歯・歯肉炎 

スズイオンが含まれているため強い殺菌作用があり、
プラークの増殖と歯面付着を防ぐため、むし歯予防と
歯肉炎予防に効果があります。

• 知覚過敏 
象牙細管を封鎖し、外部からの刺激が神経に伝達しな
いようにするため知覚過敏の症状に効果があります。

• エナメル質を酸から守る 
飲食をすると口の中が急激に酸性になりその状態が５
分程続きますが、フッ化第一スズは口の中の酸性度と
酸性になる時間をミニマムに抑える効果があります。 

　フッ化第一スズ自体は以前から存在し口腔組織に対する効
果も実証されていましたが、歯の着色や不快な味のせいであ
まり普及しませんでした。しかし、品質改良が進み、現在は
歯磨剤や洗口剤に応用されていています。一般の方はもちろ
ん、薬の副作用やシェーグレン症候群等の自己免疫疾患、が
ん治療などで口腔乾燥症を患っている方々にフッ化第一スズ
を使った口腔ケアが勧められています。

　フッ化物が含まれる歯磨剤はたくさん売られていますが、
含まれているフッ化物の種類も違います。
ご自身の用途に合わせて使い分けてみて
ください。

イラスト：straumann partners website

カンバーランドファミリーデンタル
歯科衛生士　篠原寛子

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

　だんだんと夏が近づいてきて、思い思いのファッションを
楽しむ季節の到来ですね。体にフィットしたトップスやパン
ツ、脚、腕、肩などを出すお洋服を着たいけども、無駄毛が
気になる・・・・と言う方もあきらめないで！そこで、今月
は IPL 脱毛をご紹介します。

　とにかく女性として生まれてきたからには、無駄毛のお手
入れをしないわけにはいかない。毎日これに費やす時間の大
変なことは言うまでもありませんが、「あれっ？」と気がつい
ちゃったら、ノースリーブのお洋服を着ることすら許されま
せん。カミソリ負けしちゃって、お肌のコンディションが最
悪になっちゃう場合もあります。こんなストレスから解放し
てくれるのが IPL 脱毛です。

　IPL 脱毛は脱毛効果も高く、そして肌の美しさも同時に手
に入れることができます。IPL 脱毛は光を使った脱毛法で、
毛根のたんぱく質を熱変性させて消滅する作用があり、毛に
含まれるメラニン色素のみに反応して、確実な脱毛効果があ
るといわれています。IPL 脱毛は既に多くのエステサロンで
利用されていて、肌が弱くてレーザーの使用は心配という方
も安心して受けられます。

 　また、IPL 脱毛は肌の表面に生えたばかりの無駄毛にも反
応してくれ、剛毛から細くて目に付かないような産毛まで効
きますから、脱毛後はすべすべの肌になれるます。IPL 脱毛
は肌への負担が少ないので、ビキニラインやおへそ周りにも
効果的です。脱毛効果が高く、しかも施術中の痛みも少なくて、
脱毛後の肌荒れを気にせず受けられます。

　また、IPL 脱毛などの光脱毛で使用される光は、波長の長
さが 380nm から 800nm の可視光線ですが、可視光線は肌を
活性化してくれる効果も期待でき、キメを整えて毛穴も引き
締めてくれるので、脱毛しながら美肌も出来るとされていま
す。女性にとってはそこも大きなメリットですよね！無駄毛
のお手入れから解放され IPL 脱毛で、脱毛と美肌を一度に手
に入れてみてはいかがでしょうか。

倉岡クリニック院長　倉岡真紀先生

　IPL 脱毛は効果の高い脱毛
法で、光を利用して脱毛させ
ますが、効果もあってしかも
肌に優しく、今まで敏感肌な
どの理由で脱毛を断念してい
た方も、IPL 脱毛なら安心し
て利用できます。

　IPL 脱毛の特徴は、毛のメラニン色素のみに効果を発揮す
る点です。IPL 脱毛で使われる光ははインテンス・パルス・
ライト（Intensive Pulse Light）というもので、この光を吸収
した毛は発熱し、たんぱく質が熱変化することで脱毛すると
いう方法です。

