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　また、インドでは悟りの修行は春分の日から 3月末まで行わ
れていたが、すぐに迷いが生じることから、4月 1日を「揶揄
節」と呼んでからかったことによるとする説もある

4 月 04 日　復活祭 ( イースター，復活の主日 )(Easter)
　春分の後の最初の満月の日の次の日曜日。キリストが死後 3
日目にして甦ったことを記念し、春の自然の甦りを祝うお祭り。
復活の象徴の卵を食べたり、ペインティングした卵を贈り合っ
たりして、盛大に祝う。
　イースターの日どりは、325
年の第 1ニカイア公会議で「春
分の後の最初の満月に次ぐ日曜
日」と決定された。ただし、こ
れでは、時差の関係で春分の日
が場所によって異なり、イース
ターの日附も異なってしまうた
め、春分を 3月 21日に固定し
て計算されている。

4 月 22 日　地球の日
アースデー世界協議会等が主
催。1970 年のこの日、アメリ
カの市民運動指導者で、当時大
学生だったデニス・ヘイズが提
唱。1970 年から 1990 年まで
は 10年に 1度実施されていた
が、1991 年からは毎年開催さ
れている。

昭和の日 (Showa Day)
　激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将
来に思いをいたす国民の祝日。
　1989( 昭和 64) 年 1月 7日の昭和天皇崩御の後、それまで
の天皇誕生日である 4月 29日を「生物学者であり自然を愛し
た昭和天皇をしのぶ日」として「緑の日」とすることとなった。
しかし、実際に制定された法律では、昭和天皇を偲ぶという趣
旨は盛り込まれなかった。このため、「昭和の日」に改称する
法律案が超党派の国会議員により提出され、数度の廃案の後に
2005 年に成立、2007 年より 4月 29日を「昭和の日」とし、
みどりの日は 5月 4日となった。

4 月のカレンダー

4 月 01 日	 エイプリルフール
4月 04日	 復活祭（イースター）
4月 22日	 地球の日
4月 29日	 昭和の日

4 月 1 日　新年度
　学年度始めの日。4月 1日から翌年の 3月 31日を「年度」
として括る。元々日本では、特に入学の時期は定められてお
らず、年中入学可となっているのが普通だった。1886( 明治
19) 年 10 月に、高等師範学校が学年暦を 4月 1日からと定め、
1888( 明治 21) 年から全国一斉にこれにならうようになった。
ただし、大学や高等学校では欧米の習慣に合わせて 9月に新学
期を始めていた。
　4月 1日生まれの人は、前年度の 3月生まれの人と一緒に入
学することになる。これは学校教育法で保護者は、子女の満六
歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初から ( 中略 )
就学させる義務を負う。と規定しているためである。
　「年齢計算ニ関スル法律」では年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算
スとし、「民法」第 143 条では年を単位として期間を定めた場
合には、起算日の応答日の前日に期間が満了することとしてい
る。つまり、4月 1日に生まれた人は、その 6年後の 3月 31
日をもって五歳の期間が満了することになり、その翌日の 4月
1日に始まる学年から小学校に入学するのである。

4 月 1 日　エイプリイルフール
　罪のない嘘をついて良いとされる日。日本では「四月馬鹿」
とも呼ばれる。
　その昔、ヨーロッパでは 3月 25日を新年とし、4月 1日ま
で春の祭りを開催していたが、1564 年にフランスのシャルル
9世が1月1日を新年とする暦を採用した。これに反発した人々
が 4月 1日を「嘘の新年」として位置づけ、馬鹿騒ぎをする
ようになったのがエイプリルフールの始まりとされている。

4
APRIL

4 月のカレンダー
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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。

もし長く現場で仕事を続けたいと思うならば、まず、自分のやっ
ていることを心から愛すること。決しておざなりにならないこ
と、そしてすべてを知っている気にならないこと。だってつま
るところ、私たちは何もわかっちゃいないんだからね

私は、三秒あれば、なんでも──ほんとうになんでも──絵に
描くことができる

決して “ 安い ” という言葉を使ってはならない。今では誰もが、
安価な服をシックに着こなすことができる（金持ちもそうした
服を買う）。…T シャツとジーンズでも、世界で最もシックな
人になれる──あなた次第だ

私は非常にしっかりと地に足が着いた人間だ。ただ、この地球
で、ということではないだけ

私は寝るときにも完璧で、清潔だ。子どもの頃いつも母に、夜
中に目覚めとき死ぬほど具合が悪くなっているかもしれないで
しょう？　だからいつでも完璧でいなければならないのよ、と
言われていた。今では笑ってしまう話だが。でも、誰でも玄関
先にデートの相手を待たせているような姿で寝るべきだと思っ
ている

知識人たちとの知的な会話が嫌い。私は自分の考えにしか興味
がない

ユーモアのセンスがあり、敬意が少し欠けている──伝説とし
て語り継がれるのは、そういう人

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。

フランスのファッションデザイナー
名前：カール・ラガーフェルド
国 :　ドイツ ハンブルク
生 :　1933 年 9 月 10 日 - 2019 年 2 月 19 日

　カール	ラガーフェルド (Karl	Lagerfeld)。1938 年	ドイツの
北西部、ハンブルグに生まれる。父が乳製品の事業で成功し、
裕福な家計で育つ。子供のころから絵の才能に秀で、ファッショ
ンデザイナーに興味を持っていた。そんなカール	ラガーフェ
ルドの夢を叶えるために両親は彼をパリに送り出す。
　1952 年、14歳で、パリに移住。パリではオートクチュール
組合が経営する洋裁学校に入り、服作りの基礎を学ぶ。ここで
一緒に学んでいたのがイヴ・サンローラン。1954 年 16 歳の
時に	IWS( 国際羊毛事務局 ) のコンクールのコート部門で優勝。
( この時ドレス部門で優勝したのがサンローラン )
　17歳からピエール・バルマンのアシスタントをはじめ、20
歳でジャン	パトゥのアーティスティックディレクターと、オー
トクチュールメゾンで経験を積む。新しい時代の流れの中で
オートクチュールの存在に疑問を感じ、イタリアに渡りフィレ
ンツェで美術史を学ぶ。ここで建築、絵画、彫刻的な考えを学ぶ。
　イタリアからパリに戻り、フリーで活動をはじめる。始めの
仕事はクロエで、その活躍が認められ、19663 年、創業者の
任命により、ブランドのヘッドデザイナーに就任。65年、フェ
ンディのデザイナーに就任。1983 年、シャネルのデザイナー
に就任。
　さまざまなブランドで活躍し、トレンドセッターとしての地
位を確立。シャネルでは服のデザインする以外にも、サングラ
ス、バッグと人気商品を生み出した。2007S/S コレクション
を代表とするで白と黒を基調にしたミニスカート(ミニドレス)
に大きなサイズのサングラスのスタイルは他ブランドにも大き
な影響を与えた。
　ファッションデザイナーだけではなく、写真家としても有名。
2019 年、パリにてカール・ラガーフェルド死去。

偉人の名言

偉人の名言
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ニュースダイジェスト
東京五輪、海外観客の入国は認めず
　東京オリンピック（五輪）・パラリンピックの大会組織委員
会は 3月 20日、海外からの観客の入国を認めない方針を発表
した。海外在住者が購入していたチケットは払い戻す。
　国際オリンピック委員会（IOC）、国際パラリンピック委員会
（IPC）と東京都、組織委、日本政府の代表者によるオンライン
協議で決まった。
　組織委の声明によると、日本や諸外国における新型コロナウ
イルスの感染状況は依然深刻で、複数の変異株も現れているこ
と、国をまたぐ移動が今も世界で厳しく制限されていることを
踏まえ、今夏に海外からの入国を保証することは困難と判断し
た。
　すでにチケットを購入した海外客が現段階で計画を調整でき
るよう、日本側が受け入れ見送りの結論を出した。「すべての
参加者および日本の国民にとって、一層確実に、安全で安心な
大会を実現するため」としている。IOC と IPC は結論を全面的
に尊重し、受け入れると表明した。選手らはこの決定の影響を
受けず、引き続き感染防止策の指針「プレーブック」の規則に
従うことが求められる。
　日本の感染者は米英などと比べて少ないレベルで推移してき
たが、冬以降に襲った最大規模の感染拡大で医療体制がひっ迫
している。ワクチン接種はほかの主要国より２カ月以上遅れて、
２月末から始まった。。

米国初、3D プリントの住宅街を建設へ
　米カリフォルニア州南部の乾燥地帯で米国初となる 3Dプリ
ントによる住宅街の建設が今秋にも始まる。持続可能性にも着
目し、エネルギー消費の「実質ゼロ」を目指している。
　建設会社パラリ・グループによると、パームスプリングス近
くのコーチェラバレーの高級住宅地ランチョ・ミラージュで、
約２万平方メートルの土地に 15棟の環境配慮型の住宅を建設
する。
　住宅は１戸約 135 平方メートルの平屋で、複合石材から作
られる。同社のバジル・スター最高経営責任者（CEO）によると、
この石材には強度があり、耐火性や耐水性、防シロアリの性能
も備える。提携企業のマイティー・ビルディングズが同州オー
クランドの工場でモジュール型のパネルを3Dプリントで生成。
これを建築現場で「レゴブロックのように」組み立てていくと

スター氏は説明する。スター氏によると、パラリ社は持続可能
な建築技術に着目し、廃棄物の少ない 3Dプリントによる建設
に注力しているという。

　木材フレーム工法では１軒建てると多くの廃棄材が出て、約
２トンが処分場行きになる。3Dプリントは不必要な廃棄を完
全に排除できる革新的な建築方法だと説明、3Dプリントで作
れないバスルームや棚などの内装も持続可能な方法で調達する
という。全てのエネルギーは太陽光でまかなわれる。オプショ
ンでテスラ製の家庭用電池やたき火台、屋外のシャワー施設な
ども設置可能だ。

アジア系への憎悪犯罪疑い、今年 10 件
　米ニューヨーク市警は 3月 21日までに、市内でアジア系住
民に対するヘイトクライム（憎悪犯罪）と疑われる犯行は今年
1月 1日から 3月 14日までの間、少なくとも 10件起きたと
報告した。
　市警の憎悪犯罪捜査班のデータによる。市警は米ジョージア
州のアトランタ市内外で最近発生したマッサージ店３軒への連
続銃撃事件を受け、ニューヨーク市内のアジア系住民が多い地
区に配置する警官を増やし、緊急対応班も市内全員に派遣する
措置を講じた。ニューヨーク市のデブラシオ市長は記者会見で、
アジア系住民が多数派の地区に市警のテロ対策班を大規模に差
し向けたとも述べた。
　ニューヨーク市でのアジア系に対する人種差別的な犯罪件数
は昨年 29件で、うち 24件は新型コロナウイルス絡みだった。
2019 年は 3件だったという。アトランタの事件では 8人が殺
害され、うち 6人はアジア系女性だった。
　米国の各都市ではアジア系住民に反発する暴力行為が新型コ
ロナの感染拡大が深刻化した昨年から目立っていた。

ニュースダイジェスト
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米グラミー賞　ビヨンセが４部門獲得
　米音楽界の祭典、第 63回グラミー賞の授賞式が 3月１４日、
米ロサンゼルスで開かれ、最多９部門にノミネートされた米歌
手ビヨンセが４部門で受賞した。累計受賞回数は28回となり、
歌手として過去最多となった。

　ビヨンセは９歳の娘ブルー・アイビー・カーターと出演した
「ブラウン・スキン・ガール」で最優秀ミュージック・ビデオ
賞を獲得。ミーガン・ジー・スタリオンの「サベージ」リミッ
クス版で最優秀ラップ・パフォーマンス賞と最優秀ラップ・ソ
ング賞、「ブラックパレード」で最優秀Ｒ＆Ｂパフォーマンス
賞を受賞した。
　最優秀アルバム賞はテイラー・スウィフトの「フォークロア」
が受賞。スウィフトは同賞を３度受賞する初の女性となった。
最優秀レコード賞はビリー・アイリッシュの「エブリシング・
アイ・ウォンテッド」、最優秀楽曲賞はＨ．Ｅ．Ｒ．の「アイ・
キャント・ブリーズ」、最優秀新人賞はミーガン・ジー・スタ
リオンがそれぞれ受賞した。

「スーパー・ニンテンドー・ワールド」がオープン
　大阪市のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」
（USJ）で 3月 18日、任天堂のゲームをテーマにした新エリア
「スーパー・ニンテンドー・ワールド」が開業した。初日の来
場者の多くは人気キャラクター、マリオの赤い帽子をかぶり、
実物大で再現されたゲームの世界を楽しんだ。
　エリア内ではおなじみのゲームキャラクターの着ぐるみを着
たスタッフが来場者を出迎えたが、新型コロナウイルス感染抑
止策の一環としてお互いにハグやハイタッチを交わすことはで
きなかった。USJ 自体も現在来場者を１日１万人に制限してお

