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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）

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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5 月 04 日　緑の日
　自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐく
む国民の祝日。
　元々は昭和天皇の誕生日である 4 月 29 日で、昭和天皇が生
物学者であり自然を愛したことから 1989 年より「みどりの日」
という祝日とされた。2007 年より 4 月 29 日は「昭和の日」
となり、みどりの日は 5 月 4 日に移動された。

5 月 05 日　こどもの日　端午の節句
　こどもの人格を重んじ、こどもの
幸福をはかるとともに、母に感謝す
る国民の祝日。1948( 昭和 23) 年 7
月公布・施行の祝日法によって制定
された。
　邪気を払う為、菖蒲や蓬を軒に挿
し、粽や柏餅を食べる。

「端」は物のはし、つまり「始り」と
いう意味で、「午」は「五」に通じることから、元々「端午」
は月の始めのの五の日のことだった。その中でも数字が重なる
5 月 5 日を「端午の節句」と呼ぶようになった。
　日本ではこの日、男性は戸外に出払い、女性だけが家の中に
閉じ蘢って田植えの前に身を清める神聖な儀式の日だった。
しかし、「菖蒲」が「尚武」と同じ読みであることから、鎌倉
時代ごろから男の子の節句とされ、甲胄・武者人形等を飾り、
庭前に鯉のぼりを立てて男の子の成長を祝うようになった。

5 月 27 日　メモリアルデー
　1865 年 5 月 26 日に南北戦争が終り、その戦歿者の追悼式
が 5 月 30 日に行われたことを記念してアメリカ合衆国の法定
休日となった。5 月の最終月曜日が祝日となる。
　かつてはデコレーション・デー (Decoration Day) として知ら
れていた。この祝日は、兵役中に亡くなった米国の男女を追悼
する日である。最初は南北戦争で亡くなった北軍兵士を称える
ために始められた。第一次世界大戦の後、あらゆる戦争、軍事
行動で亡くなった米国の兵士を含むように拡大された。
　。例年メモリアルデーの週末には、アメリカ各地でパレード
や様々なイベントが開催されます。
またこの日は「夏の始まり」として認識されていて本格的なサ
マーシーズンに入ります。ちなみに夏の終わりはレイバーデー
です。

5 月のカレンダー

5 月のカレンダー
5 月 01 日 メーデー
5 月 02 日 八十八夜
5 月 03 日 憲法記念日
5 月 04 日 みどりの日
5 月 05 日 こどもの日
5 月 25 日 メモリアルデー

5 月 01 日　メーデー
　1886 年にシカゴの労働者が「8 時間労働制」を求めてスト
やデモを行ったことを記念し、1889 年の第二インターナショ
ナル創立大会でこの日を国際的な労働者の祭典・万国労働者団
結の日と定めた。翌 1890 年に第 1 回メーデーが開催された。
日本でのメーデーは 1920 年 5 月 2 日に上野公園で行われた
ものが最初で、その後全国に広がったが、1936 年に政府によっ
て禁止され 1946 年まで中断された。
　元々は、ヨーロッパでこの日に行われていた春祭りで、花の
冠を被らせて「5 月の女王 (May Queen)」を仕立て、遊戯等し
て楽しむ日だった。

5 月 03 日　憲法記念日
　日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する国民の祝日。
1947 年のこの日に日本国憲法が施行したのを記念して、1948
年 7 月公布・施行の祝日法によって制定された。
　日本国憲法は 1946 年 11 月 3 日に公布され、半年の準備期
間を経て翌 1947 年 5 月 3 日から施行された。前文と 11 章
103 条の本文で構成され、「国民主権」「戦争放棄」「基本的人
権の尊重」を基本理念としている。
　なお、公布日の 11 月 3 日は、日本国憲法が平和と文化を重
視していることから「文化の日」になっている。

5
MAY

5 月のカレンダー
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 I’ll be the legend which won’t be a star!
僕はスターにはならない。伝説になる !

The Whole point of Queen was to be original.
クイーンの本質はオリジナルであることだ。

You can be anything you want to be, just turn yourself into 
anything you think that you could ever be.
それが何であれ、あなたは自分がなりたいものになれる。あな
たがこれまでで一番良いと思えるものにあなた自身が変えれば
よいのです。

As far as I always am honest, have a pain and live for myself, I’d 
like to enjoy a life greatly.
僕はいつも自分に正直で、苦しみを感じ、自分のために生きた
い。人生を大いに楽しみたいんだ。

If you see it there, darling, then it’s there!
そこにそれが見えるなら、それは実際にあるんだよ！

I’m possessed by love – but isn’t everybody?
僕は愛に取り憑かれているんだ。だけど皆そうじゃないか？

Compromise is the dirtiest word for me.
妥協は僕にとって最も汚らしい言葉だ

Music is akin to a lady. If I try to understand, you can’t enjoy 
yourself.
音楽は女性と似ている。理解しようとすると楽しめないのさ。

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

イギリスのミュージシャン
名前：フレディ・マーキュリー
国 :　タンザニア ザンジバル島
生 :　1946 年 9 月 5 日 - 1991 年 11 月 24 日

　フレディ・マーキュリー、本名はファルーク・バルサラはタ
ンザニアのザンジバル島で生まれます。インド出身であった両
親は当時イギリスの領地だったサンジバル島に仕事のため移住
してきました。
　フレディは幼少期の大半をインドで過ごし、7 歳でピアノを
習い 1954 年、ボンベイ郊外のパチンガニにある全寮制の英国
式寄宿学校、セント・ペータース・ボーイズスクールに通い、
この頃からフレディは複数のロックバンドで活動するようにな
りました。1963 年、17 歳のフレディはザンジバルに戻り、家
族と暮らし始めますが、翌年にザンジバル革命が起こり、家族
は安全上の理由からザンジバルを逃れ、イングランド、ミドル
セックス州のフェルサムにある小さな家に移り住みます。
　フレディ自身はウェスト・ロンドンにあるアイルワース工業
大学に入り芸術を学び、その後イーリング・アートカレッジに
進み芸術とグラフィックデザインの終了証を受けました。ここ
で学んだことはフレディにはプラスでバンドの特徴的なロゴや
衣装なども自分でデザインしています。
　大学を卒業後、フレディはバンドに参加しながら、ガールフ
レンドのメアリー・オースティンとロンドンのケンジントン
マーケットで古着を販売したり、ヒースロー国際空港で荷物降
ろしの仕事をしました。
　1971 年、QUEEN は、ベーシストとしてジョン・ディーコ
ンを加え 4 人体制で発足する事になりますが、当初はイギリス
国内での評判は良いものではありませんでした。しかし 1975
年に発表した「Bohemian Rhapsody」が世界中で大ヒットした
ことをきっかけに世界的ロックバンドとなっていきます。そん
な中、41 歳の時に HIV に感染していることが判明、それをきっ
かけとしてフレディは 45 歳でその生涯を終えることとなりま
した。

偉人の名言

偉人の名言
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ニュースダイジェスト
ジョージ・フロイドさん死亡事件
　米ミネソタ州ミネアポリスで白人警官が黒人男性ジョージ・
フロイドさんの首を膝（ひざ）で押さえつけて死亡させた事件
の裁判で、陪審団は 4 月 20 日、元警官に対し３つの罪状すべ
てで有罪評決を言い渡した。
　デレク・ショービン被告（45）は第 2 級殺人、第 3 級殺人
および第２級過失致死の罪で有罪を言い渡された。陪審は２日
間にわたって 10 時間以上の評議を行った。

　マスクを付けて公判に臨んだショービン被告は、有罪評決に
対して目立った反応を示さなかった。その後、被告は保釈を取
り消されて手錠をはめられ、法廷の外に連れ出された。
　第２級殺人の罪状は、ショービン被告がフロイドさんへの暴
行の結果、意図せず死に至らしめたとする内容。第３級殺人の
罪状では被告が「悪意をもって」行動したとし、過失致死の罪
状では被告の「重大な過失」がフロイドさんの死を引き起こし
たとしている。
　事件が発生したのは約 11 カ月前の 2020 年 5 月 25 日。現
場に居合わせた人が撮った動画にはショービン被告がフロイド
さんの首と背中を膝で押さえつける様子が映っている。フロイ
ドさん手錠をはめられ、うつ伏せの状態で道路に横たわってお
り、「息ができない」と繰り返し訴えた末に静かになった。押
さえつけた時間は 9 分 29 秒に及んだ。
　フロイドさんの最期の瞬間は、黒人米国人が長年指摘してき
た刑事制度が黒人を非人間的に扱う様子をはっきりと目に見え
る形で示した。事件を受け全米で抗議行動や略奪、暴動が発生
した。

アップル、新しい iPad Pro やカラフルな iMac 発表
　米アップルは 4 月 20 日に開いた春の年次発表会「Spring 
loaded」で、タブレット端末「iPad Pro」やデスクトップパソ
コン「iMac」の新製品、スマートフォン「iPhone」の新色な
どを発表した。持ち物を探してくれる新デバイスの「AirTag ｇ」
や、「Apple TV」の新製品も登場する。

　新しい iPad Pro は、より高速な半導体を搭載して高速通信規
格「5G」に対応。ミニ LED ディスプレーを搭載し、「Thunderbolt」
ポート経由で接続できる外部モニターが増えている。米国での
価格は 799 ドル（約 8 万 6000 円）から。4 月 30 日から注文
を受け付ける。
　新しい iMac はアップル社内で開発した半導体の「M1」を搭
載。これによって内部ハードウェアの縮小を実現し、厚さはわ
ずか 11.5 ミリになった。アプリの動作速度も高速化して、機
械学習の速度も向上、「Zillow」「Headspace」といった iPhone
向けのアプリを iMac で使えるようになった。
　画面は 24 インチの 1130 万画素ディスプレーを採用。色は
ピーチ、ミント、ラベンダーなど７色で展開する。在宅勤務の
ユーザーのためにカメラ機能も強化した。1080p 解像度のカ
メラは、ユーザーの見栄えを良くする自動ホワイトバランス、
ノイズリダクション、トーンマッピングなどの機能を搭載。新
しいマイクは雑音を減らして音を聞こえやすくする設計になっ
ている。価格は４色が 1299 ドルから、残る３色は 1499 ドル
から。５月後半に発売する。
 　AirTag は無線通信技術の「Bluetooth」を使って持ち物を探
すことのできるデバイスで、鍵や財布、ノートパソコン、車な
どに取り付けて使用できる。小さな円盤型の本体は半導体内蔵
で、アップルの「Finf My」アプリと接続して持ち物を見つけ
出す。音声アシスタントの「Siri」にも対応する。

ニュースダイジェスト
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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。

コロナ感染拡大と死者増加
　世界保健機関（WHO）によると、新型コロナウイルスの新
規感染者は８週連続、死者は５週連続でそれぞれ増加している。
テドロス事務局長は 4 月 19 日の記者会見で、パンデミック（世
界的大流行）が加速していると警告した。