メラニン色素のみを変化させて毛と毛根を処理してくれるの
で、効果がありながら肌に与える刺激も少なくて済み、痛み
や熱さも比較的軽くて、レーザーなどで有りがちな火傷も心
配もありません。IPL 脱毛は光エネルギーを使う脱毛法で、
施術中は照射と停止を繰り返す事で肌の温度が上がりにくく、
肌へのダメージを気にする方にも良い方法です。

　また、IPL 脱毛は 1 回の 10 × 20mm 程度の脱毛ができ、
範囲が広い事も知られています。IPL 脱毛での脱毛効果を上
げるには施術範囲が広いとその分だけ掛かる時間も短く出来、
効果の高さと相まって人気のある脱毛法として定着しつつあ
ります。なお、IPL 脱毛での脱毛効果を上げるには、複数回
受けることが必要とされています。

MONTHLY NEWS LETTER for HEALTH

メディカルコラム◎倉岡クリニック

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
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～　口から始める子どものしつけ　その１～
　　今回から数回にわたって、日本歯科医師会　小冊子「朝昼
晩」より口から始める子供のしつけについてご紹介いたします。

歯の世界を歩く
　近年問題になっている「子どもの噛む力の低下」。その傾向は、
残念ながらますます深刻化しています。
　「健康な歯を育てるには、子育てから関わる必要がある」とい
う考えから、「子育て歯科」を開設された倉治ななえ先生。 
　歯科医として、育児経験を持つ母親として子育てのアドバイ
スも含めた歯科医療を実践する先生に子どもたちの噛む力の育
て方を伺いました。 

◆歯が生える前から噛む訓練は始まっている
　噛む力をつける」というと少なくとも歯が生えてからの話で、
離乳食以降の問題と考えていませんか？
　「噛むことの始まりは、お母さんの母乳。赤ちゃんが母乳を
吸う行為は、噛むことを覚える最高のトレーニングなんですよ」
と倉治ななえ先生。
　母乳は軽く吸えば簡単に口に入るものではありません。赤
ちゃんが顔を真っ赤にして懸命に吸っているのは、あごや舌、
口の周り、頭の脇、顔全体の筋肉を使っているため。その運動
によって、咬筋や側頭筋などの噛む筋肉や「あごの骨」（以下、
あごという）が育ち、食べ物を飲み込むための舌の使い方など
を覚えることで、噛むための口の機能を自然にマスターしてい
きます。

　中でも重要なのがあごの発育。噛む筋肉は後から鍛えられて
も、あごが未発達で小さいままだと、乳歯よりも大きく、本数
が多い永久歯がきれいに並ぶことができません。つまり、きれ
いな歯並びの前提条件は、乳歯の時期からよく噛んで、顔やあ
ごの骨格の基礎をつくること。あごにとって唯一の運動は噛む
ことで、成長発育中の子どものあごは、よく噛むことで大きく
育つのです。
　「あごが小さいのは生まれつきで・・・というご両親も多いの
ですが、子どもの骨細胞は使うことで必ず発達し、使わなけれ
ば育ちません。遺伝の影響には抗えませんが、それ以外であき
らめることはない、と知ってほしいのです」。
　最近の研究では、永久歯に生え変わる頃でも、奥歯ですりつ
ぶすように噛むことで内向きに傾いた奥歯の軸が垂直に近くな
り、歯列の幅が広くなることが報告されました。よく噛むこと
で歯やあごは健康になれる。親の心構えと努力で、子どもたち
の歯やあごは大きく変わるはずです。< 次号につづく＞
 　　　　　　　　　　　　　(8020 財団資料より )

特報！
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。
　歯や歯周病など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
４０４－４０９－６２３７　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？

穏やかな気分を味わうことができて、気持ちがあまり上下に揺れ
るような出来事もないでしょう。ここ最近、すれ違っていた人と
ゆっくり会話する機会も手に入れて、対人運が戻ってくるとも言
えそうです。頼れる人物との縁が新たにできる可能性もあります。
運命を感じるような、そんな出会いに恵まれそうです。ひと目惚
れされることもあり、そこから良い関係になっていくこともある
でしょう。告白するときは思い切った手段に出た方が、意外に上
手くいくようです。
情報に対して積極的になっておくと、良い結果につながる道へと
進むことができるかも。消極的でいると一攫千金のチャンスが目
の前を通ったとしても気付かないで終わってしまうことでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：3　16　28　　　×危険日：9　13　30