り、入場時の体温チェックやマスクの着用、社会的距離の確保
などを求めている。
	　スーパー・ニンテンドー・ワールドは、約５億ドル（約
545 億円）の費用と 6年以上の歳月を費やして完成した。オー
プニングセレモニーではマリオの生みの親である宮本茂氏が登
壇し、パンデミック（世界的大流行）収束後には世界中の人々
に訪れてほしいとの思いを語った。	

BMW、新型 EV「i4」を発表
　ドイツの自動車メーカー BMWは 3月 17日、新型の電気自
動車（EV）「i4」を発表した。BMWは今後もラインアップに
EVを加える計画だが、ガスエンジンで動く車両についても引
き続き製造する考えを明らかにした。
　BMWのツィプセ会長はオンラインでの記者会見で、同社が
引き続き、プラグインハイブリッド車（PHV）を含む内燃機関
を搭載した車両の開発と製造、販売を行うと語った。
　しかし、もしそうした車に顧客がいなくなれば、製造をとり
やめるとも述べた。
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ビリア タコスって知っていますか？
　ビリアとはメキシコだと市場で朝ごはんで食べるとっても一
般的な料理のようですが、まだ試したことがありませんでした。
メキシコ料理大好きの私としては、絶対に外せない感がありま
したので、早速本場のお味を試してみました。

　私はビリア	タコス 2個とコンソメスープのセットをオー
ダー。たっぷりのお肉が煮込まれた濃厚なスープに、タコスを
ディップして食べます。タコスの皮がチーズでパリッとしてい
て、いつものタコスとはまったく違う食感です。コンソメスー
プは、辛いだけではなくコクがあって、これはかなり癖になる
お味です。

　メニューにはコンソメスープにラーメンがはいっているバー
ジョン。また、タキートとコンソメスープセットとかもあって、
これも次回は試してみたいです。
　私は、メキシコ料理のトルティーヤスープやポソレスープが
大好きなのですが、このビリアタコスは、タコスもコンソメスー
プも同時に食することができるので、すべての欲求を満たして
くれるお得感があります。
　ただ、食べるときに手がぐちゃぐちゃになっちゃいますので、
デートにはちょっとどうかと思います。
　まだコロナの折なので、お持ち帰りで、お家で思う存分あじ
わってみてください。お勧めです。

El Indio Mexican Restaurant
6289 S Norcross Tucker Rd,Tucker, GA, GA 30084

FOOD & HEALTH
ラーメンとバブルティーのお店
　ディケーターのエモリー大学の近くに「ラーメンとバブル
ティー」のお店がオープンするとのことで、ご招待いただきま
したので出かけてきました。

　まずはアペタイザー、から揚げ、ギョウザ、イカのフライな
どをオーダー。から揚げは台湾風で、お味がお肉にしっかりつ
いていて柔らかく、とてもジューシー。ギョウザは手作りなの
で小ぶりで、自家製の食べるラー油を乗せていただきます。イ
カのフライは、トマトソースとタルタルソースがついてくるの
で、お好みでつけて頂きます。
　待望のとんこつラーメンは、極細めんにサッパリとしている
けれどもコクのあるスープ。あーコレ！コレよっという感じで、
久しぶりに日本を思い出させてくれるお味でした。
　これははじめての経験なのですが、混ぜメンをオーダーして
みました。豚ひき肉に温泉卵、ここにも食べるラー油がはいっ
ていて、お椀下方のタレと具をまぜてから食べます。ちょっと
ピリッと辛く、後を引く美味しさ。一緒にいったみんなが、食
べさせてぇーと言うので、一口づつおすそ分け。「はじめての
お味だけど、これはおいしい」とのコメント。
　食後は、お店のとなりに併設されているバブルティーのお店
で、デザート代わりにジュースをオーダー。ジュース以外にも
サンドイッチなどのちょっとした軽食も提供しています。

Hiro Ramen & Tea Bar
1363 Clairmont Rd, Decatur, GA 30033

FOOD & HEALTH
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トマト、メタボ予防に効果
　血液中の脂肪増加を抑える新成分がトマトに含まれているこ
とを、京都大大学院の河田照雄教授らの研究グループが発見し
ました。マウスを使った実験で、血液などの中性脂肪量を抑制
することが確認された。メタボリック症候群の予防に効果が期
待されるそうです。
　河田教授らは、トマトの実とジュースの成分を精密に分析。
脂肪の燃焼を最も活性化させる成分として、不飽和脂肪酸のリ
ノール酸に類似した物質を特定しました。この物質を化学的に
合成し、肥満マウスの餌に 0.05％加えた結果、4	週間で血液と
肝臓の中性脂肪が約 30％
減少しました。脂肪燃焼
に関わるたんぱく質の増
加やエネルギー代謝の向
上、血糖値の低下も見ら
れました。
　河田教授は「人間の場
合、毎食コップ 1	杯（約
200	ミリリットル）のト
マトジュースを飲むこと
で同様の効果が得られる」
と話しています。

「野菜の優等生　トマト」を掘り下げる！
　トマトはリコピンの他、ビタミンやミネラルをバランスよく
含んでいます。体内で「ビタミン A」に変化する「β	-	カロテン」
や「ビタミン C」に加え、「ビタミン B1」「ビタミン B2」など
の「ビタミン B	群」や「ビタミン E」が含まれています。また
「ミネラル」として「カリウム」や「マグネシウム」「カルシウ
ム」「鉄」「亜鉛」「セレン」を含んでいます。
　「五訂　日本食品標準成分表」によると、赤系トマトで最も
一般的といえるミニトマトや、赤系のトマトを加熱して汁ごと
パックした缶詰は、生食用トマトに比べてミネラル、ビタミン
がより多く含まれています（ただし缶詰の場合、熱に弱いビタ
ミン C	は減少）。
　ビタミンは「体の潤滑油」と言われ、わずかな量で体内の生
理機能を調節したり、酵素の役割を補ったりする有機化合物で
すが、基本的に体の中では合成できず、食事から摂取しなけれ
ばなりません。ビタミンが不足すると、生理機能や成長・発育、
健康の維持に支障をきたします。
　ミネラルは生体に必要な無機質の総称であり、タンパク質等

と結合して骨や筋肉など、人体の組織をつくる構造材料として
の役割と、血液や体液の浸透圧や pH	を正常に保ったり、酵素
の必須成分として様々な生理作用に関わる機能的な役割があり
ます。
　「カルシウム」「鉄」「カリウム」「マグネシウム」などが代表
的なもので、ビタミン同様、動物にとって不可欠なものです。
日本人に増加傾向にあるがんや生活習慣病の主な原因は、ビタ
ミンやミネラルの不足にあるとする研究者もいます。ビタミン
やミネラルに加えてトマトは、水溶性の食物繊維「ペクチン」
を豊富に含んでいます。「ペクチン」には血糖値や血中コレス
テロール濃度の低下、発がん物質の除去などの働きがあり、さ
まざまな病気の予防に有効であることが分かってきました。

リコピンとは？
　トマトの赤い色素は「リコピン」という成分で、とりわけ「抗
酸化作用」が強いことが分かっています。
　リコピンは「カロテノイド」（動植物に含まれる、赤や黄色、
オレンジ色の色素）のひとつで、「カロテノイド」には「リコピン」
のほか「β	-	カロテン」などがあります。
　「β	-	カロテン」はにんじんやパセリ、ほうれん草などに多
く含まれ、体内でビタミン A	に変化するため、早くから栄養学
的に注目されていました。
しかし近年、「カロテノイド」自体が強い抗酸化作用を持つこ
とが知られるようになり、急激に注目度がアップしました。そ
して、「カロテノイド」の中でも、とりわけ「リコピン」は抗
酸化作用が強く、その作用は「β	-	カロテン」の 2	倍以上、ビ
タミン E	の 100	倍以上にもなることが分かったのです。
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コロナ禍の花粉症対策
　眠れない。鼻が詰まって、寝苦しい。夜中に何度も起きて、
鼻をかむ。ベッドの横のゴミ箱には大量の鼻噛みティッシュの
山。しまいには鼻がカピカピになってくる。目も痒い。お風呂
に入ると、さらに痒みが増す。
　改めて花粉症の辛さを以下、まとめてみました。
（1）	薬を飲むと眠くなる（たとえ“眠くならない”と謳ってい

る薬であっても、からだがボーッとする）
（2）	夜に熟睡できないため、睡眠負債が溜まっていく
（3）	薬の影響＋睡眠負債で、基本的に 24時間眠い
（4）	鼻を噛んだり、くしゃみをしたりを繰り返しているため、

まず首や肩まわりがこわばる
（5）4月に入ると、肩まわりのこわばりが腰へ移動。いよいよ

全身に疲労が蓄積していく
（6）鼻が詰まっていると、どんなに美味しい料理を食べても味

が分からない
　要するに 3カ月間は、からだがツラくてだるくて睡眠不足の
うえに、食べることにも楽しみを見出せない。必死に耐え偲ぶ
しかない状態が続くということです。

今年の花粉症の対策はどういった点に気を付ければいい？
　新型コロナウイルスを意識した対応が求められます。例えば、
花粉症の症状で目がかゆいと目をこすったり、鼻水が出ると鼻
をかんだりすることで、手にウイルスが付着していれば新型コ
ロナに自分が感染するリスクがあります。もし、花粉症の人が
新型コロナに感染してくしゃみをした場合、周りの人に飛まつ
を飛ばす可能性もあります。
　このため、自分のためにも周りの人のためにも、例年よりス
テップアップした対策が必要です。

ステップアップした対策とは？
　これまでくしゃみや鼻水など症状が出ても、薬を飲まずにマ
スクなどで対応してきた人は、花粉症の市販薬を買って服用す
る。これまで市販薬を服用していた人は医療機関で治療を受け
る。こうした一段上の対策です。
　さらに、マスクだけでなく外出する際はメガネをする。鼻を
かむ際のティッシュは自分で持ち歩く。例えば、職場に置いて
ある箱形ティッシュはもしかするとウイルスが付着しているか
もしれないので注意が必要です。使ったティッシュをそのまま
捨てることがないように、袋も持ち歩くといいと思います。

花粉症と新型コロナウイルスの症状は似ていますか？
　初めて花粉症になった人が感じる、なにかだるいというの
は、新型コロナの初期の症状によく似ていると思います。まず
は、発熱があるかどうかを確認してください。新型コロナでは
37.5 度以上の発熱が症状として報告されていますが、花粉症
ではそこまで発熱はしません。
　また、鼻づまりがあるかどうかも１つの目安です。鼻づまり
がないのに嗅覚や味覚に異常があれば新型コロナが疑われま
す。花粉症では鼻づまりになって嗅覚や味覚を感じにくい場合
もあります。
　花粉症では目がかゆいのも特徴的な症状だと思います。ただ、
これまでにアレルギー性鼻炎だと思って医療機関を受診して、
実は新型コロナウイルスに感染していたという事例も報告され
ています。わからない場合は、かかりつけ医に相談してほしい

と思います。初めて花粉症になった人が感じる、なにかだるい
というのは、新型コロナの初期の症状によく似ていると思いま
す。まずは、発熱があるかどうかを確認してください。新型コ
ロナでは 37.5 度以上の発熱が症状として報告されていますが、
花粉症ではそこまで発熱はしません。
　また、鼻づまりがあるかどうかも１つの目安です。鼻づまり
がないのに嗅覚や味覚に異常があれば新型コロナが疑われま
す。花粉症では鼻づまりになって嗅覚や味覚を感じにくい場合
もあります。
　花粉症では目がかゆいのも特徴的な症状だと思います。ただ、
これまでにアレルギー性鼻炎だと思って医療機関を受診して、
実は新型コロナウイルスに感染していたという事例も報告され
ています。わからない場合は、かかりつけ医に相談してほしい
と思います。

コロナ禍の花粉対策ガイド
　新型コロナウイルスの影響で人々の生活スタイルや考え方が
変化する中、花粉シーズンをどう乗り切ればいいのか、日用品
メーカーのエステーは専門家の監修のもと、花粉対策ガイドを
まとめました。

　この中ではコロナ禍の花粉シーズンは新型コロナ対策の基
本、換気は空気と一緒に花粉も舞い込み自宅やオフィスで仕事
をする人も例年以上につらい花粉シーズンになるかもしれない
と指摘。
　このため、マスクだけでなく花粉対策のメガネや市販薬な
ど、薬やアイテムをフル活用して対策をするよう呼びかけてい
ます。

日用品メーカーの「エステー」、コロナ禍における「ニューノー
マル花粉対策ガイド」のリンクは下記です。
https://products.st-c.co.jp/plus/wp-content/
uploads/2021/01/kafun_guide.pdf