　テドロス氏によると、先週１週間の新規感染者数は 520 万
人を超え、感染拡大が始まってから最多となった。
　世界の死者数は 300 万人を突破した。テドロス氏は「死者
が 100 万人に達するまで 9 カ月かかったのに対し、その後 4
カ月で 200 万人、３カ月で 300 万人に達した。大きな数字に
感覚がまひしがちだが、一人ひとりの死が家族や地域、国家に
とっては悲劇だ」と強調した。
　各地で高リスク層へのワクチン接種が進み、一部の経済活動
が再開するなか、25 ～ 59 歳の若年層で感染者と入院患者が
急増している。テドロス氏は感染力の強い変異株や、若者たち
の活発な交流による影響を指摘した。

手のひらかざして支払い完了
　米アマゾンは 4 月 21 日、傘下スーパーのホールフーズ・マー
ケットのシアトル市内の店舗に手のひらをかざして支払いがで
きるスキャナーを設置すると発表した。数カ月以内に市内８店
舗に広げる予定。
　この非接触の支払い方式は同市マディソンブロードウェーに
ある店舗で体験できる。試験運用を経て利用を拡大する。ホー
ルフーズのアラン・ラジャン最高技術責任者（CTO）は「当社
は顧客の買い物体験を改善する新しい革新的な方法をいつも模
索している」と語る。
　この方式で支払うためには、利用客は自分の掌紋とクレジッ

トカードやデビットカードの情報をリンクさせる必要がある。
一度登録しても、現金や小切手など他の支払い方式も選べる。
アマゾンは「アマゾン・ワン」と呼ばれるこの支払い方式を既
にアマゾン・ゴーなどの自社ブランドの店舗で試している。こ
うした店舗ではセンサーやカメラが購入品を把握し、利用客は
会計をせずに店舗を出ることができる。
　こうした会計不要の技術は労働需要を減らすものだとの批判
も上がっている。この点ホールフーズは新しい支払い方式が増
えるだけだと説明し、雇用には何も影響しないとしている。

たばこのニコチン含有量、依存性なくす水準に
　バイデン米政権がたばこメーカーに対してニコチン含有量の
引き下げを義務付ける規制強化を検討中と報じられ、米株式市
場の 4 月 19 日午後の取引でアルトリア・グループ（旧フィリッ
プ・モリス）株が急落した。
　米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）は、たばこの
ニコチン含有量を依存性がなくなる水準まで減らす内容の規制
強化をバイデン政権が検討中と報じた。ニコチンは疾病の直接
的な原因にはならないものの、依存性が高く、愛煙家がたばこ
をやめられない一因となっている。
　アルトリアの株価は 6％以上下げ、時間外取引でさらに 2％
下落した。WSJ によると、バイデン政権はニコチン含有量の
引き下げと同時に、メンソールたばこを禁止すべきかどうかも
検討しているという。
　ホワイトハウスにコメントを求めたが、返答はなかった。た
ばこ製品を規制する米食品医薬品局（FDA）は、ニコチン含有
量引き下げの新規制に関してコメントを避けている。
　FDA はメンソールたばこを禁止するかどうかをめぐり、4 月
29 日までに市民からの請願に回答する。FDA を含む各種機関
の調査によると、メンソールたばこは若者が吸うことが多く、
禁煙が難しい可能性がある。
　規制が強化されたとしても施行は何年も先になる見通しだ
が、たばこメーカーにとってはたばこの依存性を低下させ、喫
煙を始める若者の数を減らすことによる影響は甚大だ。
　アルトリアは米国でマルボロ、バージニアスリム、パーラメ
ントなどのたばこを販売している。FDA が行動を起こす場合、
農家から全米の販売店に至るまで何十万もの雇用に与える影響
や、闇市場が台頭する可能性など、実世界の影響について考慮
する必要があると牽制した。 
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南部料理お好きですか？
　南部料理というと「チキン」なの？と思われるかもしれませ
んが、私は時々無性に食べたくなります。先日、久しぶりにミッ
ドタウンにありますアトランタでは老舗のお店に行ってきまし
た。
　こちらのお店もコロナ以来閉まっておりましたが、昨年の
11 月からお持ち帰りと限定的でではありますがダイインもは
じまりました。本来ならお店の雰囲気も楽しみながら、食事を
したかったところですが、今回はお持ち帰りをオーダーしてみ
ました。

　ミッドタウンでちょっと用事を済ませた後、お店に向かいま
した。相変わらずの混雑でしたが、オンラインで先にオーダー
しておきましたので、時間通りでとてもスムーズでした。
　さてオーダーしたのはトラディショナル・サザン・スペシャ
リティの中から、ローステッドターキーを選択、サイドディッ
シュが 2 つ選べますので、トマトパイとブランズウィック ･ シ
チューをオーダー。ディナーロール、コーンブレットとシナモ
ンロールは食事と一緒についてきます。
　まだコロナの折なので、お持ち帰りでちょっと残念ではあり
ましたが、久しぶりの南部料理のお味は最高で、ちょっとリッ
チな気分を味わうことができました。

Mary Mac's Tea Room
224 Ponce De Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308

FOOD & HEALTH
お寿司と居酒屋メニューのお店
　ジョーンズクリークにオープンした「寿司居酒屋」がオープ
ンいたしました。場所は State Bridge Road で Kroger あるサド
ル・ブルックショッピングセンター隣にあります。こちらのシェ
フは、日本で 10 年、米国で 13 年のキャリアをお持ちです。

　まずはアペタイザーをお願いしました。から揚げ、大好きラ
ングーン、とんかつ、チキンカツをオーダー。から揚げはしっ
かりとお味がついていて、おかずにもおつまみにも合う感じ。
明太子マヨが詰まっているラングーンは大好きなメニューの一
つ、外側はサクッとしていて納得のお味。チキンカツ、とんか
つは一口サイズになっていて、タルタルソース、とんかつソー
ス、もしくはお好みソースでいただきます。私はたまごたっぷ
りのタルタルソースがお気に入りとなりました。
　握りは勿論ですが、何種類もあるロールは選ぶのも楽しい。
炙りサーモンロールはお口の中で刺身がとろける感じ。みんな
大好きのエビ天ロールは、エビやサーモンが上にのっかってい
て、見た目も豪華でお味ももちろん最高です。
　その他にも揚げシュウマイ、そしてたこ焼きもありますから、
おつまみには事欠きませんね。パティオも近日中にオープンす
る予定だそうです。

Daisuki Sushi Izakaya
11105 State Bridge Rd, Johns Creek, GA 30022

FOOD & HEALTH
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COVID-19 ワクチン接種カードを保護する方法
　コロナウイルスワクチン接種を受けたら、あなた自身とあな
たの地域社会を保護するための重要な医療ステップを完了した
ことになります。そして安心と腕の痛みに加えて、疾病管理予
防センターの印鑑が付いた COVID-19 ワクチン接種記録カード
を受け取とることになりますが、このカードを保護する方法と、
カードで何ができるかが CR 誌に掲載されていました。

　予防接種の証明は誤って洗濯してしまった場合、それに耐え
られない単なる紙のカードであるため、専門家はデジタルコ
ピーを作成することをお勧めています。 「まず、両側の写真を
撮り、それからロット番号を適切な場所に書き留めます。これ
は、ある時点で重要な情報になるからです」と、CDC の元責任
者であるトムフリーデンは述べています。
　製薬会社は、バッチ番号またはロット番号を使用して、同じ
施設で同時に行われた医薬品を定期的に追跡しています。 食
品やおもちゃなど多様な商品にも使用されるこのような識別番
号により、製造業者は有効期限を追跡し、汚染やその他の問題
が検出された場合の対応をより適切に追跡および調整すること
ができるそうです。
　カードをもっと安全にしたいと思うときには、Office Depot
を含め、いくつかの事務用品店が紙の証明書を無料でラミネー
トしてくれます。でもファイザーワクチンまたはモデルナワク
チンを接種する場合（それぞれ 3 週間または 4 週間間隔で 2
回接種する必要があります）、セカンドショットの情報が記録
されるまでカードをラミネートしないでください。
　色々な企業がコロナワクチンを接種したことによる特典を提
供しています。クローガー、アメリカン航空、マリオット、ペ
トコ、トレーダージョーズなどの一部の企業は、ワクチン接種
を受けるための特典を社員に提供しています。

　珍しい特典としては、1 部のクリスピークリームドーナツで
は、COVID-19 ワクチン接種記録カードを提示した人に 1 日 1
個の無料ドーナツを提供しています。購入は不要です。また保
その他の企業では、ゲームトークンからポップコーンまで、独
自の景品や特典を提供しています。
　万が一、カードを紛失した場合は、予防接種を行った薬局ま
たは事業体と州の両方が予防接種を追跡しているため、カード
を交換することができるそうですが、時間がかかる作業になり
そうなので、写真やコピーを取っておくことがお勧めですね。

フードテック企業、プレシードで初の 100 万ドル超
　フードテックのスタートアップ、米ベターブランド

（BetterBrand）の創業者であるエイミー・ヤンが米国の女性起
業家として初めて、プレシードラウンドで 100 万ドル（約 1
億 800 万円）以上を調達した。

　スタートアップ企業のデータベース、クランチベースによる
と、調達額は 120 万ドル。同社はベーグルなど、炭水化物が
非常に多くを占める食品の「栄養成分の構成を変える」技術を
開発している。
　出資したのは代替肉のインポッシブル・フーズや代替卵の
イート・ジャストなどを支援してきたベンチャーキャピタルの
バーソ・キャピタル、ファストフードチェーン「ウェンディー
ズ」の創業者の孫ショーン・トーマスなど。
　その他、女優のエミー・ロッサム、実業家のアンドリュー・
ヤンが創設した非営利団体「ベンチャー・フォー・アメリカ

（VFA）」の暫定 CEO も務めたファッションブランド「マーサー
（Mercer）」の共同創業者、ドリー・スミスなども出資している。
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　ベターブランドが米国内の一部の小売店とオンラインで販売
を開始する「ベター・ベーグル」は、含まれる炭水化物の量が
オレンジ半分、またはバナナ 2 切れとほぼ同じ量だという。
　ヤンによると、ベターブランドが開発した「穀物を変える」
技術はすでに知的財産権を取得しており、同社の企業機密と
なっている。もともと炭水化物が多い食品に含まれている炭水
化物を、減らすことができる技術だという。
　将来的にはこの技術を応用して、その他のカテゴリーの食品
を「再発明」することにもつなげたい考えだという。
　とうとうダイエットはここまで

ジュースの代わりに果物を食べる
　朝食と一緒に飲む甘いものを決めようとしている場合、
100％フルーツジュース（つまり、何も添加されていないジュー
ス）は、砂糖を添加したジュース飲料よりも確かに健康的です。 
　農務省の食事ガイドラインによると、一杯の果物は毎日の果
物として数えることさえできます。そしてそれはそれが由来す
る果物全体に見られる多くのビタミンとミネラルを含んでいま
す。それでも、アイオワ州立大学の食品科学および人間栄養学
部の准教授であるウェンディホワイト博士は、ジュースを飲む
ことはあなたの毎日の果物を得る最良の方法ではないと言いま
す。