バイタリティーにあふれて行動範囲が拡がり、活発に動き回るこ
とができそうな気配です。ただ、気持ちの先走りが過ぎる点もあ
るため、常に注意が必要になってきそうです。勇み足に気を付け
ておいてください。新しいジャンルに飛び込むことは、吉。
息切れするような、やや頑張り過ぎとも言えるようです。相手の
ことを大事に思い過ぎて、言うべきことすら言えないこともあり
そうです。今は内にパワーを溜め込む時期として、自分をより良
く見せるように魅力を磨くことを第一に考えておきましょう。
宝くじなどで適度に勝利を手に入れることもできそうです。大き
な金額にはならないでしょうが、満足を感じることでしょう。人
との関係がマイナスなので、交際費も今は抑えておくと良いかも。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：3　18　27　　　×危険日：2　16　29

物事が上手く進んで幸せなことが数多く見付かりそうな気配です。
家族や友人たちとの関係が良い方向へと向かい、喜びを分かち合
う機会も多く得られることでしょう。心身共にリラックスできて、
充実したひと月を過ごせることになりそうです。
自分の思い通りに恋愛を進めることができそうです。あなたの思
いが結実するのを、邪魔する存在も出てこないようです。思い切っ
て、告白してみるのも良いでしょう。新しい縁に対して、積極的
に動いてみるのもありのようです。
金は天下の回り物などと気持ちを大きく持っていては、損をする
ばかりのようです。賭け事にもツキはなく、競争事や勝負事自体
を避けた方が良い運気になっています。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：7　18　30　　×危険日：5　23　28

自分の目的や目標がはっきりとしてくる時期になります。明日以
降の予定を立てたり、来月、来年の計画まで踏み込んでみたりす
ると良いかもしれません。目標達成までのルートが見えたら、時
間を置かずにかつ脇目も振らずに取り組むようにしましょう。
理想と現実のバランスが上手く取れて、良い出会いや関係の継続
に発展していきそう。あなたの魅力が上手く他人に伝わるようで、
新しい縁ができることでしょうが、パートナーができたからと言っ
て、恋愛だけにかまけていては、その関係が長続きしないようです。
大きな出費は避けるべきですが、自分を癒す分野への出費は惜し
まないようにしておくと良いでしょう。リラックス、ヒーリング
などのサロン通いは、プラスになると割り切っておいて大丈夫。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：9　14　25　　　×危険日：3　17　29

いつもよりも自分の処理速度がアップしていることに気付くで
しょう。気になっていたけど手をつけていなかったことや、一度
失敗して後回しにしていたこと、今ひとつ気乗りしなくて手を出
していなかったことなど、この 6 月に取り組んでみましょう。
想いが実る恋愛運をしています。片想いをしている相手とは、新
しい展開を迎えることになるでしょう。交際を始めるとか一緒に
住むとか、あるいは一気に婚約まで進むことさえもありえる運気
をしています。
誘惑が何度もありそれに抗うことができれば良いのですが、つい
つい大きな支出をしてしまいそうです。金運自体も良くはないの
で、ふところの寂しさを感じることが多々ありそうです。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：10　16　27　　　×危険日：6　17　30

全体運が良い様子。なにやら肩の荷になっていた重たい責任が、
ストンと落ちて行き楽になれる、そんな運気を持っています。あ
なたのことを縛っていた事柄、気持ちを重たくしていた事柄から
解放されて、自由を感じられるようです。
穏やかな恋愛運をしています。あなたの周りの人も、あなたの恋
愛成就を応援してくれそう。片思い中の人、良い感じになってい
る人は、思い切って行動を起こしてみると良いかもしれません。
その際にはなにかしらのサポートをしてもらうと良いでしょう。
金運は平凡なものですが、長い目で見て幸運とも言える情報をい
くつも入手するかもしれません。他人との時間は、長く持ってお
きましょう。そのとき、あなた自身をアピールしておくと吉。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：2　18　28　　　×危険日：8　20　30