おうち花粉対策 花粉がたまりやすい場所は
　在宅勤務や外出自粛で自宅で過ごす時間が増えた人は、家の
中の環境にも気を配る必要があるとしています。
　部屋の隅、カーペット、衣服を収納するクローゼットなど家
のなかで花粉がたまりやすい場所を図で示し、適切に取り除く
よう促しています。

SHOPPING
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SHOPPING
カテゴリー別の車の評価

ベストスポーツカー
2021　BMW	2	Series	 $35,900
2021　Chevrolet	Corvette	 $58,900
2021　Honda	Civic	Type	R	 $37,495
2020　Hyundai	Veloster	N	 $27,600
2021　Mazda	MX-5	Miata	 $26,830

ベストラグジュアリー SUV　$5,000 以下
2020　Acura	RDX	 $37,800
2020　Lexus	NX	 $36,870
2020　Acura	MDX	 $44,500
2020　BMW	X3	 $41,950
2020　Mercedes-Benz	GLB	 $36,600
2020　Infiniti	QX60	 $44,350
2020　Cadillac	XT4	 $35,695
2020　Infiniti	QX50	 $37,250
2020　Audi	Q5	 $43,300
2020　Lincoln	Corsair	 $35,945

ベストグジュアリー小型車
2021　Genesis	G70	 $36,000
2021　BMW	2-Series	 $35,900
2021　Audi	A4	 $39,100
2021　Audi	A5	 $41,800
2021　Kia	Stinger	 $33,090
2021　Mercedes-Benz	C-Class	 $41,600
2021　Volvo	S60	 $37,750
2021　BMW	3-Series	 $41,250
2021　Volkswagen	Arteon	 $36,995
2020　Audi	A3	 $33,300

燃費の高い車
BMW	i3	Giga	 139mpg
Toyota	Prius	Prime	 133mpg
Tesla	Model	3	Long	Range	 130mpg
Hyundai	Kona	Electric	Limited	 120mpg
Chevrolet	Bolt	Premier	 119mpg
Kia	Niro	Electric	EX	Premium	 112mpg
Honda	Clarity	Plug-In	Hybrid	 110mpg

Nissan	Leaf	SL	Plus	 104mpg
Honda	Insight	EX	 54mpg
Toyota	Prius	Three	 52mpg
Hyundai	Ioniq	SEL	 52mpg
Kia	Niro	E	 43mpg

ベストコンパクト車
１位　Honda	Fit	 $21,050
１位　Honda	Civic	 $20,500
１位　Mazda	Mazda3	 $28,695
4 位　Kia	Forte	 $17,890
5 位　Hyundai	Veloster	 $18,900
5 位　Toyota	Corolla	 $19,825
7 位　Volkswagen	Golf	 $23,195
8 位　Hyundai	Elantra	 $19,650
9 位　Volkswagen	Jetta	 $19,650

ハッチバックコンパクト車
１位　Honda	Fit	 $16,190
２位　Honda	Civic		 $21,050
３位　Mazda	Mazda3	 $20,500	
４位　Volkswagen	GTI	 $28,695
5 位　Hyundai	Veloster	 $18,900

ワゴン車
１位　Audi	A4	Allroad	 $$44,600	
２位　Audi	A6	Allroad	 $65,900	
３位　Subaru	Outback	 $26,795
４位　Volvo	V90	 $51,800
	5 位　Volvo	V60	 $40,950
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人とモノのブランディング
コンサルティング

　朝、目覚めて夜、眠りにつくまで、毎日何気なく見ている日常の景色。その景色
は外界から入る五感（視覚・聴覚・味覚・触覚・嗅覚）の情報で溢れています。そ
の五感の中で最も情報量が多いのは何だと思いますか？
　そう、、、、その通り！一番は目から入る情報でなんと約 86％です。さらに視覚情
報の中の 80％は色彩によるものと言われています。それぐらい私達は色彩のシャ
ワーを浴びる暮らし、色の洪水の中にいるのです。情報の中で最も大きな意味を持
つ色彩は、見て２～３秒で脳にインプットされます。
　例えば、今	目の前に『赤』という色があるとしたら、あなたはどんな気持ちにな
りますか？赤に対してどんなイメージを持ちますか？
　最も長い波長を持つ『赤』という色彩は、人間の感情的興奮や刺激をもたらし、
交感神経に刺激を与え実際に体温、血圧、心拍数をあげます。そして、直感的に脳
にインプットされるイメージとして元気・活気・積極性・情熱的・スピードなどの
言語に変換されて認識されます。
　つまり色彩は相手にわかりやすく伝えるツール、しかも、各種の言語を簡単に一
瞬にして飛び超えてしまう世界共通のツールとなる得ることができるのです。

『私達は色のシャワーを浴びて暮らしている！』

カラー

山本　邦子　
カラーコンサルティング MICHEL 代表
大阪市船場生まれ育ち　奈良在住
本気の夢実現を応援するカラーコンサルタント歴 18 年
色彩心理をベースにした「カラーコンサルタント」として
企業での研修やシニア大学の講師を務める

＊ カラータイプ ® 協会マスターインストラクター
＊ カラーアナリスト
＊ 心理カウンセラー
＊ 数秘マスター
＊ ( 公財 ) 日本スポーツ協会公認コーチ２
＊ セミナー・研修講師 / 色彩心理 /
　　　　相互理解とコミュニケーション / ブランディング
    2020 年ミスグレート世界大会委員
    2020 年ミスユニバース奈良代表講師

ウエブページ：profile.ameba.jp/ameba/michel925
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　この色彩心理を戦略的に使った方が 1961 年に現職副大統領のニクソン候補に勝利しアメリカ大統領となった
ジョン・Ｆ・ケネディです。若干 43歳という若さのケネディは下馬評では圧倒的に不利な状況とされていました。
　ところが、選挙活動に色彩戦術を活用した結果、自身の好印象・好感度をアップし支持率を上回るニクソン氏
に見事逆転勝利しました。テレビ演説会でも視聴者に若き有能なリーダーとしての自身をアピールすべく「色の
演出効果」を駆使したのです。
　色彩戦略の 1つは、彼が着ていたスーツの色でした。
　演説の時、ケネディは濃い色のものを、ニクソンは薄い色のものを着ていました。当時のアメリカ国内にあっ
たテレビはモノクロであったため、ケネディは濃いグレーで表示され力強く見え、反対にニクソンは薄いグレー
で表示され、頼りなく見えたと言われます。更にケネディはテレビ用のメークをし、日焼けした元気なスポーツ
マン風に演出しました。
そして、
赤いネクタイで「元気」「情熱」「バイタリティ」「若々しさ」を
濃紺のスーツで「冷静沈着さ」「信頼感」を
真白いシャツで「正義感」「清潔感」「上品さ」をアピールしたのです。
　これ以降、色彩心理や色の影響力が世の中に認知されるようになり、その後の大統領選挙では候補者がカラー
のプロフェッショナルを雇うことが当たり前となり選挙以外でも、見た目のイメージを大切にする各界の著名人
や経済界の方も色彩を戦略的に活用するようになりました。
　60	年もの時を経て、今私たちの身近には色彩戦略の色に溢れています。色のチカラを使って日々の心と暮ら
しを豊かに楽しくしていきましょう。
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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

好きな香りと共に過ごす
〜アロマグッズ編〜

　以前駐在していた国で、運転手がいました。「運転手付き」というとセレブ
な香りがしますが、実際は「お国柄」の一言に尽きます。2車線道路は勝手に
5車線になるし、20分の距離が渋滞で4時間半かかったり、皆が皆「俺が俺が！」
な主張激しい運転をするので、現地のプロの運転手は必須です。長時間車内で
共に過ごす運転手なので、なるべく良い人にあたりたいものです。そんな中、
すぐに「I’m sorry」と言う運転手がいました。謝らない男性が多いお国柄なのに、
何故か雨が降っても「I’m sorry・・」。希少です。穏やかで運転も上手。ただ
一つ・・香るんです！これが体臭など本人がどうにも出来ないものだったらしょ
うがないのですが、主にお風呂に入ってない方の臭いなのです。なかなか言え
ず、ディフューザーをジュースホルダーに置いてみたり、「良かったらこれ使っ
て？」とシャンプーやボディソープをあげてみたり、よそ見してる隙に消臭ス
プレーふってみたり。が、全く効果が見られない。満を持して、日本製 10畳
用の半年保つ大容量消臭ビーズを手に入れ、運転手の座席下にそっと置く私達。
あぁ、やっとこれで解放されるに違いない。・・1週間経過。・・え？効いてな
くない？使用方法を間違えてるのかと思い、座席下から取り出してみたら、な、
なんと消えてるーーー！！いや、かろうじて数粒が今にも絶命しそうに残って
る。ビーズ達はちゃんと必死で戦ってくれていた。・・相手が手強すぎたのだ。
狭い車内で「10畳半年保つ消臭ビーズが 1週間で消え去る」という怪奇現象
のような圧倒的力の差を前に、遂に我が家は “気遣い” という日本人として大
切なものを捨て去る決心をしました！「お風呂入って！！」・・こうして臭い
との闘いにようやく終止符が打たれたのです。そして臭いと闘ったからこそ、
いい匂いの大切さを痛感するようになりました。きつい香水やお線香の匂いに
は貧血を起こしてしまうのですが、ふとした瞬間、空気の揺らぎと共に仄かに
香るのは大好きです。今回は、香りにまつわる雑貨を紹介します。

【L’OCCITANE】
Verveine（ヴァーベナ）の香りといえば、この
ロクシタンのシリーズが有名。柑橘系とミント
が混ざったような爽やかな香りで、人工的な
感じがなく好きな香りの一つです。
(L’OCCITANE)

【Hearth & Hand】
シリーズ全部の香
りを嗅いで、一番
好みだったのがこ
の香り。インテリア
としても可愛い。
(TARGET)

【MARKS&WEB】
日本で買った空気圧
縮式ディフューザー。
精油を水などで薄め
ず原液のまま拡散さ
せます。原液を結構
な量使うので勿体な
い気もしますが、香
りの広がり方が希釈
するタイプの物より
断然上！中のガラス
芯が繊細なので、取
り扱い注意です。
(MARKS&WEB)

【SCOTTISH FINE SOAPS】
Scottish fine soaps というと
Au Laitシリーズが有名ですが、
私の一推しはこの Sea Kelpシ
リーズです。海藻エキスが配合
されている事からこの名前なの
でしょうが、香りは海
とは違う印象 (個人的
見解 ) で、洗い立て
の上質なバスタオル
のような清涼感が
ある香りです。
(T.J.Maxx)
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【Simpatico】
今まで出会ったディフューザーの中で、この
Simpaticoの Ambergrisが一番好きな香りで
す。数年経っても未だに香る優秀な子です。
ハンドメイドのタッセル飾りを添えて。
(Pottery barn)

【EO Products】
友達から貰ったラベ
ンダーの香りのスプ
レー式サニタイザー。
携帯するのに最適な
サイズ。
(Whole Foods)

【Cereria Molla】
香りの種類はロクシタンと
同じヴァーベナですが、こ
ちらはレモンとべっこう飴
を混ぜたような、甘い美味
しそうな匂いです。ラベル
デザインが好みではないの
で、他の可愛いボトルに詰
め替えています。
(HomeGoods)

【Home & Body Co.】
茶色いガラスボトル
である事と、大容
量で香る強さも好
みでリピート。
スイートオレン
ジがお薦め。

【Antica Farmacista】
Antica Farmacista はシ
アトルを拠点とする高級
ホームフレグランスブラ
ンド。ディフューザーを
乗せるための専用トレイ。
なんと贅沢な用途！
(Erika Reade Ltd)

【Williams-Sonoma】
詰め替え用マルチクリーナー。爽やか
な柑橘系なのでキッチン周りに最適。
(Williams-Sonoma)

(HomeGoods)

【MAGNOLIA HOME】
アメリカの石鹸は大きめな物が多いですが、これは使用しやすい小
ぶりなサイズ。包装紙が可愛く香りも優しいので、お土産に最適。
(T.J.Maxx)

【PECKSNIFF’S】
T.J.Maxx や HomeGoods に よ く
お値打ち価格で売っているので買
う PECKSNIFF’S。香りの広がり
方は弱めですが、フラワー系は上
品な香りです。
(T.J.Maxx)
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パパッとつくっておいしくたべよ

きちんとおいしく作れるレシピ

野菜を食べるハンバーグ
材料 4人分
　挽肉 ( 合挽き )................................................300g
　キャベツ............ 150g( 大きめの葉で 2〜 3枚 )
　玉ねぎ...........................................................1/4 個
　小麦粉....................................................... 大さじ 2
　マッシュルーム................................................3 個
　ズッキーニ...................................................1/2 個
　にんにく....................................................... 2 かけ
Aクレイジーソルト................................小さじ 1/2
A卵.......................................................................1 個
Aブラックペッパー............................................少々
Aパン粉....................................................... 大さじ 4
　オリーブオイル....................................大さじ 1/2
　酒............................................................... 大さじ 2
Bカットトマト缶..............................................400g
B 水.....................................................................100g
B オイスターソース.................................... 大さじ 1
B塩...........................................................ひとつまみ
Bブラックペッパー............................................少々
　粉チーズ...........................................................少々
　パセリ...............................................................少々

1.. にんにくは粗みじん切りにする。ズッキーニは 1センチ幅のいちょう切り、マッシュルームは 5mm幅に切る。.
2.. キャベツは 1センチ角切り、玉ねぎはみじん切りにしてボウルに入れ、小麦粉をまぶして和える。.
3.. 別のボウルに挽肉 ( 合挽き ) を入れてよく捏ね、Aクレイジーソルト.小さじ 1/2、卵.1 個、ブラックペッパー.少々、パ
ン粉.大さじ 4を加えてさらに捏ねる。.