　主な理由は、フルーツジュースには繊維がほとんど含まれて
いません。 「ほとんどのアメリカ人は繊維を大幅に消費してい
ません」とホワイト氏は言い、繊維は心臓病、糖尿病、便秘の
リスクの低下などの健康上の利点と関連しています。繊維はま
たあなたがより長く満腹感を感じるのを助けます、そしてそれ
はあなたの体重をコントロールするのを助けることができま
す。ジュースは果物全体よりも早く胃から出ます。 「その結果、
フルーツジュースの充填量が少なくなります」とホワイト氏は
言います。
　次に、砂糖の含有量があります。栄養学の専門家は一般に、
果物（および牛乳、プレーンヨーグルト、一部の野菜）に自然
に存在する糖については心配しないと言いますが、食物繊維が
不足していると、体がジュースの糖分をより早く吸収するため、
多くの人がフルーツジュースを例外としています。
　そしてフルーツジュースは、果物全体よりも糖分が濃縮され
ています。 たとえば、ミディアムオレンジには 12g の砂糖が
含まれていますが、オレンジジュースのカップには 21g が含
まれています。 一杯のグレープジュースには、50 個のブドウ
と同じくらいの糖分が含まれています。
　フルーツジュースはより多くのカロリーを持っています。 
たとえば、USDA のデータによると、オレンジジュースの 1 カッ

プは 112 カロリーですが、中型のオレンジは 65 カロリーです。
　また、British Medical Journal の 2013 年の調査によると、
フルーツジュースを多く飲むほど、2 型糖尿病を発症するリス
クが高くなりますが、フルーツ全体を食べると、病気のリスク
が低くなります。 ブルーベリー、ブドウ、リンゴの順で、最
も効果がありました。 週に 3 回のフルーツジュースをフルー
ツ全体に交換すると、糖尿病のリスクが 7％減少しました。

どのタイプのトルテリアがヘルシー？
　ソフトトルティーヤはメキシコのファヒータやブリトーを作
るときのベースですが、使用する小麦粉やコーンミールの種類
によって、これらの薄い丸いフラットブレッドはカロリーや塩
分などが大きく異なります。 トルティーヤをチェックしまし
た。

コーントルティーヤ
　しっかりとした歯ごたえのある食感を提供するコーントル
ティーヤは、通常、脂肪が少なく、成分が単純で、塩分が非常
に少ないと説明しています。

小麦粉のトルティーヤ
マイルドな風味とやわらかい食感の小麦粉トルティーヤがお好
きかもしれませんが、トルティーヤの中で最も健康的でない選
択肢です。精製された白い小麦粉から作られ、多くの場合添加
物を含み、特にコーントルティーヤと比較して、多くの塩分が
含まれています。

全粒小麦トルティーヤ（whole wheat）
全粒小麦のトルティーヤは、白い小麦粉のものより繊維が多い
ですが、塩分と加工成分の含まれている小麦粉トルティーヤに
似ています。 小さいサイズの全粒小麦（または小麦粉）のト
ルティーヤを選択すると、ナトリウムとカロリーを抑えること
ができます。

　メキシコのレストランなどでは、ソフトトルティーヤのチョ
イスを聞いてくれます。私はもし選択しがあるのでしたら、コー
ントルティーヤを選択しています。それは小麦のトルティーヤ
よりもフレーバーがあり、食べたときの歯ごたえが違うからで
す。
　本格的なメキシコレストランですと、ソフトトルティーヤを
専門に作っている人がいて、粉から練って、それを専用の機械
で平たく伸ばしているところを見ることができます。

SHOPPING
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テレワークで悪化する肩こり
　コロナ禍は終りが見えず、テレワークに移行する企業は増え
る一方です。もともと、デスクワークによる肩こりで悩む方は
多くいましたが、テレワークの普及で、改めて肩こりを感じる
人が増えています。もともと肩こりがあった方はさらに悪化し、
肩こりから派生する体の不調に悩む方も増えています。そこで
今回、鍼灸師の筆者が自宅やオフィスでできる簡単な肩こりの
対策を紹介します。

テレワークによりなぜ「肩こり」が起こるのか
　テレワークがはじまる前からデスクワークによる「肩こり」
でお悩みの方も多くいたかと思います。デスクワークには（1）
同じ姿勢で長時間いる、（2）背中が丸くなる、（3）足を動か
さない、（4）パソコン画面を見続ける、（5）キーボードやマ
ウスを使う、など「肩こり」になる原因が満載です。
　このようなデスクワークに加え、テレワークになると、（1）
出勤時間がなくなる（運動機会が減る）、（2）人と会う機会が
減る（雑談の減少、孤独）、（3）家の中や家族が気になる（画
面に映ったり、声などが聞こえてしまう）、（4）外の空気を吸
えない（気分転換ができない）、（5）仕事とプライベートの境
目がなくなる（メリハリがなくなる）、など今までになかった
ストレスが加わり、肩こりはさらに悪化してしまいます。
　

「肩こり」が悪化するとどんな弊害があるのか
　では、テレワークによるストレスで「肩こり」が悪化すると、
どんな弊害が起こるのでしょうか。
　まず、「肩こり」による弊害で多いのは頭痛です。「肩こり」
は肩だけでなく、首や肩甲骨もこり、血流が悪くなることで、
頭に血液がまわらなくなり、頭痛を引き起こします。頭の血流
不足は頭痛だけでなく、吐き気、思考の低下、集中力の低下、
うつ病や精神の不安定にもつながります。
　頭痛以外にも、寝違え、眼精疲労、耳鳴り、難聴、顎関節症、
歯痛、腰痛、便秘、不眠症などの原因にもなります。
　「『肩こり』くらいで仕事は休めない…」と無理をしていると、
仕事の効率が落ちるだけでなく、仕事を休まなくてはいけない
ほど辛い症状に見舞われる可能性も出てきます。

「お尻ポンピング体操」で肩こりを改善
　運動不足だとわかっていても、いきなり走ったり、筋トレし
たりするのは、なかなかハードルが高いと思います。そこで、

今回紹介するのは、誰でも、どこでも簡単に、しかもたった１
分でできる、とっておきの運動法です。それは、「お尻ポンピ
ング体操」です。
　「お尻ポンピング体操」はお尻（骨盤）を小刻みに上下運動
させることで、背骨の上下運動につながり、背骨と背骨の間に
ある椎間板が緩みます。
　椎間板は本来クッションの役割を果たしますが、疲労が溜ま
り、硬くなると背骨の動きが悪くなり、筋肉の過緊張（コリ）
や血行不良、神経伝達がうまくいかず、肩こりや腰痛をはじめ
として、体にさまざまな不調を引き起こします。お尻のポンピ
ングにより椎間板に振動を与えることで血流の改善、神経が通
り、全身の緊張が緩みます。　

超簡単にできる「お尻ポンピング体操」の方法
【お尻ポンピング体操】
（1） まずはまっすぐに立ちます。
（2） そして、両膝を軽く曲げ、腰を落とします。
（3） そこからさらに、1 ～ 2 センチ腰を落とす、戻す、を繰り

返します。
1 秒間に 2 ～ 3 回くらいの早さで、リズミカルにポンピングし
てみましょう。

（2）で腰を落とした後はそこからさらに膝を曲げるのではなく、
かかとの後ろにお尻を落とす感じです。小刻みにスクワットす
るイメージで行ってください。
◎所要時間：１回 30 秒～１分間

【チェックポイント】
◎ まっすぐ立った時に、横から見て、耳、肩、腰骨、膝（ひ

ざ）、踝（かかと）が一直線になっている
◎ 膝を曲げた時に、曲げ過ぎない（膝がつま先より前に出る

のは NG）
◎ 腰を落とした時、体重が踵に乗っている（つま先重心は

NG）

　ポンピングはジャンプと違い、足が地面から離れません。ジャ
ンプをする場合、つま先で蹴り上げるので、体重がつま先に乗
る瞬間がありますが、ポンピングはその必要がないので、常に
踵に体重が乗るようにします。
　「お尻ポンピング」は、骨、筋肉、神経を同時に刺激して、
筋緊張を緩和、血流を促進、神経の乱れを改善する全身運動に
なります。肩こりや腰痛の改善、胃腸の調子がよくなるなど体
の不調の解消だけでなく、繰り返し行うことで姿勢の改善にも
つながります。ぜひ、スキマ時間にお試しください。
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人とモノのブランディング
コンサルティング

　SAKURA 桜の季節が終わりを告げ、2021 年の二十四
節気　“穀雨（こくう）”が 4 月 20 日 です。穀雨（こくう）
とは、季節の指標となる二十四節気の６番目の節気で 

“春の柔らかい雨に農作物が潤う”という意味です。

　この時期に降る雨は、田畑の種まきに百穀を潤す水
の恩恵をもたらします。特に雨が多いという時期では
ないのですが、穀雨以降、降雨量が徐々に多くなり始め、
日差しも強まってきます。そして５月５日子供の日は
立夏。ライムグリーンやグリーンの若葉に代表される
目にも鮮やかな新緑の世界が広がります。
　ライムグリーンは緑と黄色の中間色で、柑橘系の果
実ライムの色を表していることからこの名が付いてい
ます。太陽の眩しい光を通して感じる樹々の葉はぐん

ぐん成長する子供の様に万物の命の輝きや喜びを連想
させる黄色と緑が合わさったライムグリーンです。爽
やかな森林浴を楽しむにはぴったりの季節ですね。

　色彩コラム第一回目は、世界で初めてカラーブラン
ディングを取り入れて大統領選に勝利した先駆者 J・F
ケネディ大統領にフォーカスしました。６０年の時を
経て今やカラーブランディングはメディアの世界では
当たり前になりました。
　そして色彩心理やカラーブランディングと並走しな
がら、2009 年日本で誕生したのが今回ご紹介する個
性の尊重や相互理解、他者への思い遣りといったコミュ
ニケーションに重点を置いたカラーメソッド、カラー
タイプ ® 理論です。

『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：https://profile.ameba.jp/ameba/michel925

◆ペールピンクからライムグリーンの世界へ
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◆カラータイプ ® について

　「人はそれぞれ違う個性と感性を持っている。お互い
を認め理解しあう事こそが大切」

　カラータイプ ® とは、色彩心理的な考察と心の動き
や行動の特徴を元に、独自の観点と研究を重ね開発さ
れた性格診断システムです。個人の性格や気質を 13
の色に置き換えて表し、さらに決断タイプ、創造タイ
プ、協調タイプ、堅実タイプの 4 つの属性に分類して
います。それぞれのタイプと各色の気質や個性、価値
観などを簡単に分かりやすく解説した　「思いやり」の
コミュニケーションツールです。
　自己他己の相互理解から始まり、家族・子育て・就活・
婚活・営業・接客などプライベートからビジネスシー
ンまで・・・人間関係を円滑にしてくれる一生お役に
立つメソッドです。