もっと色々と動きたいのに、なにかしら雁字搦めになってしまい
思うように動けない、そんな月になりそうです。周りの人や環境
があなたを自由にさせてくれないため、あまり目立った成果を上
げることができないモヤモヤした時間を過ごすことになるよう。
恋愛運はあまり良くない様子。加えて、幸せで輝いている人を見
ると、嫉妬の気持ちが湧いてくるような良くない感情が根底にあ
るようです。そのせいで、あなた自身の恋愛の切っ掛けを知らず
知らずの内に失ってしまっているかもしれません。
宝くじやギャンブルなど、なにかしらの勝負事に望んでみるのも
良いでしょう。大きな実入りが期待できるかもしれません。ただし、
引き際には注意しましょう

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：8　15　27　　　×危険日：4　14　29

心の中に余裕を作り出して、穏やかな気持ちを意識的に持つよう
にした方が良いでしょう。不必要に自分へプレッシャーをかけて
しまうようになるので、いつもなら簡単にクリアできていたこと
が、なぜか上手くいかなかったりしてしまいます。
他人のことを気にし過ぎて、自分の恋愛が上手くいかないケース
が多々ありそうです。自分らしい恋をもう一度思い返してみると
良いでしょう。異性もあなたの態度を見て、関係を築いていくこ
とに不安を感じてしまうことが多々ありそうです .
友人からためになる節約術を伝授してもらう機会がありそう。そ
れを取り入れることで、上手く節約をすることができそうで、ふ
ところに余裕が生まれる気配があります。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：2　10　22　　　×危険日：8　18　30

コミュニケーション能力が高まると共に、人との会話の中に人生
をより良いものへと変えていくヒントが隠されていることでしょ
う。公共の場で人をなにかしら説得する際、とても良い反応を得
られるはずです。
あなたが気になっている人は、逆にあなたのことを気にしている
ことでしょう。あなたに対するイメージも良いので、思い切って
アプローチをしてみると良いでしょう。その人とは別に、あなた
のことを意識している異性は複数いるようです。
あまり良い状況とは言えないようで、節約をオススメするような
運気になっています。勢いや思い付きでの出費は、出るばかりで
なんの身にも付かないことでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：4　13　29　　　×危険日：9　21　27

なんとなく気持ちが何事に対しても向かないことで、他人に差を
付けられてしまうことがいくつもありそうです。ひとつひとつの
ことで悲観的にならず、目の前の事柄をクリアしていくことだけ
を考えましょう。
モテて嬉しい感情が爆発してすぐ、別れがやってくるようなこと
もありそうです。また、周りからお節介をされて、恋愛が進展し
ないこともありそうです。新たに交際を始めた人は、その交際を
あまりオープンにしない方が今は良いかもしれません。
お金との縁は、あまり身近にはないようです。宝くじを購入する
ときなどは、いつもの販売所ではなく少し遠くまで足を延ばして
購入すると良いでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：2　19　28　　　×危険日：5　17　25

少し自分の行動、発言、感情を表に出すことなどを抑えた方が良
いかもしれません。あなたの個性がなかなか周りに理解をされず、
集団の中で浮いてしまうことがありそうです。浮くだけならまだ
しも、孤立してしまうことにもなりかねないでしょう。
自分の決断に自信が持てない面があり、他人の意見にやや振り回
されることがありそうです。特に恋愛の達人を自認する年上には
注意をしておきましょう。恋愛に関しては、自分の感情や思いだ
けで決断を下した方が上手くいくようです。
他人からの褒め言葉を鵜呑みにせず、支出に関しては上限を月の
頭に決めておくべきでしょう。大盤振る舞いは、あなただけの損
を招き入れてしまうことでしょう。

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：10　19　29　　　×危険日：1　16　27

全体的に運気が忙しく揺れ動くようで、良いも悪いもなかなか安
定を見ないようです。ですが直感やインスピレーションを日住生
活の中で活かしていくことができそうなので、わくわくするよう
なことは多そうです。
以前断ったような相手に再度アプローチをかけると、今度は上手
くいきそうな気配。あきらめきれない想いを持っているのなら、
もう一度チャレンジしてみるのも良いでしょう。ただし、堂々と
した態度で臨むようにして、相手にマウントを取られないように。
金運はあまり良くありません。加えて、気持ちの締りがなくまた
緊張感に欠けるようで、ついつい誘惑や口車に乗ってしまい高額
の出費をしてしまうこともありそうです 10