4.. 2 に 1を加えて混ぜたら、肉だねを４等分し、空気を抜きながら丸く形を整え、真ん中を凹ませる。.
5.. フライパンにオリーブオイルを入れて中火で加熱し、3を加えて表面を焼く。両面が香ばしく焼けたら、蓋をして弱火で
5分蒸し焼きにして、いったん取り出す。.

6.. 同じフライパンに、にんにく・マッシュルーム・ズッキーニを加えて中火でさっと炒めたら、酒を入れて旨味を煮溶かす
ようにこそげ取りBカットトマト缶.400g、水.100g、オイスターソース.大さじ 1、塩.ひとつまみ、ブラックペッパー.少々
を加える。.

7.. 沸騰したら、ハンバーグを戻して途中で返しながら弱火で１０分煮込む。器に盛り付けて、粉チーズとみじん切りにした
パセリをちらす。.

2人分の挽肉の量ですが、キャベツを加える事で 2倍の量に♪　お野菜をたくさん摂取できる栄養満点レシピです。
今回はズッキーニとマッシュルームを使用しましたが、お好きな野菜を組み合わせたり、冷蔵庫に余っている野菜の消費にも
オススメです。ハンバーグの両面にしっかりと焼き色をつけて下さい。肉汁の流出を防ぎます。最後に煮込んでいきますので、
中まで火が通っていない状態で大丈夫です。

身近にあるもので家族が喜ぶ簡単おうちごはん

おいしくたべよ
と作ってパッパ
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　Truett	Cathy は、アトランタ郊外のHapeville にオリジナ
ルのダイナーであるDwarf	Grill をオープンしました（後に
DwarfHouse® に改名）。
　Chick-fil-A、Inc. の創設者 Truett	Cathy 氏は 2014 年 9月 8
日、93歳で亡くなりました。Cathy 氏は 1946 年に事業を開
始し、彼と彼の兄弟である Ben 氏と共に The	Dwarf	Grill（後
に TheDwarfHouse® に改名）をオープンしました。
　クラシックなダイナースタイルのレストランであるドワー
フハウスは、サウスアトランタの小さな郊外にある街の轟音
から離れた場所にあります。	赤いジョージア粘土の古いレン
ガで建てられ、風変わりな赤い屋根で、それはレストランと
いうよりは時代遅れの家のように見えます。
　何年にもわたってレストランは繁栄し、Cathy 氏のビジネ
スの成功を導いていきました。	1967 年、Cathy 氏はアトラ
ンタのグリーンブライアーショッピングセンターに最初の
チックフィレレストランを設立しオープンしました。今日で
は、Chick-fil-A は既存店売上高が最も高く、システム全体の
年間売上高に基づく、米国最大のクイックサービスチキンレ
ストランチェーンとなっています。

　ドワーフハウスは今でもオリジナルのチキンサンドイッチ
（24時間週 6日）を提供していますが、国内の他のチックフィ
レレストランとは異なります。	1946 年から同じメニューの
準備する長いカウンター、高いスツール、ウェイトレス、そ
してラインクックを備えたダイナーです。ドワーフハウスの

定番には、有名なホットブラウン、BLT サンドイッチ、ステー
キが含まれ、	そしてハンバーガーもあります。
　しかし、ドワーフハウスを特別なものにしているのはメ
ニューだけではなく、昔からの常連の人たちの行ききつけの
お店で、そこに行けば昔馴染みと一緒に食事ができる社交の
場所でもあるのです。

　レストランの Facebook ページに投稿されたアラートによ
ると、こちらのオリジナルのドワーフハウスは、リモデルの
ため 4月 30日に一時的に閉鎖されることになりました。
　	投稿には、改造されたチックフィレイの計画のデジタルレ
ンダリングも含まれていました。現代的なデザインに変更さ
れるようですが、現在の入り口の近くにある小さな赤いドア
（長い間「ドワーフハウス」のシンボルでした）は、改造後も
そのまま残っていることを示しています。

　「3月 15日から 4月 24日まで、朝食とディナーに予約制
の座席を提供します。フルサーブのダイニングルームで最後
の食事をお楽しみください」とレストランは Facebook に投
稿しています。	現在、オンラインで予約できますので、ぜひ
とも行ってみたいと思われる方は、お早めに予約を入れるこ
とをお勧めします。

ア ト ラ ン タ
in-Town News

Chick-fil-A（チックフィレ）
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anisatlanta.comanisatlanta.comタウン
情報

ANIS
ATLANTA

Monthly Japanese Community Magazine

あなたのビジネスをアニスアトランタのタウン情報に
リスティングしてみませんか？リスティングは無料です。
ウエブからお問い合わせください。

アニスアトランタのウエブに掲示板を作成しました。
知りたい情報を探せるオンラインの交流広場にご利用ください。
個人、法人を問わずどんどん投稿してください。

• イベントの告知や募集
• サークルメンバー募集
• お料理教室などの案内
• ボランティア
• 個人売買

• 期間限定メニューの告知
• 新規オープン店舗の案内
• キャンペーンのお知らせ
• ベビーシッター
• 知りたい情報の投稿など

広告募集
クラシファイド ･ 求人広告 ･ 取材記事 ･ 連載コラム・
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。

E-mail: infojp@anisatlanta.com Text: 404-510-8534お問合せは
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　米国労働市場のトレンドとして、今回は“ニューノーマル
への移行“についてのお話しをいたします。

　アメリカ政府は、2021 年 5月 1日までには一般対象のワ
クチン接種を始め、独立記念日である 7月 4日には COVID
前のような生活に戻すことを目標にしています。パンデミッ
クの状況が落ち着いた後、100%以前の日常に戻るわけでは
なく、新しい型での日常が始まるといわれておりますが、そ
れをニューノーマルと呼んでいます。もうすでにマスクの
着用、6フィートの対人距離を取るなどのニューノーマルへ
の移行が必然的に始まっていますが、仕事の世界でもニュー
ノーマルへ移行が必須になっています。

　まずは、勤務場所について、以前はオフィス勤務が主流で、
在宅勤務が特別視されていました。パンデミックの対策とし
て、Stay	at	home が各州で発令されましたが、その影響で
在宅勤務にならざるを得なかった背景もあり、働く場所はあ
まり関係ないことが証明された職種もあります。
　今後、働く場所はもっとフレキシブルになり、Work-Life
バランスを考慮した形に移行していくといわれています。そ
もそもオフィスで働く、働かないということがもはや論点で
はなく、“どこで働くか“から、”どのように働くか”に着目
点がシフトされていると言えるでしょう。
　一例として、クラウドプラットフォームを提供している企
業セールフォースは、社員をとても大切にする会社として知
られています。従業員にアンケートを実施し、その結果から
3つの働き方を呈示、選択をさせる柔軟性を与えました。
　①在宅勤務、②	オフィス勤務、③ハイブリッド勤務	( 在
宅勤務と週数日Office 勤務 )	が選択肢となりますが、大半の
従業員が、ハイブリッド勤務のカテゴリ―になるだろうとい
われています。
　オフィス勤務の方も以前のままではありません。オフィス
空間＝ Co-working	space へと、コンセプトが変化していま
す。“自分の机”というものがなくなり、出社の際、空いて
いる席に座り仕事をする形になる企業が増加しています。

　もう 1つのニューノーマルの例として、バーチャルが挙
げられます。このパンデミックの影響で、コミュニケーショ
ンツールを活用し、バーチャルで物事を行うことが非常に増
えました。バーチャル会議、バーチャルコンファレンス、バー
チャル座談会、Webinar など、IT 技術を駆使し、場所や時
差に関わりなく仕事をする事ができる時代となりました。オ
フィスで勤務していた時より、もっとコミュニケーションが
スムーズになった、という企業もあるようです。
　また採用においても、以前は対面面接が必須だった企業
がほどんどでしたが、物理的に対面面接ができない事もあ
り、オンラインの面接だけで採用を決定し、勤務を開始し、
トレーニング、ウエルカムイベントもオンラインというケー
スは最近珍しくありません。コミュニケーションの取り方、
人間関係の構築など、今までになかった壁があり、これをど
う打破し、バーチャルと共存していくか、が今後の会社勤め
のカギになりそうです。

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

米国労働市場のトレンド
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欧州からの入国制限
　2021 年１月２５日にバイデン大統領は、新型コロナウイル
スのさらなる蔓延を防ぐために、シェンゲン圏、英国、および
アイルランドからの入国者を制限する大統領令を発令しまし
た。
　この大統領令によると、渡航前の 14日間にこれらの国に滞
在した人はアメリカへの入国が制限されます。シェンゲン圏に
は、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エ
ストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハン
ガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタ
イン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノル
ウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、
スペイン、スウェーデン、スイスなどヨーロッパ 26か国が含
まれます。これらの措置は 2020 年の 3月にトランプ大統領に
よって発令されていましたが、バイデン大統領は新政権の方針
を新たに発表しました。
　ただし、この発令には例外があり、アメリカ市民やアメリカ
永住権保持者とその配偶者、法的保護者、21歳未満の未婚の
兄弟や子供、コロナウイルス対策のために米国政府の招聘を受
けたもの、船舶・航空乗組員、外国の政府関連者とその家族、
アメリカ軍隊勤務者とその家族、アメリカの法執行機関の協力
のための渡米者、アメリカへの入国が国益に値する場合は、例
外の対象となります。国益例外には公衆衛生、国家安全保障、
および人道主義のための旅行などが含まれます。

【取消カテゴリー】
　しかしながら、2021 年 3月 2日には国益例外の対象から４
つのカテゴリーが取り消されました。今回の方針では、以前国
益例外の対象となっていた特定の技術専門家と専門家、上級管
理職と幹部、条約貿易業者と投資家、プロの運動選手とそれら
の扶養家族は対象外とされました。

【重要なインフラ】
　その反面、重要なインフラストラクチャーに不可欠なサポー
トを提供する旅行者を対象とした新しい国益例外のカテゴリー
が設けられました。重要セクターには次の分野が含まれます。

　化学、商業施設、通信、重要な製造部門、ダム、防衛産業基
地、緊急サービス部門、エネルギー、金融サービス、食品およ
び農業部門、政府施設、ヘルスケアおよび公衆衛生部門、情報
技術、. 原子炉、材料、および廃棄物、運輸部門、下水道シス
テムなど。重要インフラ・セクターに不可欠なサポートを提供
するために渡米する場合、旅行前に最寄りの米国大使館または
領事館に連絡し国益例外の対象となるかについて確認する必要
があります。国益例外が承認されれば、有効なビザで渡米する
ことができます。

【学生・ジャーナリスト】
　さらに学者（J1）、学生（F1,	M1）、ジャーナリスト（I）は、
国益例外に該当します。旅行前に最寄りの米国大使館または領
事館に連絡し国益例外の対象となるかについて確認し、国益例
外が承認されれば、有効なビザで渡米することができます。F1
やM1ビザ申請者は、国益例外の申請のために大使館や領事館
に連絡する必要はありませんが、最寄りの大使館または領事館
でビザサービスのステータスを確認する必要があります。	F1
やM1ビザの資格があると判明した申請者は、自動的に国益例
外の対象として扱われます。

【ESTA】
　有効な ESTA を保持或は申請中の場合は、国益例外の対象と
なるか事前に最寄りの米国大使館または領事館に連絡する必要
があります。国益例外が承認されれば ESTA で渡米することが
できます。
　新方針より、既に発行されたビザや国益例外が取り消される
ことはありません。

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

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

雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士

雇用・労働・移民法ニュース
皆様に随時移民法、ビザ情報をアップデートしております。
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我楽多横丁こぼれ話◎野呂利　歩

　私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たち
の主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んで
いるのです。　　　　　　　ローマ人への手紙　5章 11節
	