◆先ずは一生お付きあいするご自身の理解から・・・ 
　私ってどんな人？？！！

とても簡単なチャート簡易診断をしてみましょう！　
Lets’GO ！  

　　最後のマークは、太陽・星・ハート・木

　　さて何だったでしょう？

解説は６月号で！　
皆さまどうぞお楽しみに～ See You ！

一般社団法人 カラータイプ協会　　
マスターンストラクター　山本邦子
https://www.color-type.jp/instructor/interview_yamamoto.html
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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

泡を身にまとう
〜泡のアクセサリー編〜

　泡が好きです。透明でふわふわした丸い球体。昔私に叱られて大泣きしていた我が子
が、巨大な鼻提灯を膨らませた事がありました。叱っていた最中にも関わらず、漫画でし
か見たことないような 4cm大の見事な鼻提灯にゲラゲラ笑う私。幼いながら自分の鼻先
の異変に気付き、鼻提灯付けたまま泣き笑いする息子。ピリピリした空気も、まんまるな
空気が包んで和らげてくれるような、泡にはそんな力があります。数年前に、和語を付け
たハンドメイドアクセサリーを作っていました。薄桜 (うすざくら )、甕覗 (かめのぞき )、
氷雨 ( ひさめ )、花時雨 ( はなしぐれ )・・綺麗な日本語を探してる中、日本には沢山の
雨の呼び名があり、雨の呼び名だけで 400 語以上あるらしいというのも、その時初めて知
りました。和語は、音の響きや平仮名にした時の見た目の美しさ、漂ってくる色味が本当
に綺麗。泡は泡沫 (うたかた )とも言います。すぐに割れてなくなるさまから、儚く消える
ものの例えに使われます。「淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとど
まりたるためしなし」。最上の美しさが一瞬で過ぎ去る事でより魅力が増すという点は、
桜に似ていますね。でも。空気を含んで完全な球体で浮かぶ泡は、少しの空気の揺らぎで
あっちへふわふわこっちへふわふわしながら、サラサラした表面の物には弾けずかわした
りくっ付いたり、その薄い膜と裏腹に時には長くとどまったりします。弾けた事に気付か
ないほど次々と生まれ、小さな泡同士はくっ付いてやがて大きくなったりも。流されて弾
けるばかりではない泡。風のように軽く、時に迎合しつつも変化していき、弾けるその瞬
間まで自分の形を保つ。そんな風に生きていけたら。泡をイメージして、吹きガラスやコッ
トンパールでアクセサリーを作りました。透明なガラスは見た目に涼しく、これから暑く
なってくる季節にお勧めです。今回は、泡のハンドメイドアクセサリーを紹介します。

【コットンパールの房】
大きさ違いのコットンパールを房状に連ねて、
あぶくのように。コットンパールはとても軽い
ので、沢山付けても耳に負担がかかりません。

【輪っかと半月】
半月型は丸いものや多角形と組み合わせると、
モダンでカジュアルな印象になります。輪っか
はアクリル製、半月は木製です。

【自分用】
生成り色のマキシ丈リネンワンピースに合わせるために
作ったもの。片方は色んな大きさのコットンパールと真
鍮を連ね、もう片方は 3cmの特大コットンパール１粒だ
けの、アシンメトリーなデザイン。

【コットンパールのブレスレット】
子供の卒業式の際、セミフォーマルな服に
合わせるアクセサリーが無い事に気付き急
いで作ったもの。シンプルなので何にでも
合わせられ便利。
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【泡のネックレス】
ブルーの吹きガラスを連ねたネックレス。緑が
かったブルーで、透明度の高い湖のような色。
白いワンピースに合いそう。

【コットンパールと多面体】
木製の多面体は丸いパーツと相性がいいのでよく使います。
薄い円柱はすりガラスのようにサンド加工されたクォーツ。
コットンパールが雪あられ、クォーツは氷あられのよう。

【泡縦長】
ブルーの吹きガラスとメタル
スティックを縦に連ねたロン
グピアス。

【泡と光線】
長さ違いの円柱パイプの先にコットン
パールを添え扇状に。歩く度に揺れる
コットンパール達。

ご興味ある方は、Instagramからご連絡下さい。
momoka_and_kelirbulan

【グレー泡】
これまで一度作ったアクセサリーは同じ物
を作ることが殆どなかったのですが、これは
リピートして作っています。薄いグレーのガ
ラスは透明より大人っぽい印象。色んな服に
合わせやすくヘビロテしています。

kelir
bulan
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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

チキンソテーの
タルタルソースがけ

材料 2人分
　鶏もも肉...........................................................2 枚
　塩コショウ.......................................................少々
　白ワイン................................................... 大さじ 2

<タルタルソース >
　キュウリ.......................................................1/4 本
　ゆで卵...............................................................1 個
　マヨネーズ............................................... 大さじ 3
　レモン汁................................................... 小さじ 1
　塩コショウ.......................................................少々
　ブロッコリー...................................................4 房
　レモン ( くし切り )..........................................2 個
　サラダ油...........................................................適量

1.. 鶏もも肉は身の厚い部分をフォークで刺し、両面に塩コショウを振る。ブロッコリーは、分量外の塩を加えた熱湯でゆで、
ザルに上げる。

2.. ＜タルタルソース＞のキュウリは端を落としてみじん切りにする。ゆで卵もみじん切りにして他の材料と混ぜ合わせる。
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.. フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏もも肉の皮を下にして並べ入れる。両面に焼き色がつくまで焼いたら、白ワイン
を加え、蓋をして中に火が通るまで蒸し焼きにする。

5.. 器に鶏もも肉を盛り、＜タルタルソース＞をかけ、ブロッコリーとレモンを添える。

食べ応えのある料理ですが、糖質は控えめなので安心です。タルタルソースは、きゅうりを入れて彩りをそえましょう。仕上
げにブロッコリーとカットレモンをのせてめしあがれ。

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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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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　今回は、米国労働市場のトレンドの続きとして、2008 年
のリーマンショック時と 2020 年の COVID 時での労働市場
の違いについて、お話しをいたします。
　2008 年のリーマンショック時は 8.6 ミリオンの仕事が
なくなり、一番高い失業率が 2009 年 10 月の 10% でした。
一方 2020 年の COVID 禍では、リーマンショックより 2,440
件多い 33 ミリオンの仕事がなくなり、2020 年 4 月 14.8%
の失業率が一番高い失業率となりました。失業保険を受給し
ていた人の対比は、2008 年 1 月に比べ、2020 年 3 月は 7
倍もの方々が需給をしておりましたので、COVID の影響が
仕事において、非常に大きかったのが分かります。2021 年
3 月は、失業率が 6％まで戻りましたが、COVID 前の 2020
年 2 月の 3.5% に比べると、まだ完全に労働市場は戻ってい
ないと言えます。失業率が高かったのが、カリフォルニア州、
ニューヨーク州、ハワイ州、コロラド州など、観光業が盛ん
な地域に多大なる影響を及ぼしました。今後の見通し予測は
日々議論されていますが、ワクチン接種も進んできているの
で、時間をかけて徐々に戻っていくだろう、と言われていま
す。
　職種について、リーマンショックの際は、リテール、観光
業、製造業、プロフェッショナル　サービス、教育の分野に
打撃があり、影響が比較的なかったのは、出版・映像などの
情報分野、鉱業、農業でした。COVID の際は、レストラン関連、
環境行、リテール、教育分野が影響を受け、需要が増えたの
が、プロフェッショナル　サービス、医療、運送・倉庫分野
でした。運送・倉庫に関しては、オンラインショッピングが
パンデミック中さらに需要が高まったため、うなずける結果
ではあります。弊社の求人も運送・倉庫、輸出入や IT, プロ
グラミング求人が以前に比べて増して多くなっています。
　今回の COVID の影響を受け、ファーローと呼ばれる、“給
与が支払われない休み“という処置を従業員に対し実施した
企業も多々ありました。これは Lay off ＝恒久的な解雇とは
異なり、状況がよくなったら戻って来てね、という仮の処置
です。企業側は、仕事を停止することにより、従業員側は
お給料がもらえない＝一時的解雇のような状況となります。

なぜこのような選択をするかというと、一時的な経済の悪
化が急激に生じた際、企業は Payroll を減らさなければいけ
ない、つまり、人員削減をしなければいけに状況になります。
ただし、状況が落ち着くことを見据えて、ビジネスが戻って
きたら、経験があり、すでに訓練をされていて、仕事に精通
している従業員を戻すことで、すぐにビジネスを加速する事
が可能となります。今回のパンデミックでは、失業保険が出
た事に加え、政府の CARES Act により、最大週 600 ドルま
での追加支給が 2020 年 7 月 31 日まであったため、従業員
のためにもファーローにする事で、従業員側の生活費を担保
した企業もあります。企業側も従業員側も政府からのサポー
トを得て、今回の COVID を乗り越えてきた訳ですが、今後
ニューノーマルと共存しながらどのように経済が発展して
いくのかが注目されます。徐々に求人も増えている事もあ
り、緩やかに回復している兆しはありますが、以前とは異な
ることもあるでしょうから、引き続き今後の動向から目を離
せません。

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　その 2
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大蔵昌枝弁護士	ジョージア州弁護士
　学生や研究者は弁護士や企業サポートがなく、自分でビ
ザ申請を行うことが多いため、法的問題に対してどこを見
てよいかわからないといった問題が多くみられます。その
ため、自分でもビザの申請
ができるように解説された
本です。
 　研究者は学生ビザ、研
修ビザ、就労ビザなどで渡
米されるので、主に F-1・
OPT/CPT と　J-1 の申請方
法や配偶者の就労について
触れていますが ,　就労とし
てくる場合の H1B、L、E、
O ビザなども選択肢として
簡単に解説しています。
下記のリンクから書籍の概
要をご覧いただけます。

https://www.yodosha.co.jp/yodobook/
book/9784758108492/

学生・研究者用のビザ関連書籍
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トランプ政権による移民法措置の撤回
　トランプ政権は 4 年間にわたり 400 以上もの新しい移民法
規定や方針を発表しました。バイデン大統領は政権発足後、ト
ランプ政権が施行した数々の措置を徐々に撤回し始めて絵いま
す。そこで、最近の移民法の変更点について説明します。