全体運：

恋愛運 :

金　運：

♥ラッキーデー：4　21　29　　　×危険日：6　15　24
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Movie

Wonder Woman 1984
　第 1 作「ワンダーウーマ
ン」は、ヒーロー映画第 1
作目の米国興行収入記録を
保持していた「スパイダー
マ ン 」 の 記 録 を 塗 り 替 え、
女性監督作品史上トップの
全米オープニング記録、女
性監督作品史上 1 位の全世
界興収記録をも叩き出した。
また、世界中のセレブやイ
ンフルエンサー、観客たち
がワンダーウーマンのポー
ズ（胸の前で腕をクロスす
る）写真を、次々と SNS に投稿。ファッショアイコンにも
なったワンダーウーマンは、17 年最も Tweet された映画
となった。
　物語の舞台となるのは “ 欲望が溢れる狂乱の時代 ”1984
年。最愛の恋人スティーブを失い、ダイアナは悲しみや孤
独と向き合っていた。だが、そんなある日、彼女の前に死
んだはずのスティーブが現れる。予告編では、2 人の感動
的な再会に加えて、「誰よりも幸せになりたいか？　私が
叶えてみせよう」と大衆を扇動する謎の男が登場。クライ
マックスでは、額のティアラを外し、新たなゴールドスー
ツに身を包んだワンダーウーマンの姿が確認できる。
全米公開は 6 月 5 日。

Spor ts

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

6 月までのスケジュールはキャンセルとなっています。
 ■ 7 月 9 日 -12 日 

 Bridgestone SENIOR PLAYERS Championship 
 Firestone CC, Akron, OH  

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。

4 月からの試合はすべて延期となっています。

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 月からの試合はすべて延期となっています。

Music

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

 ■ 7 月 16 日 The Weekend
 ■ 7 月 29 日 Harry Styles
 ■ 7 月 31 日 Harry Styles
 ■ 10 月 02 日 Dan + Shay
 ■ 10 月 30 日 Enrique Iglesias & Ricky Martin

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
 ■ 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

 ■ 8 月 28 日 Marshmello
 ■ 9 月 09 日 5 seconds of Summer

Chastain Park Amphitheatre 
4469 Stella Drive Atlanta, GA 30327
☎ 404-233-2227 
www.classicchastain.com

 ● バックヘッドの北にある野外劇場で毎年開催され
る往年のスター達の野外コンサート案内です。

 ■ 8 月 16 日 ( 日 )　John Legend

 ■ 8 月 22 日 ( 土 )　Yacht Rock Revival
 ■ 9 月 05 日 ( 土）　Lionel Richie
 ■ 9 月 18 日 ( 金）　The Australian Pink Floyd Show 

まだまだあります。

Ameris Bank Amphitheatre
2200 Encore Parkway,  Alpharetta,  GA  30009
☎ 404-733-5010
www.vzwamp.com

 ■ 6 月 14 日 ( 日）　PThe Doobie Brothers 
 ■ 8 月 01 日 ( 土）　KIDZ BOP Live 2020 Tour
 ■ 8 月 13 日 ( 木）　Daryl Hall & John Oates
 ■ 8 月 22 日 ( 土）　Rod Stewart with  

   special guest Cheap Trick
 ■ 8 月 25 日 ( 火）　Rock 100.5 Presents  

   Korn & Faith No More

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

 ■ 6 月 02 日 -07 日 Blue Man Group
 ■ 6 月 23 日 -28 日 Donna Summer Musical
 ■ 7 月 28 日 -8 月 02 日 Anastasia
 ■ 8 月 04 日 -9 月 06 日 Hamilton

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

 ● High Museum 横の Woodruff Art Center の劇場

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

6 月 01 日 国際子供の日　 (International Children's Day)
6 月 10 日 時の記念日
6 月 14 日 フラッグデー ( 米国）
6 月 20 日 夏至 (Summer solstice)