　約 2000年前、イエス・キリストは、『命への道』を作るために、
死を通過されました。
　イエスは、全ての信じる者に『天国の門』を開くために、恥
辱と苦痛と非常な孤独（淋しさ）の中で、十字架への道を進ま
れました。そして、その 3日後、あの初めてのイースターの朝、
よみがえられました。それで、今も、信じる者には、『命への道』
が示され、『天国の扉』が開かれているのです。

　『神は、ご自分の大きなあわれみのゆえに、イエス・キリス
トが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新
しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいま
した。（	第一ペテロ	１：3	b）』と、聖書に記されています。
ですから、私たちは、謙虚に、神の御前に進み出て、イエス・
キリストの十字架の愛による『神との和解』を受けいれ、『永
遠の約束（天国）』を受け取ることが出来ます。そして、神の
深い愛に感謝して、『天国への道』を歩み始めるのです。以前は、
神に敵対して背を向けて歩いていた者が、神の愛に降参して、
くるりと向きを変え、神の方に向かって進み、喜んで神に従っ
て生きて行きたくなるのです。
	

　平和の王（神）と和解して、神の示される道をたどる時、困
難がなくなるわけではありません。しかし、あらゆる逆境も、
艱難をも、平安に乗り越える事が出来ます。なぜなら、神が
共にいて下さるからです。たとえ、艱難（問題）に面しても、
神が、ご自分を信じる者に生きる望みを与え、導き、食させ、
着せ、飾り、輝かせて‥いつしか天の王家に相応しい子供のよ
うに育て上げて下さいます。ですから、どんな時でも安心して、
前進する事ができ、平安の中で、共にいて下さる『愛と希望
の神』を喜びます。

　あなたが、もうすでに、神を天の父と仰ぐ王家の子である
なら、なお更に、いやいや進んで行く者ではなく、感謝と賛
美の歌に合わせて行進する者とさせて頂きましょう。天の御
国の王の事もとして、地上を旅する道すがら、喜んで、声高
らかに賛美の歌を歌いましょう。神は愛です。私達は愛され
ています。　

	　今年のイースター（復活祭）は、４月４日です。このメッセー
ジが届く頃には、イースターは終わっていますが、よみがえ
られた主イエスは永遠に生きておられます。キリストの教会
では、イースター（復活祭）だけでなく、一年中、日曜日には、
主イエスの十字架の救いを喜び祝う礼拝が捧げられています。
　どうぞ、最寄の教会を訪問して、良い経験をなさいますよ
うに。　God	bless	you.

　一部の熱狂的ファンに支えられていた伝統芸能の歌舞伎が
比較的身近になったのは、テレビの普及とともに、若き御曹
司達がドラマ出演することによって若い層を惹きつけていっ
たからであろう。その歌舞伎は終戦直後の GHQ統治下で廃止
の危機に直面するが、その存続に奔走し歌舞伎を救ったアメ
リカ人が居たという。

　Faubion	Bowers。オクラホマで生まれ、小学生の時に小泉
八雲の本に出会っている。音楽好きが高じて更に東南アジアの
文化や民族芸能へ興味が広がり、コロンビア大学、ジュリアー
ド音楽院を経てインドネシアを目指すことにしたのだが、途
中立ち寄った日本滞在中に偶然見た歌舞伎「仮名手本忠臣蔵」
にぞっこん、そのまま居座り歌舞伎三昧となった。歌舞伎の
知識に加え、日本語もぐんぐん上達した。ところが日米開戦
真近で帰国。だが、巡り合わせとはこんなものか、日本の敗
戦で乗り込んできた GHQ( 進駐軍）の一員に彼がいた。しかも、
司令官マッカーサーの秘書兼通訳として来日したのだ。

　敗戦国日本に乗り込んだ GHQは、「真珠湾攻撃というとん
でもないことをやってのけた得体のしれない日本人」の民衆

蜂起を恐れ、日本人の復讐心を助長するようなことを徹底的
にぶっ壊そうと考えた。やり玉に挙がったのが映画や舞台で
演じられる”仇討ち”の類であった。

　バワーズの歌舞伎観は「世界にも類のない、歌舞伎の持つ
伝統的な造形美」にある。歌舞伎危うし、とみたバワーズは、
その地位を利用しあの手この手の保護策に出る。かくして歌
舞伎は救われ、歌舞伎界はこの恩人のことを今でも忘れるこ
とは出来ないという。

　のめりこんだ人間の凄さか、歌舞伎を知っている日本人以
上に歌舞伎のことを知るバワーズに脱帽である。こういう話
を聞くと、なんとなく歌舞伎が身近に感じられて、一度は見
てみたいと思うようになるのではあるまいか。

　こういう話はもっと日本人に知られていい。岡本嗣郎の「歌
舞伎を救ったアメリカ人」という本（文庫本有）に詳しい。
英文で読みたい人は英訳本「The	Man	Who	Saved	Kabuki	in	
Occupied	Japan」もある。

野呂利　歩

歌舞伎を救ったアメリカ人

我楽多横丁こぼれ話

聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉 By ますみ
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　今回のテーマは「生きる力」をつけるうえでの脳の働き及び
鍛え方の話です。東北大学加齢医学研究所教授、川島隆太先生
の研究によると、０歳から３歳まで急激に脳（特に前頭前野）
は成長します。その後子供たちの前頭前野は、小学校の中学年
までは比較的ゆっくり成長しながら、思春期の入り口からまた
爆発的に大きく成長します。大事な前頭前野を成長させるには
２ヶ所、非常に重要なポイントがあります。それは、乳幼児期
と小学校の５年生以降の時期だということです。教育に携わる
人たちにはピンとくる方が多いと思いますが、その世界では「9
歳の壁、9歳半の壁、10歳の壁」が存在すると言われます。具
体的には、おおよそ小学 4年生までの子供たち学びに対する態
度と、5年生以降の子供たちの学びに対する態度が大いに変わっ
てくるということを現場の先生方は知っているということです。
このことは前頭前野の成長の仕方からある程度説明することが
できます。
　一生懸命ものを考える前頭前野は、小学校４年生ぐらいまで
はゆっくり成長します。だから子供たちは、親や学校の先生か
ら与えられることにあまり疑問を持たずについてきてくれます。
集団の教育の中で、喜んで親や先生の言うことを聞いて教育シ
ステムにのってくれます。それが５年生を過ぎてから、子供た
ちは自ら一生懸命考えるようになります。今、親や先生が自分
に対して言ってくれていることが、本当に自分の為になるかど
うかということを真剣に考えます。その結果、ためになると思
えば従うし、ためにならないと思えば「嫌だ」という答えが返っ
てくるのです。そのため、自ら意識して教育システムからドロッ
プアウトすることを望む子供が出てくるのも小学校の５年生以
降なわけなのです。みなんさん自身の経験や今まさに子育て中
の親御さん方「なるほど、それでかぁ！」と思い当たるふしが
あいませんか？

脳の発達と教育
　そこで私たちは、親や教師として何を知っていなければいけ
ないのかというと、脳の成長というのは一様ではないというこ
とです。特に 4、5 年生あたりを境にして大いにガラッと変わ
るということを意識しないといけません。それゆえ、私たちの
おかれている立場は、4年生ぐらいまでは子供たちを導いてい
く指導でよいのですが、5年生から上にいったときには、もう
脳をはぐくむ主体は子供に移っているわけですから、我々はサ
ポーターでしかないということを常に意識すべきなのです。そ
こを意識できずに 5年、6年、中学生に同じように指導しよう
とすれば反感を食らうだけで、親子関係もうまくいかない、学
習もうまくいかないということになりかねません。今後は教育
システムそのものを脳の発達にあわせて多様化させる必要があ
るようですね。
　川島教授の研究チームによると脳の前頭前野の機能評価には
様々な方法があるようです。様々な年齢の方々にテストをやっ
ていただいた結果によると大体７０歳台中盤になると前頭前野
の働きは７歳の子供とほぼ同じになっていました。大事な脳の
機能の老化はかなり深刻な状況のようです。

前頭前野の鍛え方
　川島教授が以前、この前頭前野を鍛える方法を研究している
時、「コンピューターゲームをしている子供たちはよく集中し全
身を使って楽しくやっているので、きっと脳が活性化している
のではないか？」という仮説をたてました。そこで、大学生にゲー

ムをやっている時の脳と、大学生には非常に簡単単純な一桁た
す一桁の足し算をやっている時の脳を比べてみました。脳の使
われ方が色でわかるポジトロン CTというハイテク機器での映
像ではっきり違いがでました。もっとも多くブドウ糖を消費し
た箇所は白、次に赤、黄、緑と続き、青の部分はほとんど消費
されなかった箇所です。単純計算をしている脳は白い箇所や赤
い箇所がたくさんありました。反対に、コンピューターゲーム
では、黄色や緑の面積が大部分を占めていました。この実験で
わかったことは、コンピューターゲームをしているときよりも、
単純計算をしているときのほうが、脳全体がよく働いたという
ことです。
　この実験をきっかけに、教授の研究チームは現在、読み・書き・
計算が同じような効果をもたらすことを科学的に証明していま
す。学校で子供たちが学ぶということは、さまざまな学力が身
につくという本来の目的に加えて、生きるために一番大事な脳
のトレーニングが同時にできていたんだということです。ただ
し、読み・書き・計算ばかりしていたら、読み書きの得意な子
にしかならないのではないかという疑問もあります。イマジネー
ションを働かせている時は前頭前野が使われます。大学生に「自
分の友達の性格をよく考えながら、自分が相手にどういう行動
をしたらどう相手がかえしてくるか、これを考えながら行動し
なさい。」と言った時の脳の活動映像は左右の前頭前野を大いに
使います。この映像と読み・書き・計算で鍛え上げられた脳の
映像を重ねるとぴったりと一致することがわかりました。基礎
学力をきちんと勉強した子供たちこそ、その脳から優しい思い
やりのある心が発揮されるんだということを示しています。
　読み・書き・計算のトレーニングというのは必要条件です。
しかし、十分な条件ではありません。しかし、読み・書き・計
算をきちんとやった上で、いろいろな
考える訓練を積む、それから他者との
コミュニケーションの経験を積むこと
によって非常に大きな能力が発揮でき
る、それが十分条件なわけです。逆は
また真ならず、読み・書き・計算等の
基礎トレーニングをまったく行わずに
考えるトレーニング、空想するトレー
ニング、他者とコミュニケーションす
る力を発揮させようとしても、小さな
器には小さな能力しか宿りません。で
すから、両方のバランスが必要です。

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。いよいよ春
の花が咲き始め陽気に満ちた暖かい季節になってきましたが、
皆様はいかがお過ごしでしょうか。

季節の変わり目で何か新しい事を始めてみませんか？！
　何気なく毎日しているブラッシングですが、やり方を意識す
るだけで美髪とリフトアップ効果を得ることが出来るんです。
頭皮と顔の皮膚は同じ構造をしているので、頭皮の血行を良く
することで血流に乗って酸素や栄養が届けらハリのある肌や艶
やかな髪を育てることができます。

　やり方は簡単で、乾いた状態の髪の毛先のからみほぐしてか
ら頭のてっぺんに向けてブラッシングしていきます。

・額の真ん中から首の付け根に向けてリンパを流すように。
・額の角から首の付け根に向かって。
・こめかみから、頭のてっぺんに向かって。
・耳の後ろから、頭のてっぺんに向かって。
・首の付け根から、頭のてっぺんに向かって。

　これを 2、3回左右行います、ブラシの先端が	”心地よい”	
程度の強さで頭皮にあたっていることを意識しながら、ブラッ
シングを行うのがポイントです。

　朝のブラッシングには、夜寝ている間に絡まってしまった髪
の毛を綺麗に整えてくれる役割があります。夜のブラッシング
には、1日の生活の中で髪の毛に付着したホコリや汚れを落と
してくれる役割があります。

　ブラッシングには頭皮の汚れを除去する効果もあります、さ
らに頭皮から分泌される皮脂を髪全体に伸ばしてツヤが出て静
電気を防ぐことができます。パサつきやうねりのある髪は、老
けて見えてしまい、逆にハリやコシ、ツヤのある髪は若々しく
見えますよね。ちょっとしたひと手間ですが、ぜひ今日からは
じめてみてください！

　皆様のご来店をリーガスタッフ一同心よりお待ち申し上げま
す。

髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

髪＆ヘアケア

        ANIS
ATLANTA

アメリカで暮らしてい行くうえで欠かせない、
教育、医療、ビザ、住まいなどの生活所法から、
食、映画、スポーツ、旅行などのエンターテイ
ンメント、地元の最新情報まで、オリジナルコ
ンテンツが満載。

ホームページで更に詳しい情報を発信！
アニスアトランタをご覧ください。
www.anisatlanta.com

あなたのビジネスを
強力にバックアップ

します !