【BAHA】2021 年１月 25 日に、バイデン大統領は大統領令に
より、トランプ政権によって発表された Buy American Hire 
American（通称 BAHA）を撤廃すると発表しました。BAHA 推
進のため、トランプ政権はアメリカ人の雇用や賃金を改善する
ために各政府機関に外国人の移民申請基準を厳しくするように
指示を出していました。その結果、オバマ政権が推進した同じ
ビザ種類での延長申請の簡素化方針が撤回され、H1B ビザ申請
に関しては、顧客先での勤務体系に対する審査基準が厳しくな
り、さらに H1B や L ビザ雇用主の監査が強化されました。そ
のため、各種就労ビザ申請に対し追加証拠の要請が発行される
確率が非常に高くなり、却下率もかなり上昇しました。今回の
大統領令により、各種ビザの申請基準はオバマ政権時代の基準
まで徐々に戻るのではないかと思われます。

【公的扶助ルール】2021 年 3 月 9 日にバイデン政権は、トラ
ンプ政権によって 2020 年 2 月 24 日から適用され始めた公的
扶助ルールを取り下げました。この法律はビザを申請する外国
人が将来アメリカ政府から公的扶助対象、つまり金銭的な援助
を受ける可能性があるかを調べるものです。公的扶助ルールは
主に永住権申請者に適用され、申請者は個人の資産や負債など
について詳細な情報の開示と証拠書類の提出を求められまし
た。また各種就労ビザや家族の延長申請にも公的扶助受給の有
無に関する質問が追加されました。今回の措置により、各種申
請フォームから公的扶助の質問は削除され、今後は公的扶助
ルールに関する証拠書類を提出する必要はなくなりました。ま
た、現在申請中の人も、公的扶助ルールに関して審査はされま
せん。

【トランプ大統領令】　
•	 永住権申請。2021 年 2 月 24 日にバイデン政権は、トラ

ンプ大統領令 10014 を中断すると発表しました。大統領
令 10014 は　新型コロナにより打撃を受けたアメリカ経
済の回復に向け、アメリカ人の雇用促進に弊害をもたらす
外国人の入国を制限する目的で作られたもので、2020 年
４月 22 日に始まり、2021 年 3 月末まで延長されていま
した。この大統領令により、米国市民の近親者以外の国外
からの永住権申請が一時的に中断していました。バイデン
の措置により、各国米国大使館や米国領事館では、地元の
新型コロナの蔓延状況をみながら、永住権申請審査を徐々
に再開していますが、昨年からの申請禁止措置のため現時

点では面接待ちの申請者のバックログが大変大きく、面接
にたどり着くまでまだ数か月はかかる見込みです。

•	 短期就労・交換ビザ申請。2021 年 4 月 1 日にバイデン
政権は、トランプ大統領令 10052 を延長しないと発表し
ました。大統領令 10052 は 2020 年 6 月 22 日に始まり、
2021 年３月３１日まで延長されていました。この大統領
令は、新型コロナによるアメリカ国内の失業率を改善すべ
く、H1B 専門職ビザ、H2B 季節労働者ビザ、 特定の J-1 研修・
短期就労ビザ、 L-1 関連会社間転勤ビザなど、国外での新
規申請やアメリカへの入国を制限したものです。 
今後もアメリカ市民やその家族の申請、さらに緊急面接が
優先されますが、各国の米国大使館や米国領事館では、地
元の新型コロナの蔓延状況を考慮し、面接の安全確保を確
認できたら、徐々に各種ビザ申請の審査枠を広げていくこ
とになります。ただ、昨年からの特定ビザの新規申請禁止
と各種ビザ面接のキャンセルが続いたことから、現時点で
は面接予約が大変込みあっているので、予約は早めに入れ
る必要があります。郵送申請の選択肢がある人は郵送申請
を選んだ方が無難です。面接予約が取れない場合は、緊急
面接のリクエストを出してみたらよいでしょう。

【ビザ面接免除の範囲拡大】
　2021 年３月 11 日には、各国の米国大使館や米国領事館で
のビザ延長申請の面接免除の対象範囲を広げると発表されまし
た。前回の申請内容に変更がない場合、今まではビザスタンプ
失効から 12 ヵ月以内であれば、面接に代わり郵送による延長
申請を選択することができました。しかしながら、昨年からの
渡航制限のために自国に戻れない人が相次ぎ、ビザスタンプ失
効後 12 ヵ月以上が経過している申請者が増えたために、トラ
ンプ政権は面接免除の対象をビザスタンプ失効後 24 ヵ月以内
に変更しました。今回バイデン政権はその免除対象期間をさら
に延ばしました。これにより、2021 年 12 月 31 日までは、ビ
ザスタンプ失効後から 48 ヵ月以内であれば、郵送によるビザ
延長申請ができるようになりました。ただし、L ブランケット
によるＬビザの延長申請者は依然として面接が必要となりま
す。

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

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

雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士

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

　 あなたの重荷を主にゆだねよ。主は、あなたのことを心配
してくださる。主は決して、正しい者がゆるがされるように
はなさらない。 　　　　　　　　　　　　詩篇 55 章 22 節

　ある所に、一人の病弱な人が住んでいました。彼の家の裏
には、大きい岩があって、その岩は、出入りに不便なうえ危
険でした。ある日、神様が彼に「その岩を押し続けなさい。」
と言われました。その日から、毎日、彼は希望を持って、岩
を押し続け始めました。半年過ぎて岩の位置を測ってみると、
その岩は全く動いていません。彼は玄関に座り込み、少しも
動いていない岩を見て、神様の言いつけを守ってがんばった
のに、自分の数ヶ月間の苦労は何だったのかと、神様を恨み
ながら泣きました。　
 
　その時、神様が彼に言われました。「愛する子よ、わたしは、
お前に岩を動かしなさいとは言わなかった。ただ、岩を押し
続けなさいと言ったのだ。今のお前の姿を鏡に映して見てご
覧。」彼は、鏡の前に行き、そこ写った自分の姿に驚きました。
鏡の中の自分は、以前の病弱な男ではなく、筋肉逞しい姿の
自分でした。神様の計画は、岩の位置を変えることではなく、
彼を変化させることでした。

 　この病弱な男性のように、神様の御旨（意図・計画）を誤
解して落胆している人が多いのではないでしょうか。神様は、
周りの状況の変化ではなく、その人自身の変化を求めて、実
質的な問題と思われる様なことを用いて、人を鍛え、変化さ
せて下さいます。　
 
　神様は、私たちが、神様の思いを取り違えても、私たちの
期待以上に素晴らしい変化を与えて下さる御方です。『天が高
く、地が深いように、王の心は測り知れない。（箴言 25:3） 』 と、
聖書は記しています。私たちの視野は、どんなに目を見開いて
もせいぜい 180 度くらいですが、神様は 360 度、限りなく見
渡して、ご自分の愛する子供たちを見守って下さっています。
今までやってきた無駄と思えるような事、何の役にも立たな
いと思う事も、神様の御旨（聖書）にかなうものには無駄な
事などありません。　
 
　神様に信頼して、委ねて歩む人生には、世の富・名声に優る、
天からの祝福を与えて下さいます。あの苦しみの十字架の死、
そして、3 日後によみがえられたイエス・キリストを通して、
イエスを主と信じる者には、誰にでも、神様を天の父と呼ぶ
特権が与えられています。　何というめぐみ、感謝でしょう。
神は愛です。　私たちは愛されています。　

　ワインに纏わる話はいろいろあって面白い。
　まだ日本に居た頃、テレビのバラエティでワイン通を自称
する芸能人数人に安いワイン（1，000 円級）と高級ワイン（？
万円級）のブラインド・テイスティングをさせる番組があった。
結果は安いワインを高級ワインと見事（？）に言い当てていた。
日本には自称ワイン通はゴマンといるが、さほど当てになら
ぬ。

　ボージョレ・ヌーヴォーというのがある。世界を尻目にそ
の時期になると狂喜する日本人。何しろ輸出量の半分が日本
向けとあるから、その狂喜度は凄まじい。熟成後の出来を占う
ほやほやワインをを新酒として売り出したワイン業者のした
たかさに、新しもの好きの日本人は見事に嵌った。ワインは
年代物じゃないと、という一方で「獲れたて」というだけのボー
ジョレに至極ご満悦なのである。

　筆者はワイン通ではない。アルコールは好きだからワイン
もたまに飲むが、焼肉かスペアリブの時くらいで年に数回、
それも ALDI か Trader Joe’s の３ドルクラスのワイン。このワ
インの世界に踏み込んだジャーナリストのビアンカ・ボスカー

の「Cork Dork」が Smithonian Magazine に紹介されていて面
白い。彼女はワインの裏側を知るためにソムリエの訓練を受
けて一年半かけて取材したそうである（以下ハイライト）。

　「伝統を壊す」のが得意なアメリカ人は、最新の科学の力を
駆使して世の高級ワインの味に近づけた安いワインの製造に
成功したという。ワインは法律上、アルコール度、酸化防止
剤及び着色剤使用の有無のみ表示すれば良く、そこに自由度
を見出した人達は最新技術によるフレーバー研究等により、
消費者が求める香りや軽さ、重さ、渋味などを自在に管理し、
安定生産を可能にしたという。安くて上質なワインの誕生に
より、アメリカは今、ワイン飲酒の黄金時代を迎えている。

　安いワインにはいろいろと”混ぜ物”が入っているのだが、
しからば、高級ワインは混ぜ物は無いのか、といえば、今頃の
ワインには程度の差こそあれ、立派に混ぜ物が入っているそ
うだ。表示の必要がないからいかにも無さそうな振りをして、
有名な産地を売りものに安いワインの 10 倍の値段を取ってい
るのが現状だという。知らぬは消費者ばかりなり。あなたは
どちらのワインを飲む？

野呂利　歩

Cheap Wine を侮るなかれ

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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中学以降で伸びる子に
　お子様の自立に向けて、中学以降はどんな力が必要なのでしょ
うか？　中学・高校の貴重な時期を有意義に過ごすために、小
学生時代に身につけておくことや親の関わり方についてお伝え
したいと思います。

　中学以降は「自分で考え、行動すること」ができると、とて
も楽しく有意義に過ごせる時期です。「なぜかな」とか、「おも
しろそうだな」、「もっと知りたいな」などと思ったことに対し
て自分で行動することができるかどうかがとても大切になりま
す。
　小学時代は、与えられたものを上手にできるようになる練習
が多いですが、中学生になれば自分で学び、考え、行動する範
囲を広げていくことが多く求められるのです。勉強面では、本
格的な英語の授業が始まり、社会科は地理・歴史・公民と分野
別になるなど、勉強する内容は広範囲になり、量も多くなります。
授業時間も長くなりますから、家庭では自分で予習や復習をす
ることが欠かせません。
　さらに学校行事、クラブ活動など、生徒主体で活動する時間
も増えてきますから同学年の仲間や先輩から学ぶ機会も多くな
ります。そこでは誰かについていくだけではなく、みんなを引っ
ぱっていく経験をすることもあります。このような場面では、
自分とは違う価値観をもつ他者の意見を聞き、認める姿勢が求
められるようになるのです。
　中学・高校時代は短期的には大学教育への、長期的には社会
人として自立するための準備期間であり、いわば自分の人生設
計の準備期間だといえます。大学入試の話題が大きく取り上げ
られがちな中等教育ですが、大学入試はゴールではなくスター
トです。社会にでて自分は何をしたいのか、自分の人生を開拓
していくために必要なものは何なのか、そのために大学で何を
学ぶのか、それらを自分で調べ、考えて、進路を選択していっ
てほしいのです。
　自立した 18 歳になるためには失敗を恐れずに自ら挑戦する
勇気と、あきらめずに続ける粘り強さ、そして何より、「なぜだ
ろう」「もっと知りたい」という好奇心や課題意識をもち、その
答えを探し求めようとする姿勢が必要です。