6 月 01 日　国際子供の日 (International Children's Day)
　1925 年にジュネーブで開かれた子供の福祉世界会議で制定
これにあわせて、旧共産圏諸国を中心に世界の約 2 割の国が
この日を「子供の日」と定めている。
　これとは別に 1954 年には、国連総会により、11 月 20 日
を「世界こどもの日」（Universal Children's Day）と制定しま
した。

6
2020

JUNE

6 月のカレンダー
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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

6 月 14 日　フラッグデー ( アメリカ合衆国 )
　1777 年のこの日、「星条旗」を正式にアメリカ合衆国の国
旗と定めた。
　アメリカが独立宣言を行った頃の旗にはイギリスの国旗が
入っていた。しかし、独立戦争で戦った相手の国の国旗が旗に
入っていては国民の士気に影響するということで、ワシントン
らがフィラデルフィアの旗作り職人ベッツイ・ロスに依頼し、
星条旗を完成させた。第 28 代大統領ウィルソンがこの日を国
民の祝日とした。

6 月 21 日　夏至 (Summer solstice)
　夏至とは、「日長きこと至る・きわまる」と言う意味。
１年の中で、最も昼が長く夜の短い日になり、昼の 12 時のと
きの太陽の高さも、１年でもっとも高くなります。
　日時計などで確認すると、日の影が最も短くなるのが分かり
ますから、確認してみてください。
　冬至と比べた場合、東京などでは、昼の時間差は５時間近く
もあるようです。
　夏至・6 月 21 日ごろは、昼間が 14 時間 50 分で、夜間は 9
時間 25 分くらい。冬至・12 月 22 日ごろは全く逆転して、昼
間が 9 時間 45 分で、夜間が 14 時間 15 分なのだそうです。
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　相変わらずコロナである。道場の稽古もすっかりオンラ
インクラスが恒常化してきていて良いのか悪いのか。
しかしハードコアな連中は、そろそろオンラインクラスで
私のカウントに合わせて体を動かしているだけでは物足り
なくなってきているらしく「いつ道場を再開するのだ？」
と聞いてくる。段階的に少しずつと言葉を濁しながら対応
しているが、実際に再開したとしてもいきなり以前のよう
に殴りあったり蹴飛ばしあったりは無理というもの。
　ネットに日本でマスクをつけてミットを蹴飛ばしたりし
ている写真が載っていたが「う〜ん、どうなんだ？それで
いいのか？」という疑問しかわかないので、彼らは組手が
やりたくて仕方ないだろうが、しばらくは組手なしで行く
しかない。
　知っている型の反復稽古も重要だが、どうせならやった
ことのない難しい型をやって彼らを困らせてやろう。はは
は。でもそういう型は私もしょっちゅうやっているわけで
はないので、ある程度さらっとやっておかないと恥をかく。
そののためには私自身も古いノートやビデオ等を引っ張り
出して一人で稽古だ。
　こんなに型を稽古するのは昇段審査以来である。型を教
えるのはまず自分自身が動きの意味を理解していないと他
人には教えられない。「教えるという事はただ見本を見せる
ことではない。間違った所を直すこと。間違えを直すには、
その人が何故そう言う動きになってしまうか原因を突き止
めそこを修正しなくてはいけない。ただ見本を見せるだけ
なら白帯でもできる」といつも黒帯、茶帯に言っている手
前中途半端なことはできない。まさに生徒との真剣勝負で
ある。負けられない。

　でもオンラインクラスはそれなりにいい成果が出てきて
いる。オンラインクラスはモニターを見ながらの稽古なの
で、生徒の動きはもちろん自分自身の動きを確認しながら

やっている。だから自分の動きや立ち方も「これじゃダメだ」
「うわっ恰好悪い」と自分でダメ出しをして修正しながら
やっているので、道場ではスクワット 500 回とか無茶なこ
とをしない限りは脚が筋肉痛になることなどほとんど無い
のだが、この数週間は常に筋肉痛である。普段いかにいい
加減にやっていたのかが露見する結果になった。