お問合せは　☎ 404-510-8534
infojp@anisatlanta.com

生 活から食・教育・娯楽まで
アメリカ暮らしに必要な情報をカバー
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　こんにちは！フィットネス・ウェルネスコーディネーター
のひかりです！
　学生時代、怪我を防ぐために運動の前後にはストレッチを
しましょう！と体育の授業や部活で習いましたね。しかし、
具体的になぜストレッチが重要なのか、どんなメリットがあ
るのか、どういうときにするのか、などストレッチをする意
味や効果を知っていますか？今回はストレッチの効果と重
要性について紹介していきます。

　朝起きて仕事や学校に行き帰宅して就寝。私たちの生活習
慣はワンパターン化しがちです。勉強、デスクワークで椅子
に座りっぱなし、立ち仕事の方は立ちっぱなし、自宅に帰っ
てからは猫背でスマホの操作…ましてやこのコロナ禍でリ
モートワークになり 1日中パソコンの前に座っているとい
う方も多いと思います。
　長時間同じ体勢でいると、同じ筋肉ばかりを使うことにな
り負担がかかりすぎて凝り固まってしまいます。反対に普段
使わない筋肉は動かさないことで硬くなってしまいます。筋
肉が柔軟性を失うと血管が圧迫され筋肉中の血液の流れが
悪くなります。そうなると、血液中の酸素や栄養素の循環が
妨げられ、疲労物質や老廃物が排出されにくくなり、身体の
むくみ、冷え、肩こり、腰痛など不調が慢性化しやすい体質
になってしまい疲労感、倦怠感を感じやすくなります。
　さらに、血流の悪化は基礎代謝も低下させるため、一生
懸命ダイエットをしていてもエネルギー消費の効率が悪く、
なかなか痩せない、結果が出ない、なんて残念なことにも。
ダイエットを頑張っているのに全然痩せない・効果が出な
い、、、もしかしたら、原因の１つは身体の柔軟性かもしれま
せん。
　正しい方法でストレッチをすると、筋肉中の血液がスムー
ズに流れ、酸素・栄養素を体の末端までまんべんなく循環さ
せ、疲労物質や老廃物を体外に排出しやすくなります。さら
に、関節の可動領域が広がり全身の動きがスムーズになりま
す。その結果、肩こりなどのコリの改善、疲労回復、むくみ
の解消、肉離れや捻挫などの怪我予防、加えて、代謝がアッ
プすることにより太りにくい体を手に入れることができま
す。
　ストレッチは運動前のウォーミングアップ、運動後のクー
ルダウンとして取り組むものだけではありません。運動をす
る人もしない人も、日常的に行うことで柔軟性のある体にな
り、体の不調を改善し、しなやかなで健康的な体を手に入れ
ることができます。
　最近では YouTube などの動画サイトでたくさんのスト
レッチや体操の動画を観ることができます。ぜひご自分に
合ったストレッチを見つけて毎日の生活習慣に取り入れて
みてください。ストレッチによって体がほぐされ血流が良

くなり体温がじんわり上がる感覚はとても気持ちがいいし、
日々自分の体が柔らかくなっていくのを実感できるのも楽
しいですよ。

　現在、当院では Stretch	Release	Exercise（SR）と云って
2種類のストレッチと筋膜リリースの組み合わせの中から患
者さんの症状に合わせてプログラムを作る当院オリジナル
の運動療法を提供しています。
　動的ストレッチである PNF ストレッチと静的ストレッチ
の AIS アシスタントストレッチを組み合わせて行うことで筋
肉の柔軟性を高め、関節の可動域、動作範囲を広げる効果が
期待できます。
　また、筋肉の深部組織に作用するセラガン（Theragun）マッ
サージ機を使用して筋膜リリースを行い、浮腫や血流の改
善、代謝の活発化を促進します。ご希望の方には症状や環境
にあわせた自宅でできる簡単なストレッチ指導も行なって
います。
　ストレッチの素晴らしさを知ったみなさんはラッキーで
す！あとは実行するだけ！この機会にぜひお試しください。

健康とカイロプラクティック◎矢島敬朗

健康とカイロプラクティック

ストレッチの効果は無限大！
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質問：普段上下の歯は口を閉じていても接触していないって本
当ですか？自分で意識したことはありませんが、感覚的には常
に噛んでいる気がします。

回答：通常何もしていない時、口を閉じていても上下の歯は接
触していません。唇を閉じていても歯と歯は浮いた状態が正常
です。歯と歯は食事や会話時に瞬間的に接触しますが、1日の
接触時間は 20分程度と言われています。	

　ところが、何か作業をしているときや、考えごとをしている
ときなど、上下の歯を接触したままの人が以外と多くいます。
就寝時の歯ぎしりや食いしばりが歯や周辺組織に悪影響を及ぼ
すことはよく知られていますが、強く噛んでいなくても上下を
軽く接触させた程度でも色々な問題を引き起こすことが分かっ
てきました。上下の歯が接触していると口を閉じる筋肉が緊張
していて、接触時間が長時間になれば筋肉は疲労してきま	す。
また、口を閉じる筋肉が働くと、顎関節は押えつけられること
になるため、長時間になると関節への血の巡りが悪くなり、足
がしびれたときと同じように、感覚が敏感になって痛みを感じ
やすくなってしまいます。

以下の症状があったら要注意です。
・歯がしみる
・肩こりや顎の痛みがある
・偏頭痛がする
・詰め物や被せ物が取れやすい
・舌の側面が歯型のようになっている
・頰の内側が歯型のように白い筋がある
・歯肉に骨の出っ張りが出てきている
・歯の噛み合う面が磨り減り平らになっている
・歯の付け根に削り取られたような凹みがある

　歯と歯が接触した状態が続くと、顎関節症だけでなく、頭痛
や首の痛み、肩こり、腰痛、膝の痛みを出したり、緊張した筋
肉が神経を圧迫するため、めまいや視力低下も引き起こします。
これは、歯が接触した状態が続くことによって口の周りの筋肉
だけではなく、全身の筋肉にも疲労がたまるからです。

＜対処法＞
1.	 一番重要なことは、自分は歯を接触している事を自覚する
ことです。ほとんどの場合が無意識な状態で噛んでいるか
らです。

2.	 唇を閉じて上下の歯が接触しない状態を保つことを常に思
い起こし、実行しましょう。パソコンに向かうことが多い
場合は、バソコンにポストイット等で目印をつけます。そ
の目印が視界に入った時に、自分は歯が接触していたなと
自覚して意識して歯を浮かして顎をリラックスさせます。

3.	 ストレッチ運動をしましょう。筋肉をリラックスさせるよ
う、力を抜いて筋肉をほぐすように伸ばします。方や首や
手足、腰の筋肉もやってみると良いでしょう。

4.	 歯ぎしりや無意識の食いしばりをしている場合は、マウス
ピースを使って歯が異常に力を受けないようにします。

最後に、自己チェックしてみましょう。

口を軽く閉じて上下の歯を噛みます。
唇を閉じたまま上下の歯をゆっくり離しま
す。
この状態に違和感を感じたり、唇まで開い
てしまった人は無意識のうちに上下の歯を
噛み合わせている可能性が高いです。

カンバーランドファミリーデンタル
歯科医　清水　義仁

教えて歯医者さん！
   

歯とお口に関するデンタルコラム

教えて歯医者さん◎カンバーランドファミリーデンタル

　花見は、平安時代に宮中で、江戸時代には庶民の間でも
楽しまれるてきました。ちなみに現在見られる桜はほとん
どが染井吉野ですが、古くは、桜といえば奈良県の吉野山
の桜に見られるような、もう少し色が濃い桜（山桜）をさ
しました。
　花見はもともと、その年の豊作を祈願し、桜の下にお酒

やごちそうを持ち寄り、宴を楽しむものでした。
　「花より団子」といって、宴が進むにつれて花は忘れられ
がちですが、それもまた花見の楽しさのうちでしょう。
　ちなみに桜の葉を使った「桜餅」は、享保 2年（1717）、
東京向島の長命寺に住み
込んでいた職人・山本新
六が桜の葉を塩漬けにし
て餡餅をくるむことを
思いつき、これを花見客
に売ったところ大人気に
なったといいます。

満開の花の下で宴を楽しむ

　花 見
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　花粉症には早めの治療が大切	～あなたに合った花粉症対策を
始めましょう

◉今や 4 人に 1 人は花粉症。
　スギやヒノキなどの花粉によってくしゃみ、鼻水、鼻づまり
などのアレルギー症状が出ます。では一体、どのようなメカニ
ズムで花粉症は生じているのでしょうか。花粉症の生じるしく
みを知って、早めの「花粉症対策」を心がけましょう。

◉これって風邪？もしかして花粉症？
　花粉症の症状は、風邪の症状に似ています。そのため、花粉
症であるにもかかわらず、風邪だと思い込んで、症状を悪化さ
せてしまうケースも。花粉症に特有な症状を知り、おかしいな
と思ったら、早めに医師に診てもらい、症状の軽いうちに治療
しましょう。
•	 くしゃみ	
立て続けに何回も出る。風邪では、あまり立て続けには出
ない。

•	 鼻水	
透明でさらさらしている。風邪では、初めはさらさらでも、
数日で黄色くなってネバネバしてくる。

•	 鼻づまり	
両方の鼻がつまり、鼻で息ができないこともある。風邪では、
比較的症状は軽い。

•	 目のかゆみ	
目がとてもかゆく、涙が出ることもある。風邪では、	
のかゆみはほとんどない。

◉花粉症の症状が出るのは ?
　私たちの体では、花粉が体の内に侵入してくると、その花粉（異
物）に反応する IgE	抗体というものが作られ、その IgE	抗体は
肥満細胞の表面に付着します。再び侵入してきた花粉が IgE	抗
体に結合すると、肥満細胞からヒスタミンなどの化学物質が分
泌されて、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどの症状
が出てくるのです。

生活上の注意点
　花粉の飛散シーズン中には、花粉症の症状悪化を防ぐため、
注意してできるだけ花粉に接触しないよう工夫しましょう。ま
た症状が出る前から、治療を始めることが大切です。

外出時の注意点
•	 マスクやメガネ、スカーフなどを着用し、花粉の目や鼻へ

の侵入を防ぎましょう
•	 花粉の付着しやすいウー
ルなどの衣類の着用は避
けましょう

•	 晴れた日、風の強い日な
どは、花粉が飛びやすい
ため、外出は控えましょ
う

帰宅時の注意点
•	 玄関に入る前に、衣類に付着した花粉を払い落としましょ
う

•	 手洗いや洗顔、うがいを行い、花粉を洗い流しましょう

室内での注意点等
•	 花粉の飛散量の多い日には、花粉の侵入を防ぐため、ドア
や窓は閉めておきましょう

•	 こまめに室内を掃除しましょう
•	 睡眠を十分にとって、体調を万全にしましょう
•	 ストレスはためないように心がけましょう
•	 喫煙や飲酒などは控えましょう

◉あなたの症状も初期療法で軽くしましょう
　花粉症の症状が出る前から、お薬による花粉症の初期療法を
始めていると、症状の発症を遅らせ、飛散シーズン中の症状を
やわらげることができます。また、初期療法は早期に症状を改
善させることもでき、結果として、処方される全体のお薬の量
を減らすこともできます。

◉あなたに合った治療法で花粉症を治療しましょう
　症状が出てしまったら、初めは症状がひどい部位の診療科の
先生に診てもらいましょう。
　花粉症の治療薬には、抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬など
があります。その中には、副作用として眠くなったり、のどが
渇いたりするものがあります。また、1日 1回服用するものと
1日 2回以上服用するものがあります。しかし、眠気やだるさ
もほとんどなく、自動車の運転や危険を伴う機械の操作に対す
る影響が少ない第２世代抗ヒスタミン薬もあります。さらに、
口の中ですぐ溶けて、どこでも水なしで飲める口腔内崩壊錠や、
小児も飲みやすい、ほのかに甘いドライシロップも出ています。
　早めに医師に診てもらい、あなたの症状に合った治療を始め
ましょう

MONTHLY NEWS LETTER for HEALTH

メディカルコラム◎倉岡クリニック



ANIS ATLANTA - April 202132 

～今月からは数回にわたり歯の構造、一般的なむし歯や歯周病の原因から症状、
																																																	治療方法などについてご紹介していきたいと思います。～

歯の汚れ
　歯の汚れには ｢歯垢｣ ｢歯石｣ ｢色素沈着｣ などがあります。
1.	 歯垢　( プラーク )	
歯の表面に付着している細菌のかたまりで、白色または黄白色の粘着性の強い付着物です。歯垢の細菌は約４００種類存在す
ると言われ、歯垢１ｍｇあたりには、細菌が約２～３億個存在しているといわれています。歯垢は歯の表面をおおう粘膜（唾
液中の糖タンパク成分）に細菌が付着し、定着・増殖することによって形成され、大きく成長していきます。歯垢のつきやす
いところは、歯と歯の間、奥歯のかみ合わせ部分、歯と歯茎の境目、抜けた歯の周りなどです。