公文式学習者がもつ強さ
　公文式学習経験のある生徒は、自立に必要なを公文式学習を
通じてじっくり時間をかけて自分の中で育てているように感じ
ます。とくに最終教材終了生は「計画力 ( 計画を立て、時間を
管理し、遂行する力 )」「復元力 ( 多少の挫折から立ち直る力 )」「耐
性 ( やるべきことから逃げない、あきらめない力 )」という、自
立と深い関係にある不可欠な３つの力を身につけていると実感
します。
　これらの力は、自学自習で試行錯誤しながら解き進む学習を
積み重ねる過程で身に付いたもので、決して受身の学習や短期
間の練習で身につくものではないと確信しています。また教材
学習を通じて「やればできる」という経験も重ねているので、
自分に対する信頼と余裕があります。これは勉強の場面だけで
はなく、学校行事やクラブ活動など、さまざまな場面で自分の
目標をもち、挑戦し続けていく姿勢にも表れています。

　具体的には「国際法を学びたいから、この大学に進んで、こ
の教授について研究したい」というふうに、かなり具体的な目
標をもち、その道筋を描くことができる生徒たちが多くいます。
これは、最終教材に至る長い道のりを、先を見通しながら歩ん
できた経験が生きているようです。また公文式学習者には、う
らやましくなるくらいに本を読むスピードが速い生徒が多いで
す。読書によって、豊かな知識、論理的な思考力、表現力を得
るとともに、多様な価値観をも手に入れることができるので、
多くの本を読めるのはすばらしいことです。

小学生時代に身につけておくこと
　親がとくに心がけておくことは、「子どもに自分でできること
は自分でさせる」ということにつきると思います。朝は自分で
起きる、食事の後は食器を運ぶ、遊んだおもちゃは片付けるな
どなど、日常生活のいろいろなことを自分でできるようにして
おくことです。
　少々時間がかかっても、失敗しても、子どもがやろうとする
挑戦する気持ちを認めて見守り、努力をしている過程をほめて
あげてください。そういう関わりによって、子供は「いつかは
できるようになる」という強い気持ちをもって挑戦し、努力す
るようになります。学習面ではまず、学習習慣をつけておくこ
とが大切です。
　決まった時間に集中して学習する生活リズムは、中学以降の
忙しい生活の中でもしっかり学習を続けられる習慣に結びつき
ます。それから読書習慣をつけておくことも大切です。世界が
どのような知で構成されているのかを知ること、そしてその世
界のどこに自分の進路を定めていくの
か、他者とはもちろん自分とも対話し
ながら絞り込んでいくことを読書が可
能にしてくれます。
　いろいろなジャンルの本を濫読する
ことをおすすめします。インターネッ
トの情報は細切れで広がりを持ちにく
く、即時性の便利さが逆に私たちの考
える力そのものを奪い取っているよう
に思えます。まずは紙の本を手にとっ
て、いろいろな感性を働かせて味わう
読書の楽しさを体験することです。

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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　すっかり暖かくなってきて外へお出かけする機会が増えてく
る時期になりました。これからの季節気をつけなくてはならな
いのが紫外線。5 月頃から夏にかけて紫外線の強さはぐんと上
がります。外出をする際にお肌への紫外線対策をしている方は
多いかと思いますが、髪の紫外線対策・ケアもしっかりおこなっ
ていますか？ついつい忘れがちですよね。今回はこれからの時
期にやっておきたい簡単な髪の紫外線対策、そして毎日のヘア
ケア方法を紹介したいと思います。

　まず外出の際にできる髪の紫外線対策では
・帽子をかぶる
・UV カット効果のある洗い流さないトリートメントを使う
などがあります。シンプルですが帽子をかぶることで髪の毛は
もちろん、頭皮やお肌の日焼けも防げます。女優帽のようなつ
ば広で、なおかつ通気性のいいものであるとより良いです。
　紫外線対策用のヘアプロダクトは色々とありますが、その中
でもおすすめなのは UV カット効果のある洗い流さないトリー
トメントです。使い方は製品によっても変わりますが、朝起き
てまず髪をブラッシングした後、UV カットの洗い流さないト
リートメントを髪の中間から毛先につけ、ヘアドライヤーで温
風→冷風を使って寝癖を取りつつ髪全体に馴染ませます。この
二つの対策をお出かけ前に習慣づけることによって、紫外線に
よるダメージはずいぶんと抑えられます。
　そして綺麗な髪を保つためには毎晩のヘアケアルーティーン
が大切です。まずは髪を洗う前にブラッシングをして髪の表面
についた汚れを落とします。シャンプー・トリートメントをし
てお風呂から上がったらタオルドライをし、洗い流さないト
リートメントをしっかりとつけてからヘアドライヤーを使って
なるべくすぐに髪を乾かしましょう。ドライヤーを使わず自然
乾燥の方が髪にいいと思っている方もいらっしゃいますが、髪
を濡れたままにしておくのはダメージの原因になり、頭皮にも
良くないのでなるべくドライヤーを使って乾かすことをおすす
めします。ドライヤーを終えたあとでまだ髪が乾燥しているよ
うに感じる場合は、もう一度洗い流さないトリートメントを少
量手に取って乾燥が気になりやすい毛先を中心につけることで
保湿されてまとまりやすくなります。

　このようなシンプルなヘアケアを毎日のルーティーンとして
おこなうだけで髪の状態は確実に良くなります。傷みやすい髪
質だから、癖毛だからと諦めている方こそぜひ試していただき
たいです。他にも髪のことで悩んでいる事などございましたら
お気軽にご相談くださいませ。ご来店を心からお待ちしており
ます。サロンリーガのつぐみでした。

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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　あなたにとっての健康とはどんな状態ですか？
　WHO（世界保健期間）によると、「健康とは身体的・精神的・
社会的に完全な良好な状態であり、単に疾病のない状態や病弱
でないことではない」と定義されています。なんだかわかりに
くいですが、“病気でないことがイコール健康だというわけで
はない”と謳っています。この WHO の健康の定義には私も概
ね賛同です。
　医療機関での毎年の健康診断はとても大切です。血液検査や
尿検査の結果は気にしなければなりません。しかし、検査結果
が正常値の範囲内であれば必ずしも健康である、とは限らな
いと思うのです。私は、健康とは「身体・精神・環境（栄養）
が調和し、現在与えられている状況において最高の Quality of 
Life（クオリティ・オブ・ライフ：生活の質）を得ている状態」
だと思っています。では、この数値では図れない , 心身ともに
バランスの良い健康を手に入れるためにはどうしたらいいの
でしょう。おすすめは「健康への DREAM」の実践です。

Diet ／食事：良質な食材・食事の摂取
Rest ／睡眠：6 ～８時間の睡眠
Exercise ／運動：1 回３０分以上の有酸素運動を週 3 回以上
Alignment ／姿勢：良い姿勢での生活。定期的なメンテナンス
Mental Stress ／精神的ストレス：ストレスコントロール

　基本的にはこの５つを日常的に心がけて生活していれば、健
康と感じられる状態に近づけるのではないかと思います。しか
し、体質や加齢、これまでの生活習慣などの積み重ねで、体調
不良を感じたり病気になってしまうこともあります。そんな時
は、ご自身の身体の変化を見逃さず、しかるべき所に相談して
いただきたいのです。真っ先に思い浮かぶのは、かかりつけの
主治医や医療機関ということになりますが、まだ病院に行くほ
どでもないと思う時や、“なんか調子が悪い”そんな曖昧な状
態を英語で説明するのは…と躊躇している方は、ぜひ一度当院
にご相談ください。

　東洋医学には『未病』という概念があります。未病とは、健
康から病気に向かっている状態や、検査結果に異常はないが、
何かしらの自覚症状がある場合のことだそうです。カイロプラ
クティック治療には、姿勢や背骨の歪みを正すことで自律神経
や血流を整え、自己治癒力や免疫力向上効果があります。体の
免疫力が上がれば、健康から病気に向かっている状態をもう一
度健康に引き戻すことができます。未病の改善です。
　当院は“カイロプラクティックオフィス”です。が、私は
カイロプラクティックだけで健康になれる、問題が解決でき
るとは考えていません。今、当院には私以外にも患者さんのケ
アに携わるスタッフが２名いて“チーム AYC”(Atlanta Yajima 
Chiropractic) として Holistic Health Solutions（包括的な健康

問題の解決）を目指し日々精進しています。そのため、当院で
はカイロプラクティック治療以外にも６つの専門的メニュー
を取り揃えて、患者さん 1 人 1 人に合った治療やケアに当たっ
ています。各メニューの詳しい内容は、当院 H P やアニスのバッ
クナンバーをご覧いただいたり、当院に直接メールや電話でお
問い合わせください。
　長引くコロナ禍です。心身ともに疲れや不安を感じている方
も多いと思います。私が目指しているのは地域の「健康よろず
相談処」。未病やちょっと
気になる程度の体調不良で
もお 1 人で悩まずに、ぜ
ひご来院ください。心身の
不調や不安を話すだけでも
きっと楽になりますよ。初
回コンサルテーションは無
料です。お気軽にご相談く
ださい。

矢島　敬朗

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

あなたは健康ですか？
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質問：歯の漂白のメカニズムについて教えてください。

回答：ホワイトニング（漂白）は薬剤を使用し、歯の表面のス
テインを分解するだけでなくエナメル質の内部の色素も分解し、
歯そのものの色を白くする処置です。

■ 歯の構造とホワイトニング
　歯の構造は、その最表層に人体の中で最も硬い組織「エナメ
ル質」で覆われ、それより深い部分に黄褐色の「象牙質」があり、
さらに歯の中心部分に「歯髄（神経）」 があります。
　エナメル質はほとんどが無機質で構成されていますが、わず
かに有機質の部分があります。その有機質が着色し、歯の変色
となって現れてきます。歯の漂白でエナメル質中の有機物が漂
白されますが、象牙質までは漂白されないと考えられています。

（象牙質も漂白されるという研究も一部ではあります。）

■ マスキング効果
　エナメル質は半透明な構造で、たとえエナメル質内の着色有
機物を全て白くしたとしても、象牙質の色が透けて見えてしま
い歯は白く見えません。エナメル質は小柱構造（小さな小柱が
束になっている）のためどうしても光が通過しやすく、象牙質
の色が透けて見えてしまいます。
　漂白剤の作用は歯の着色有機物を白くするだけでなく、エナ
メル質表面の構造を角状
から球状に変化させてい
ます。 こうなることで光
の乱反射が起こり象牙質
の色が透けて見えなくな
ります。 これをマスキン
グ効果と言います。