　生徒たちも道場では基本の動きや型稽古よりも楽しい組
手に行きがちなところを、この数週間基本をじっくり練っ
ているので気が付いたらかなり上手くなってきているので、
道場が再開した時にその進歩を実際見るのが楽しみだ。

　道場を閉鎖してから約 2 か月。型や技、コンビネーショ
ンなどの稽古をばっちりやり、イメージトレーニングは万
全ではあるが一つ決定的なことが欠落していた事に気が付
いた。2 か月の間道場で稽古していないという事は 2 か月
間人に叩かれていないという事。この前、遊びで身体を叩
かれたら痛いのなんのって・・。人間の体というのは不思
議なもので常に叩かれていたら痛みになれるものなのだ。

　私の場合、現役時代は肉を切ら
せて骨を断つに近い戦い方だっ
たので打たれ強さには変な自信
があり、今でも現役の選手と組手
をやっていて脳内麻薬が出てく
ると、ガチガチの殴り合いをして
もダメージを受けることがほと
んどなかったのに、子供に叩かれ
て「いたたたた・・」は情けない。
稽古から離れるとはこういう事
なのだな・・と実感しました。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
道場ロス

格闘家の戯言◎高橋督
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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

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

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

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

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

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。
詳細 Noriko まで noriko@nakatorestaurant

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

HIRO RAMEN & TEA BAR
 Decatur エリアに 10 月 OPEN 予定
ラーメンキッチンシェフ & サーバー募集
し て い ま す。 詳 細 は 678-206-1701 又 は
678-206-1742 三浦まで
TEA BAR マネージャー ( 経験者 ) 募集。
詳細は 404-229-7475 Jack 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

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。

SUSHI GO グリーンビル SC
Greenville,SC のダウンタウンで寿司シェ
フ or キッチンシェフを募集しています。
詳細はメールにて sushigousa@gmail.com

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。 ☎ 407-363-7200

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

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 
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送付先：ANIS ATLANTA
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 ◆ 料　  金 見出し 13 文字ｘ 2 行以内 + 本文 20 文 
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 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。
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　 < 前払い＞ ＊掲載料の返金は一切できませんので 
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 ＊リターンチェックの場合は手数料 10
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尚、求人広告は無料です。
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characters.
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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募集
求人、売買、不動産、
教授、お知らせなど

クラシファイド広告

ANIS
ATLANTA
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広告・クラシファイド・取材記事・連載コラム

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

　締切りは毎月 18 日です。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 2020 年 6 月号は
6 月 5 日ごろ配布予定

編集後記

　夕方にわか雨が降る季節になってきました。一雨ごとに
気温が高くなっていく感じがします。植物にとっては恵み
の雨、花粉もすべて洗い流してくれるので、私にとっても
恵みの雨です。そろそろ紫陽花が大きな花をつけて満開に
なり、本格的な夏がやってきます。

　外出禁止令は解けたものの、ワクチンは開発や供給がさ
れていないままなので、世界の緊急事態が終わったわけで
はないわけですから、なんとなく人がたくさんいるところ
には出かける気分にはなれなくなっていて、未だに食料品
の買い出し以外は外にあまり出かけない様にしています。

　コロナウイルスの流行し始めた最初は、まさかの事態を
受け入れようとしていませんでしたが、どんどん日常生活
のあらゆる場面に現れるようになって、家から一歩出たと
たんに立ち向かわなくてはいけない状況になっています。
どこから忍び寄ってくるかもわからず、ニュースを見れば
どんどん感染者が拡大して、自宅待機命令となり、まさか
ではない事実だと認識することになりました。

　近い将来、オフィスに出勤することになるだろうけれど
も、今迄みたいに机を並べて働くことも普通じゃあなくな
るかもしれないし、机もパソコンのキーボードも消毒して
から使うことになるかもしれません。今までとは違った思
考だと思われるかもしれませんが、本当に以前とまったく
同じ生活に戻れるとは思えないのです。

　新たな緊急事態も発生するかもしれず、一部の制限はし
ばらく解除されないでしょう。もっとも可能性の高いシナ
リオは、条件付き日常と警戒が交互する日々なのではない
かと思っています。そのための準備をしないといけないと
感じています。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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