2.	 歯石	 	
歯の表面に沈着する灰白色、黒褐色の石灰化した物質です。
歯垢の細菌と菌体間質が石灰化して生じた沈着物で、リン酸
カルシウムを主成分とする無機質が約８０％を占めます。	
歯垢は歯みがきやデンタルフロスなどで除去できますが、歯
石に変化してしまうと、歯科医院などで歯石除去 ( スケーリ
ング ) をしなければ取り除くことはできません。また、歯石
があると歯肉に炎症も起きやすくなります。この歯石をほ
うっておくと歯肉炎、ひいては歯周病になってしまいます。
そのため、歯石の除去は歯周病予防にとても重要です。

3.	 	色素沈着	
お茶やコーヒーに含まれる色素 ( 主にタンニン ) や、タバコのヤニ ( ニコチン、タール ) などが、歯の表面に付着したものです。
飲食後、時間の経過と共に歯に固着し、落ちにくくなります。飲食後の歯みがきでこの沈着は予防することができます。色素
が沈着してしまった場合は歯科医院での定期的な口腔清掃できれいに除去することができます。

むし歯
　むし歯は歯の硬組織の疾患です。原因には、「細菌」、｢歯の質｣、｢糖質(特に砂糖)｣の３つの要素があります。この３つの要素が重なっ
たときに、時間の経過とともにむし歯が発生します。

むし歯発生のメカニズム
　むし歯の原因菌であるミュータンス菌は、糖質 ( 主に砂糖 ) をもとに作り出す、粘着性の高いグルカンなどによって、歯の表面に
強く付着します。そのグルカンと細菌のかたまりが歯垢です。歯垢中のミュータンス菌などの細菌は砂糖やその他の糖質を分解し
て乳酸などの酸を作ります。歯垢中の酸により、歯のエナメル質は脱灰され、やがてむし歯となります。
　このように、むし歯は飲食後の歯ブラシやデンタルフロスによるお手入れによって歯垢を取り除き予防することができます。し
かし、どうしても歯ブラシが届きにくいところや歯と歯の間は歯垢が除去しずらいく歯石になっていってしまいます。歯科医院で
の定期的な口腔清掃によって、むし歯や歯周病になる前に、歯垢や歯石を取り除く習慣をつけるようにしましょう。
　
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。
404-409-6237　泉まで

植月歯科医院から「歯」の話
「歯」の話◎植月歯科医院
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今月の 12 星座占い

あなたの星座は今月、 どんな運勢をたどるのでしょうか？今月の 星座占い12

【全体運】あなた自身の行動や発言にまっ
たく悪意がないにも関わらず、他人からは
自分勝手に振舞っていると思われたり厄介
ごとをまき散らしていると見られたり。ま
た、出る杭のように疎まれたりもすること
でしょう。

【恋愛運】あなたの良さ、魅力に気付く人が
現れて、あなたにアプローチしてくること
もありそうです。思い切ってその思いを受
け入れるのも良いでしょう。あなたの方か
ら、良いなと前から思っていた人に声をか
けるのも良いでしょう。

【金　運】金運と仕事運は共に低調な様子。
できる範囲のことを着実にこなしていく路
線で、自分の力をアピールしていくことが
良いでしょう。無理をすると、必ずどこか
で変調をきたすことになります。

♥ 幸運日：4　15　25
× 危険日：8　20　29

【全体運】物事すべてを成功させようとか、
誰からも好かれようとするとか、必ずし
も 100％を求める必要はありません。あれ
これ入ってくる情報も、自分にとって必要
なものだけを受け取るようにすると良いで
しょう。

【恋愛運】粘り強さが恋愛運アップのコツに
なってきそうです。一度告白して断られた
からと言って、すぐにあきらめることはあ
りません。相手の持っているあなたへの気
持ちを良い方向へと変える強い意思が、相
手の心変わりを生み出すことでしょう。

【金　運】身近なところからあなたへと良い
情報がもたらされそうです。動き出しは早
く、他人を出し抜くことで成果を独占する
ことが叶うでしょう。団体で動くよりも、
個人で動いた方が良さそうです。

♥ 幸運日： 2　18　28
× 危険日：5　16　27

【全体運】自分の人生を変えるような目標を
見出したり、今まさに抱えている問題ごと
の解決への道筋を見付け出したり。基本的
に、良いものを見付けるようです。自分の
プラスにつながると判断できたときはすぐ
に動くと良いでしょう。

【恋愛運】上司や親類などが、あなたに良い
恋愛の縁を運んできてくれそうです。出会
いがないと嘆いている人は、そういったと
ころからもたらされる縁に期待を持ってみ
ても良いでしょう。意外に、趣味や考え方
の合う人物との縁ができるかもしれません。

【金　運】ピンときたときは、サッと行動に
移すようにしましょう。金運が良くても、
タイミングは逃げて行くものです。最高の
タイミングで動いてこそ、最高の結果を得
られると知っておきましょう。

♥ 幸運日：10　20　24
× 危険日：5　16　30

【全体運】あなたの思い込みや記憶違いが、
大きな事態を引き起こすきっかけになりそ
うです。自分の記憶に自信を持つことは大
切ですが、それが勘違いかもしれないと考
えて、行動前にひとクッションを置く心の
余裕を持っておきましょう。

【恋愛運】あまり良い出会いもなく、進展も
なさそう。自分のことを第一に考えても良
いでしょう。趣味にハマるのも、株などに
手を出してみるのもひとつの手と言えそう
です。友人や知人との時間を多く持ちましょ
う。新しい情報も、そこから得られそうです。

【金　運】金運も残念なことに停滞気味。出
費の際は、よくよく吟味してから決定する
ようにしましょう。軽い気持ちでお金や権
利を手放すと、それが後々大きなダメージ
となってくることでしょう。

♥ 幸運日：2　17　24
× 危険日：  7　20　29

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

【全体運】波乱を求めがちな人にとっては、
刺激の少ない月になってしまうと言えま
しょうが、あらためて自分の人生を見直す
には良いタイミングだと受け取っておくと
良いでしょう。自分の時間を多く持ちましょ
う。

【恋愛運】恋愛運は上昇進行中で、月の後半
にアクションを起こすと結ばれやすい状況
のようです。片思いをしている人は、月の
前半の内に自分の中の気持ちを固めておき、
相手との距離を近く保っておきましょう。

【金　運】金運はあまり良くないようで、月
を通して成功とは無縁の状態のようです。
この 4 月はスタートダッシュをあきらめて、
計画を立てたりした準備をしたり、根回し
の期間として想定しておくのが良いかもし
れません。

♥ 幸運日：9　15　26
× 危険日：3　18　27

【全体運】自目標や目的が定まり、自分の今
の立ち位置を把握することができそう。そ
れによって、今なにをすべきか、少し未来
にはなにをすべきか、行動のスケジュール
を立てることが容易になってくるようです。

【恋愛運】 出会いもありますが、最も可能性
が高いのは、過去に切れてしまった縁との
復縁や復活愛成就でしょう。同窓会などが
あると、そこから関係が再スタートとなる
可能性が考えられます。そういった誘いが
あったときは、積極的に参加するようにし
ましょう。

【金　運】金運は再浮上の切っ掛けをなかな
かつかめず、やや精神的な落ち込みを経験
するかもしれません。ただし、貯えが十分
なようですから、切羽詰まった緊急性を感
じるまでにはならないようです。

♥ 幸運日：4　16　26
× 危険日：8　20　24

【全体運】色々な面の整理がついて、新しい
目標や目的がはっきりとしてくる時期にな
りそうです。この時期に、誰かと自分とを
比較するのは止めておきましょう。また、
他人から後れを取っていると感じても、気
にすることはありません。

【恋愛運】恋愛運はやや停滞気味。焦りが表
に出てしまいがちで、相手の不評や不快感
をかってしまいそうです。余計な発言やお
節介は止めておくべきでしょう。自分のこ
とを前面に出し過ぎるのも禁物です。

【金　運】3 月に比べると上昇していると
言えます。あまり惜しまず、使うべき時に
は使うようにしましょう。家や車など、大
き過ぎる物への出費は再考が必要になるで
しょう。もっと生活に密着した物への出費
は大いにありです。

♥ 幸運日：10　18　25
× 危険日：4　15　29

【全体運】仮に誰かと衝突したとしても、目
的達成のためにはやむを得ないことだと割
り切るだけの気持ちを持つ必要があります。
同情や憐れみを持つと、あなたの成功は約
束されないことでしょう。時には冷酷な決
断も、結果を求める場合は必要になってき
そうです。

【恋愛運】思わぬところから縁が結ばれるこ
とでしょう。同郷を縁にして知り合ったり、
趣味が重なることで縁ができたり、同じよ
うな仕事をしていたり。あなたと相手との
共通点がなにかしらあることでしょう。

【金　運】交際費は惜しむことなく、積極的
に出していくようにしましょう。前々から
欲しいと思いながらも、手を出せなかった
物の購入やサービスの利用は、この 4 月な
らありと言えます。

♥ 幸運日：1　14　23
× 危険日：9　16　26

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

【全体運】良いことの後に気が滅入る事態に
なったり、はたまたすぐにそこから嬉しい
出来事が起こったりと、忙しいひと月にな
ることでしょう。つまりは、ひとつの物事
だけを見て一喜一憂しないのが良いと言え
ます。

【恋愛運】勝思い切った告白も意外に OK を
もらえるような気配です。高嶺の花だとか
立場が違い過ぎるとか、行動する前からあ
きらめモードに入ることだけは止めておき
ましょう。

【金　運】金運は 3 月から引き続き良いと
は言えない状況のようで、苦労をするはめ
になってしまいそうです。受けられるサポー
トは遠慮せずに受けて、頼れる人が身近に
いればなにかと手を差し伸べてもらうよう
にしましょう。

♥ 幸運日：2　17　22
× 危険日：9　20　30

【【全体運】あなたの人生になにかしら大き
く影響を与える出来事に見舞われそうです。
人や仕事との関係、あるいは選択だったり
決断だったりを求められることになるやも
しれません。十分に吟味して責任を持ち、
後悔のない決断を下すようにしましょう。

【恋愛運】出会いも恋人との進展も、あまり
期待は持てないようです。ですが逆に、後
退もなく現状維持が続くことでしょう。浮
気をされる心配も別れの不安もなさそうで
す。ただその期間に、パートナーとどのよ
うな関係性を築くかは重要でしょう。

【金　運】金運は良い状態を維持していきそ
うです。月の中旬にやや下がりますが、全
体的に悲観するようなことはありません。
欲しいものを購入して、サービスを受けて、
投資するのも良いでしょう。

♥ 幸運日：3　15　21
× 危険日：9　19　28

【全体運】鎮静期とも言えそうです。あまり
活発に行動するのではなく、自分だけのた
めに静かな時間を多く持つことをお勧めし
ます。そうすることで、新しい発見や気付
き、迷いが消えて未来がクリアになったり
と、目に見えない不安が解消されていくこ
とでしょう。

【恋愛運】月の早めの段階に下降へと至るこ
とでしょう。時間が経つにつれて悪くなっ
ていくことから、告白を考えている人は、
早めに行動しておくことに限ります。逆に
告白をされたときは、良い縁がその人と築
けることでしょう。

【金　運】頑張りが思ったような結果、評価
へとつながらず、気持ちの上でも落ち込ん
でしまうかもしれません。あなたの心持ち
に未来がかかっていることでしょう。

♥ 幸運日：8　18　26
× 危険日：3　15　29

【全体運】仕事でも友人との関係でも、ある
いは家族内においても、なにかと孤立をし
てしまいそうです。絶対に譲れない意見を
持っているときや、明らかに相手が悪いと
きは別として、物事を円滑に進めるための
適度な妥協も必要になってくるかもしれま
せん。適度な距離を取った立ち位置に身を
置くように心掛けましょう。

【恋愛運】親しい間柄でも、あるいはまだそ
こまで親しくなっていない場合ならなおさ
ら、相手との距離感をしっかりと把握して
おきましょう。出会いのチャンスはありま
すが、第一印象で損をすることも多そう。

【金　運】勝負に出る時期ではありませんが、
準備はしておきましょう。急に予定が変わっ
たり、気分が変わったり、突発的な変化が
見られる月であるとも言えます。

♥ 幸運日：2　14　22
× 危険日：6　15　26

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



ANIS ATLANTA - April 202134 

Event

日本から生配信！最新の水際対策について
【概要】

常に変わり続ける日本の水際対策。
ビデオ通話があるの？位置情報が見られるの？本当のとこ
ろ、どうなんだろう。
そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、3 月末に日本へ渡航した弊社社員が体験した水際
対策の様子をリアルタイムでお届けします。