■ 漂白に使われる薬剤
　ホワイトニングジェルに含まれる薬液は過酸化水素と過酸化
尿素です。
①  過酸化水素 

当院ではオフィスホワイトニングに過酸化水素を使用しま
す。過酸化水素を含むジェルを歯に塗布し光照射することで
過酸化水素が分解され、フリーラジカルを発生します。この
フリーラジカルが着色性の有機物質を酸化・分解し無色化し
ます。原理としては、洗濯や掃除などで行われる漂白と同じ
ですが、過酸化水素の濃度を厳密に管理することで、口腔内
でも使用できるようにしています。

②  過酸化尿素 
当院ではホームホワイトニングに過酸化尿素を使用します。
過酸化尿素は唾液や体液によって徐々に自然分解し、約 1/3
の濃度の過酸化水素と尿素に分解されます。少しずつ過酸化
水素を生成するので穏やかな漂白効果を示し、持続時間が長
いのが特徴です。ホワイトニングジェルに含まれる過酸化尿
素には、歯を傷めることがなく内部の色素を細かく分解する
力があります。継続的に作用させることによって、より深い
ところの色素まで分解して歯を白くすることができます。

■タッチアップ
　ホワイトニング直後から歯の再石灰化が始まり、何もしなけ
れば緩やかに漂白の効果は後戻りをしていき、数ヶ月から１年
でホワイトニング前の状態に戻ります。白さを維持するために
は、3 ヶ月～ 6 ヶ月毎に追加の漂白をしていけば良いことにな
ります。これを『タッチアップ』といい、ホワイトニング後の
大切なケアのひとつです。
◆オフィスホワイトニング 
 ・・・・3 ケ月から 10 ケ月程度
◆ホームホワイトニング 
 ・・・・半年から１年程度
　歯の色戻りが気になったら、追加のホワ
イトニングを行えばまた以前の白さを取り
戻すことが出来ます。その他、歯の漂白に
関するご質問は歯科医院でご相談下さい。
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

　端午の節句～こどもの日の由来
　もともとは古代中国発祥の厄祓い行事です。「端」は初めの
という意味で、「端午」は月の初めの午（うま）の日で、五月
に限ったことではありませんでした。やがて、五月が十二支
でいう午の月であり、「午（ご）の日」が「五の日」に通じる
ことや、奇数が重なっておめでたい「重五（ちょうご）」の日
でもあるため、「午の月の端の午の日」＝端午といえば五月五
日をさすようになりました。
　この時期は季節的にも雨季を迎えることから、病気や災厄
の祓いは大事な行事。盛りを迎える香り高い菖蒲や蓬（よもぎ）

が邪気を祓うとされ、蓬で作った人形（ひ
とがた）を軒に飾ったり、菖蒲酒を飲ん
だり、菖蒲湯に浸かって邪気祓いをして
いました。

＜平安時代　……宮中行事になる＞

　こうした古代中国の風習が日本に伝わり、平安時代に端午
の節会（せちえ）という宮中行事になりました。香高い菖蒲
で屋根を葺いたり身体に付けたりするほか、菖蒲や蓬を丸く
編み五色の糸を結んだ薬玉（くすだま）を飾ったり、貴族同
士で薬玉を贈りあう習慣もありました。こうした様子は、『源
氏物語』や『枕草子』にも登場しています。

こどもの日／端午の節句のいろは
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メディカルコラムKuraoka
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アメリカの薬局について
　アメリカの薬局には実にいろんな薬や商品が売られてい
る。「ファーマシー探訪が大好き」という人も多いはず。と
はいえ種類が多すぎて、同じような薬があると違いがよく
分からない。今回は市販薬についてお話します。

市販薬って？
　英語で「OTC」。「Over The Counter」medicine の略で、「店
頭医薬品」とも訳すことができます。医師からの処方箋が
必要な処方箋薬（Prescribed Medicine）と違って、OTC は
誰でも買うことができます。

「ジェネリック」って何？
　薬には、最初に開発される「先発医薬品」と、その特許
期間終了後に発売される「ジェネリック医薬品（後発医薬
品）」があります。
　 まず先発医薬品とは、製薬会社が莫大な資金をつぎ込ん
で開発する新薬のことです。開発に際して莫大な資金をつ
ぎ込んで様々な試験を行い、その薬の安全性・有効性を証
明し、そのデータをもとに米食品医薬品局（FDA）の承認
を得て新薬として発売します。特許期間中は開発会社が独
占販売できますが、特許期間が終了すると、ほかの製薬会
社もその薬と同じ有効成分を使って医薬品を製造、販売で
きるようになるわけで、それがジェネリック医薬品です。
先発医薬品に比べて開発費が少なくて済む分、安価で発売
されます。
　 OTC にも処方箋薬にもジェネリック医薬品があります。
例を挙げると、CVS やライトエードなど、各薬局チェーン
が「ストアブランド」として風邪薬や鎮痛剤を製造販売し
ますが、あれもジェネリック医薬品です。

先発医薬品とジェネリック医薬品の効き目は同じ？
　同じです。薬には有効成分と、それ以外の「付加成分」
が含まれます。有効成分とは文字通りその薬の効果を発揮
する成分で、付加成分とは薬の大きさや形を保ったり、色
をつけたりする成分のことです。先発医薬品とジェネリッ
ク医薬品では、この付加成
分が異なるものが多いです
が、薬の効き目には影響を
与えず、体にも無害な成分
なので、安価なジェネリッ
クも、少し値が張る先発医
薬品も、効果と安全性は同
じです。

OTC を服用する時の注意事項は？
• 注意額を必ず読み、用法、用量を守る。特に、７歳以

下の乳幼児、妊婦はどんな薬でも服用前に医師に相談
すること。

• 薬には必ず副作用があることを理解する。アレルギー
体質や、併用する薬によっては、危険な状態を引き起
こす可能性がある。

• 同じ名前（ブランド）の薬でも、様々な用途があるので、
薬の名前だけでなく、用途や種類も確認してから購入、
服用すること。

• 指定された服用期間を過ぎても症状が改善しない場合
は、必ず医師に相談すること。

MONTHLY NEWS LETTER for HEALTH

メディカルコラム◎倉岡クリニック
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～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。～

口臭
　口臭の原因の８０％以上が口腔内にあるとされています。不快と感じる口臭の成分は多いのですが、中でも揮発性の硫黄化合物
が主な原因成分として考えられます。
これは口の中の嫌気性菌が、はがれた粘膜上皮細胞、歯周ポケットからの浸出液や食物残渣などのたんぱく質成分を分解して発生
するものです。揮発性硫黄化合物は主に３種類のガスがあり、口臭はこれらが混合した臭いです。

口臭の種類と原因
1. 生理的口臭 

• 起床直後、空腹時、緊張時は唾液の分泌が減少し、細菌が増殖して口  
 臭の原因である揮発性硫黄化合物が増えるために起こります。また、 
 加齢による口臭の増加や女性の生理にともなう口臭の増加も報告され 
 ています。これらは健康な人でも発生する口臭で、歯みがきや食事を 
 することにより減少します。 
• 舌苔 ( ぜったい ) は口臭と関連しており、主な発生部位となります。 
 舌苔は舌の表面に灰白色～褐色に見える苔状のもので、はがれた細胞  
 や細菌、食べかすなどが付着したものです。

2. 外因的口臭 
 ニンニク、ネギなどの有臭食品、酒、タバコなどによる口臭で、多く 
 は時間の経過とともに弱まります。

3. 病的口臭 
• 口腔由来：歯周病や進行したむし歯など、口腔内にある原因で起きる口臭です。 
• 全身由来：鼻や喉の病気、呼吸器系、糖尿病などの病気が原因で起こる場合もあります。

4. 心因性口臭 
 口臭検査でも口臭が認められない者で、本人だけが口臭があると思い込む口臭で、自臭症とも言われます。ストレスや精 
 神的に不安定な場合に多く見られます。

口臭予防のポイント
1. 歯ブラシ、歯みがき剤、歯間清掃用具を使って口の中を清潔に保ちましょう。
2. 歯科医院で定期健診を受け、歯周病やむし歯にかかっていないかみてもらいましょう。また、歯石除去や専門家による歯の清

掃を受けましょう。
3. 緊張やストレスをためないよう心がけ、規則正しい生活をしましょう。

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】新しい友人、仕事仲間といった人
との縁もそうですし、家具や家電などの物
との縁、生活環境との縁など様々な分野で
の新しい縁に期待が持てそうです。人と会
う機会、中でも特に新しい人と会う機会は、
逃すことなく積極的に持つようにしていき
ましょう。

【恋愛運】良いなと思った相手と縁ができて、
相手のことをもっと知る機会を得ることで
しょう。積極的に自分をアピールして、相
手から興味を持ってもらえるようにしてお
きましょう。

【金　運】金運はやや上向いてくるようで、
色々と試してみたい欲求が湧いてくること
でしょう。思ったことは次々に取り組んで
いけば、その中から正解とも成功とも言え
る結果に結び付くことがありそうです。

♥	幸運日：3　17　26
×	危険日：8　18　22

【全体運】物事が上手く進み、また以前失敗
したことや望み通りの結果が出せなかった
ことでも、成果を挙げることが叶いそうで
す。気になったことはどんどん取り組んで
いき、また再チャレンジの月にすることも
良いでしょう。

【恋愛運】浮気の暗示があります。あなたの
恋人や夫がそういったことをする可能性も
ありますし、あるいは友人からそういった
相談を受けることもあるでしょう。自分に
直接関係あるかないか明確には不詳ですが、
キーワードとして覚えておくと良いかも。

【金　運】良いこともないが、決して悪いこ
ともない、そんな具合でしょう。下準備や
計画の時期だと思っておくと良いでしょう。
新しいことを始めようと思っていたら、じっ
くりと計画を練ると良いでしょう。

♥	幸運日： 14　20　24
×	危険日：3　17　28

【全体運】明るい話題が多そうな良い運気を
しています。あなた自身のこと、そして身
近な人などの嬉しい報告を何度も聞くこと
ができそうです。特になにかに継続して取
り組んでいる人は、嬉しい結果が出る時期
に差し掛かっているようです。

【恋愛運】恋愛運は高くはないですが、年
齢差のある異性との関係が進展する気配を
持っています。身近で “ 良いな ” と思って
いる異性がいれば、素直になってみても良
いでしょう。

【金　運】金運はやや下降しそうで、10 日
頃が今月の金運の谷とも言える運気のよう
です。なにかしらの購入や大きな金額を動
かす決断は、少なくとも 15 日以降に回す
ようにしましょう。その場合も、きちんと
裏を取ってから進めるのは必須でしょう。