【詳細】
2021/4/13 ( 火 ) 8PM (ET)
2021/4/14 ( 水 ) 9AM (JP)

【申し込みリンク】
Amnet ホームページから
Amnet-usa.com 又は
https://forms.gle/FVnLf1VyGSQK88eJA

【定員】500 名

ATLANTA FILM FESTIVAL 
Various Locations
www.atlantafilmfestival.com/

 ■ 4 月 22 日 -5 月 2 日
 ◆ Full festival pass $120 ～

SWEET AUBURN SPRINGFEST
Sweet Auburn Barbecue
656 North Highland Avenue
Atlanta, GA 30306

 ■ 5 月 7 日 -5 月 9 日 

SVAN GOGH:  
THEIMMERSIVE EXPERIENCE
Pull man Train Yard
225 Rogers St., Atlanta, GA 30317
www.vangoghexpo.com

 ■ 5 月 19 日 -11 月 15 日
 ◆ $32.20 ～

Spor ts

PGA TOUR
PGA プロゴルフのツアー
2020-2021 シーズンです。

 ■ 4 月 1 日 -4 日 
 Valero Texas Open 
 TPC San Antonio (AT&T Oaks),  San Antonio,  TX 

 ■ 4 月 8 日 -11 日 
 Masters Tournament 
 Augusta National Golf Club,  Augusta,  GA 

 ■ 4 月 15 日 -18 日 
 RBC Heritage 
 Harbour Town Golf Links,  Hilton Head,  SC 

 ■ 4 月 22 日 -25 日 
 Zurich Classic of New Orleans 
 TPC Louisiana,  Avondale,  LA 

 ■ 4 月 29 日 -5 月 2 日 
 Valspar Championship 
 Innisbrook Resort (Copperhead),  Palm Harbor,  FL

 ■ 5 月 6 日 -5 月 9 日 
 Wells Fargo Championship 
 Quail Hollow Club,  Charlotte,  NC

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 04 日 ( 日 )　対　ゴールデンステート 7:30pm
 ■ 4 月 06 日 ( 火 )　対　ニューオーリンズ 7:30pm
 ■ 4 月 07 日 ( 水 )　対　メンフィス  8.pm
 ■ 4 月 09 日 ( 水 )　対　シカゴ  7:30pm
 ■ 4 月 15 日 ( 木 )　対　 ミルウォーキー 7:30pm
 ■ 4 月 18 日 ( 日 )　対　インディアナ 1pm
 ■ 4 月 20 日 ( 火 )　対　オーランド  7:30pm
 ■ 4 月 23 日 ( 金 )　対　マイアミ  7:30pm
 ■ 4 月 25 日 ( 日 )　対　ミルウォーキー 7:30pm
 ■ 5 月 01 日 ( 日 )　対　シカゴ  8pm

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 09 日から　フィリーズ 3 連戦

 ■ 4 月 12 日から　マリーンズ 4 連戦
 ■ 4 月 23 日から　ディーバックス 3 連戦
 ■ 4 月 26 日から　カブズ 4 連戦
 ■ 5 月 07 日から　フィリーズ 3 連戦

 

Music

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

 ■ 4 月 10 日 Erykah Badu
 ■ 7 月 13 日 The Weekend
 ■ 7 月 22-23 日 Justin Biber
 ■ 10 月 27-28 日 Harry Styles
 ■ 10 月 29 日 Enrique Iglesias & Ricky Martin
 ■ 11 月 5 日 DAN +SHAY

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

 ■ 4 月 2-3 日 Beauty and the Beas
 ■ 4 月 15-17 日 Disney On Ice 
 ■ 4 月 14-16 日 Aladdin

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

 ■ 6 月 09 日 5 Seconds of Summer
 ■ 6 月 11 日 Russ

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。

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

【お客様のお問合せ先】
IACE TRAVEL 北米予約センター 
TEL: 1-877-489-4223（24 時間営業）

【会社情報】
IACE TRAVEL
535 8th Ave, Suite 801, New York NY 10018
https://www.iace-usa.com/
https://www.iace-asia.com/
本サービス情報
本リリースに関する問い合わせ先：
営業担当者：猪俣 泰人（イノマタ ヤスヒト）
1-888-280-4223 / yinomata@iace-usa.com
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 ● Broadway Across America
www.broadwayacrossamerica.com

 ■ 3 月 30 日 -4 月 4 日 Fiddler on the Roof
 ■ 4 月 20-25 日 Mean Girls
 ■ 5 月 21-23 日 Blue Man Group
 ■ 6 月 22-27 日 Ain’t Too Proud: The Life and 

  Times of The Temptations
 ■ 8 月 3-8 日 Tootsie
 ■ 8 月 24 日 -9 月 26 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

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

　IACE TRAVEL（本社：ニューヨーク州、代表取締役社長：長谷川大介）
では、在米旅行会社初のサービスとして、弊社指定の航空会社航空
券を購入された方を対象に、アメリカ渡航時に提示を義務付けられ
ている陰性証明書の発行に必要な PCR 検査キットおよびアメリカ国
内線の航空券を無料で提供します。
　現在、日本入国時の水際対策や、アメリカ入国時にも規制が設け
られていますが、コロナ渦でも、お客様に少しでも「安心」を感じ、「お
得」に旅行をしていただけるよう、2 つのサービスをご用意しました。
■サービス① : 日本での新型コロナウィルス PCR 検査キットの無料提供
■サービス② : アメリカ国内線無料航空券

IACE TRAVEL では、新型コロナウィルスの影響で日々状況が変わる
中でも、「安心」して「お得」に日本への一時帰国やご旅行を計画し
ていただけるよう最善を尽くし、より良いサービスの提供につとめ
てまいります。

ササーービビスス内内容容 
対象 アメリカ発日本行き往復航空券購入者 *¹ 

購入期限 2021年4月30日発券分まで 

出発日 2021年8月30日出発分まで 

対象クラス 全搭乗クラス(エコノミークラスは、指定の予約クラス以上) 

無料サービス ①日本での新型コロナウィルスPCR検査キット *²  

②アメリカ国内線無料航空券(ユナイテッド航空) 

*¹ IACE指定航空会社航空券購入者のみ対象 
*¹ 座席を使用しない2歳未満は対象外 
*² にしたんクリニック提供 
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　何か月も連続して真剣勝負論である。「もう飽きた」と思って
いる人たちがほとんどであるとはわかっているが、もともとそ
れほど人気のないこのコラムなので我が道を行かせていただき
ます。

　真剣勝負を語るには、何をもって真剣勝負というかを語るよ
りも何が真剣勝負の対極であるかを語るほうが真剣勝負とは何
かが浮き出てくるのではないか？真剣勝負の対極にあるのは
「八百長」だと思われがちであるが、私はそうは思わない。八百
長の定義はあいまいではあるが国語辞典によると「前もってど
ちらが勝つか打ち合わせておいて、うわべだけの勝負をするこ
と」だそうだ。

　そんなことは一般社会ではこの前も書いたように「相手にロー
プに振られてたら自らロープに飛んで行って返ってくる」こと
は社会人の中では暗黙の了解としてあたりまえの事のように
日々行われている。八百長は良くない、社会人の生活はすべて
ガチで貫き通すべきだ！と思っている人はどうぞご勝手にガチ
を貫き通して社会から孤立してください。ははは。

　実際に八百長で被害を被るのは、その試合等にどっちが勝つ
かとお金をかけている第三者だけである。たとえば「負けてくれ」
と金額を提示されて、その試合に負けたとしても負けたほうは

その勝負に勝つより負けてお金が貰えるメリットに重きを置い
ているということだし、お金を払って勝ちを買う方は、お金よ
りも勝ち星（おっと、これじゃまるで特定の某自称国技の事を
いっているようじゃないか）が重要だという事で、WIN	WIN 関
係で誰も損はしない。

　損をするのは八百長と知らずに勝つほうに賭けた賭博のお客
さんだけである。それを見ている一般人はそうと知らずに（？）
傍観しているので何も被害はない。

　例えば大相撲の千秋楽で、7勝 7敗の力士が 8勝 7敗で勝ち
越す確率なんてかなり高いと思う。優勝できないことがわかっ
ている 10勝 4敗の力士が、7勝 7敗の力士との対戦を勝った
としても、その一勝のメリットがほとんどないので、星を「売
り」に行くし、それがわかっているあと一勝で勝ち越しの力士は、
勿論「買い」に行く。ちなみに大相撲の世界ではそれを注射と
呼びます。

　「大将」の愛称で知られた某昭和の大横綱は普通なら負けるは
ずのない相手との対戦でも、保険の為に星を勝っていたと聞く。
凄いのはそれを断った相手に対しては、取り組みでガチで実力
の差を見せつけるために、星を売る
のを断った相手を文字通り土俵に叩
きつけているのだ。

　ああ、知らないうちに相撲の八百
長の話になってしまった。今回言い
たかった真剣勝負の対極にあるもの
を書き始めようと思ったら、なんと
なんと紙面が尽きてしまいました。
なかなか真剣勝負の話に行けませ
ん。来月は行けますように・・・。

国際大山空手道連盟

アトランタ支部長　高橋督格闘家の戯言

格闘家の戯言◎高橋督

真剣勝負論の続き

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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クラシファイド広告

一般求人
ヤマト運輸アトランタ支店
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

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。

YOKO’s Healing Tree
アイラッシュ、アイブロースペシャリス
ト、マッサージ師募集中。
詳しくはヨーコまで☎ 717-300-0541

Salon LIHGA スタッフ募集
スタイリスト募集
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
スタッフ募集、日英バイリンガル、土曜
出勤可能な方、要労働ビザ。篠原まで☎
770-272-1818 E info@myhaishasan.com

不動産業事務員募集
不動産事務のフルタイム、パート募集。
ケラーウィリアムス不動産
詳細：cjtamuragcg@gmail.com
7705585904 田村まで

GOHAN Market
アトランタ新規出店の日系スーパーマー
ケットの立ち上げメンバー / オンライン事
業の販売応援スタッフ大募集。フルタイ
ム / パートタイム ☆経験者優遇☆勤務地

（物流倉庫）Doraville 勤務時間は要相談　
お気軽に Email もしくはお電話で、ご連絡
ください。担当：杉田 TEL:310-923-5539 
Email : hello@gohanmarket.com

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

Umaido スタッフ募集
従業員募集。詳細は☎ 770-335-3070

はじめ スタッフ募集
従業員募集。詳細は☎ 470-428-2388

春一番　スタッフ募集
サーバー、キッチン及び寿司シェフを募
集しています。学生さん大歓迎。詳細は
ミッシェルまで、☎ 770-622-4060

横浜 Yokohama Doraville
寿司シェフ、フルタイムサーバー募集。英
語必須。詳細はリーまで。678-580-3455

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

HIRO RAMEN & TEA BAR
 Decatur エリア。ラーメンキッチンシェ
フ & サーバー募集してます。詳細は三浦
まで☎ 678-206-1701 又は 678-206-1742

Daisuki Sushi Izakaya
Jones Creek エリア。日本食レストランで
はシェフとサーバーを募集。
☎ 770-634-4347 西原まで

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。
Noriko 迄 noriko@nakatorestaurant.com

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

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

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

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、寿司シェフ、キッチンシェフ
を募集しています。Lower Roswell エリア。
詳細は 4 時半以降に☎ 770-565-6369 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@gmail.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

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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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
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 ドルをいただきます。
尚、求人広告は無料です。
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Logo / Pictures Fee $10 each.
Translation Fee $5

 ● Advance Payment is required to place your ad. Pay with Check 
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求人、売買、不動産、
教授、お知らせなど

クラシファイド広告
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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 5 月号は
5 月 5 日ごろ配布予定

編集後記

　晴れた日は窓からの陽も心地よく、おでかけしたくなっ
てしまう陽気ですね。桜も開花し、花や緑を感じられる季
節の到来にワクワクします。

　ワクチンもオフィシャルに全員解禁となり、制限なしで
出かけるようになる日もそんなに遠くない感じになってき
ましが、今はもう少し辛抱という感じで、まだアクティブ
に動くことを自粛しています。
　昨年はコロナ禍の中も影響で外出することもままなら
ず、途方に暮れていたのがすでに遠い日のようです。まだ
まだ落ち着かない感じではありますが、厳しい状況は乗り
越えたところですね。

　この 1年、長引く自粛生活を少しでも充実させるには…
やはり食が大事ということで、実はちょっと高級なフライ
パンを購入しました。これがすごい！火のとおりが違いま
すし、お料理が上手（？）になった気持ちになります。ちょっ
とした投資でしたが、これは大正解でした。	
　人々が再び世界を自由に旅するようになるのはまだ先か
もしれませんが，モノを通して日常の中に「新たな世界」
を発見することはできるかもしれません。皆さんも，何か
新しいモノを買ってみませんか？

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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