♥	幸運日：1　14　23
×	危険日：4　17　21

【全体運】生活の中に変化を設けると、運気
が良い流れに乗りそうな気配をしています。
通勤や通学路を変えてみる、食生活を変え
てみる、新しい趣味を持ってみる等々、こ
れまでの自分とは異なる行動を取ってみま
しょう。

【恋愛運】新しい出会いに期待が持てそうで
す。必ずしも恋愛関係になるとは言えませ
んが、仲の良い異性として長く良好な関係
が続くことでしょう。この時期、結婚相手
との出会いに期待が持てます。

【金　運】金運は停滞を脱することがまだで
きないようで、つらいと感じることが何度
もありそうです。頑張ってもなかなか結果
につながらないので、トンネルの先が見え
ない不安を抱きそうです。細々と、耐える
期間だと割り切る覚悟を持ちましょう。

♥	幸運日：3　17　26
×	危険日：		9　15　30

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】自分の知識や情報を一度疑ってか
ら、発言や行動をするようにしましょう。
慎重さが求められるようです。あなたの持っ
ている知識が、必ずしも今の時代に通用す
るとは限りません。

【恋愛運】仲の良い友人から恋人に発展する
ことも、三角関係や不倫関係が解消される
ことも、新しい出会いに恵まれることもあ
りそうです。年齢差のある恋愛は、オスス
メできません。

【金　運】金運は月初め良く、中旬に向けて
下がり、また少し持ち直して 6 月を迎える、
そんな折れ線グラフを描きそうです。良い
状態だと実感していても、急に下降するこ
とがあるので注意しておきましょう。無駄
遣いは控え、いざという時のために確保し
ておくのが良いようです。

♥	幸運日：10　18　26
×	危険日：2　17　23

【全体運】なにかと人とぶつかる時期になっ
てしまいそう。単なる怒りを溜め込むよう
なこともあれば、衝突の中から解決を見い
出したり切磋琢磨することでレベルアップ
を叶えることもあり、一概に衝突が良いと
も悪いとも言えないようです。

【恋愛運】	新しく知り合った共通の趣味や考
え方を持つ異性とか、長く友人として関係
を築いてきた異性、苦労を共にした仕事仲
間などがその対象になるでしょう。気持ち
の揺れを感じたら、アプローチしてみると
良いかもしれません。

【金　運】金運はやや波があるようで、その
ため一喜一憂することなく過ごすことが肝
心でしょう。悪いときに気持ちが必要以上
に落ち込むと、そこから立ち直ることが難
しくなってしまいます。

♥	幸運日：9　17　22
×	危険日：1　14　26

【全体運】気持ちと身体のずれを感じてしま
うようです。あれもやりたい、これもやり
たいといった欲求はあれこれ湧いてくるの
ですが、肝心の身体がいざというときに動
かなかったりして、目標を達成することが
難しい状況になってしまいそうです。

【恋愛運】好きな人はいるけど告白できない。
気になる人はいるけど近付けないといった、
もどかしい気持ちを自分の中にも感じてし
まっていることでしょう。もちろん、思い
切りの良さも大切ですが、今その時期なの
かを再考することも大切です。

【金　運】金運は良いようで、商売をしてい
る人は特に良いアイデアが浮かんできて、
それが実入りにつながる結果を生み出しそ
うです。思い切った行動、対策が功を奏して、
嬉しい結末を迎えそうです。

♥	幸運日：5　13　25
×	危険日：9　17　28

【全体運】なにか見落としはないか、不足は
ないか、皆があなたに付いて来られている
か、フォローすべきことを失念してはいな
いか等々、いったん止まって振り返ること
でなにかしらの不足に気付くことができる
ようです。

【恋愛運】恋愛運は、月初めと終わりにや
や高まるだけで、あとは意外と上向かない
期待外れの状態にありそうです。妙に相性
の良さやシンパシーを感じていても、相手
の方はあなたに対してそれほどでも……と
いったこともありそう。

【金　運】金運は良くも悪くもなく、良い意
味での安定を見せそうです。あまり物事を
複雑に考えない方が良い策を思いつくよう
ですから、思ったことはあれこれ考え過ぎ
る前に動くようにしましょう

♥	幸運日：7　18　28
×	危険日：2　15　29

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】登り坂をゆっくり確実に上る感じ
で推移しそうです。何事もはじめは上手く
いかないもの。そこであきらめたり放り出
したりすることなく、根気良く続けるよう
にしましょう。そうすることで、成功を手
にすることができるようです。

【恋愛運】あまり波のない安定した状態にな
りそうです。良い縁もありそうですが、燃
えるような感情を抱くほどではなく、なん
となく交際をスタートさせてしまう可能性
もあります。

【金　運】金運は平凡なようで、やや気持ち
に焦りが出てくる様子。堅実さが一番のよ
うですから、あまり冒険心は起こさないよ
うにしておきましょう。言葉の信用が低下
しているので、言ったことは必ず守り実行
するように心掛けましょう。

♥	幸運日：10　19　25
×	危険日：6　20　30

【【全体運】対立していた人と協力すること
になったり、最初から相性の良さを感じる
人と出会ったり、ポジティブな面が多く感
じられることでしょう。誰かと協力して行
う必要がある場合、今この時期を逃さずに
動いた方が良いようです。

【恋愛運】新しい縁に期待が持てる恋愛運を
しています。恋人に発展するのは、今身近
にいる異性ではなく、新しく知り合う縁の
相手になることでしょう。人と人とを結び
付ける役目も吉のようですから、間を取り
持ってあげるのも良いでしょう。

【金　運】金運はやや下がりそうで、余計な
出費が重なってしまいそうです。入ってく
る分も減るので、気持ちはあまり良いとは
言えないでしょう。ですが余裕はあるので、
ついつい物欲が刺激されてしまいそうです。

♥	幸運日：3　16　27
×	危険日：5　11　25

【全体運】なにかしらのアイデアを出したり、
意見をしたり、創作活動にもってこいの時
間を過ごすことができるでしょう。積極的
に思ったことを口にして、あなたの内にあ
る感情や考えを表に出していきましょう。
仮に求められる場面でなくとも、思い切っ
て発言してみるのも良いでしょう。

【恋愛運】パートナーとの関係は良好を続け、
出会いもゼロというわけではないようです。
ただし、相性がそこまで良いとは言えない
ようですから、心の底から満たされたと感
じるには至らないことでしょう。

【金　運】金運は好調のようで、思わぬ臨時
収入にも期待が持てそうです。これまでの
頑張りも評価されて、良い方向へと向かい
そうです。特に長年携わってきたことで、
あなたの評価が高まることでしょう。

♥	幸運日：11　17　26
×	危険日：3　15　27

【全体運】なにをやっても、なにを言っても
上手くいかず、状況の好転を図る方法すら
見えてこないかもしれません。大人しく、
静かに過ごすのが一番良いかもしれませ
ん。そうはいっても、相手からなにかしら
のちょっかいを受けることもあるでしょう。
そういったときは、第三者を積極的に頼る
ようにしましょう。

【恋愛運】恋人ができたと思ったら、実は相
手に彼女がいることを後で知ったとか、結
婚が決まったと思ったら、実は相手は大き
な借金を抱えていた等、喜びよりも絶望の
方が大きい現実が襲ってきそうな気配です。

【金　運】少し冒険心を起こしてみても良い
かもしれません。頑張れば頑張った分だけ
プラスになり、また突発的な実入りにも期
待が持てます。

♥	幸運日：9　14　28
×	危険日：1　17　24

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

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

 ■ 5 月 7 日 -5 月 9 日 

CHASTAIN PARK 
SPRING ARTS & CRAFTS FESTIVAL
Chastain Park
140 W Wieuca Rd NW, Atlanta, GA 30327

 ■ 5 月 15 日 - 16 日  10:00 AM-5:00 PM

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。

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

 ■ 5 月 13 日 -5 月 16 日 
 AT&T Byron Nelson 
 TPC Craig Ranch,  McKinney,  TX 

 ■ 5 月 20 日 -5 月 23 日 
 PGA Championship 
 KI Golf Rsrt. - Ocean Course,  Kiawah Island,  SC

 ■ 5 月 27 日 -5 月 30 日 
 Charles Schwab Challenge 
 Colonial Country Club,  Fort Worth,  TX

 ■ 6 月 3 日 -6 月 6 日 
 the Memorial Tournament presented by Nationwide 
 Muirfield Village Golf Club,  Dublin,  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。

 ■ 5 月 01 日 ( 土 )　対　シカゴ  8pm
 ■ 5 月 03 日 ( 月 )　対　ポートランド 8pm
 ■ 5 月 05 日 ( 水 )　対　フェニックス 8pm
 ■ 5 月 10 日 ( 月 )　対　ワシントン  7:30pm
 ■ 5 月 12 日 ( 水 )　対　ワシントン  7:30pm
 ■ 5 月 01 日 ( 日 )　対　オーランド  7:30pm
 ■ 5 月 01 日 ( 日 )　対　ヒューストン TBD

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。

 ■ 5 月 07 日から　フィリーズ 3 連戦
 ■ 5 月 11 日から　ブルージェイズ 3 連戦
 ■ 5 月 17 日から　メッツ 2 連戦
 ■ 5 月 20 日から　パイレーツ 3 連戦
 ■ 5 月 31 日から　ナショナルズ 4 連戦
 ■ 6 月 04 日から　ドジャース 3 連戦

 

Music

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

 ■ 7 月 22-23 日 Justin Biber
 ■ 10 月 07 日 Maluma
 ■ 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

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

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。

 ■ 7 月 29 日 ( 木 )　Alicia Keys
 ■ 8 月 15 日 ( 日 )　John Legend 

まだまだあります。

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

 ■ 6 月 29 日 ( 火 )　Backstreet Boys
 ■ 6 月 30 日 ( 日）　Chicago
 ■ 7 月 23 日 ( 金）　The Doobie Brothers
 ■ 7 月 27 日 ( 木）　Dave Matthews Band
 ■ 8 月 13 日 ( 金）　Rod Stewart with special guest  

   Cheap Trick
 ■ 9 月 24 日 ( 金）　Daryl Hall & John Oates

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

 ■ 8 月 24 日 -9 月 26 日 Hamilton

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

Mother's Day Brunch
Publix Aprons Cooking School - Atlanta
Location: 4305 State Bridge Rd
 Alpharetta, GA, 30022
Phone: 770-751-8560
Dates:  05/09/2021　12 pm
Price: $50
Ages: Adults & kids together

Mother May I brunch 
Dr. Bombay's Underwater Tea Party
Location: 1645 Mclendon Ave
 Atlanta, GA, 30307
Phone: 770-751-8560
Dates:  05/09/2021　12 pm
Price: $50
Web: https://www.drbombays.com/
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 ■ 11 月 9 日 -14 日 Fiddler on the Roof
 ■ 12 月 7 日 -12 日 Dr. Seuss' How The Grinch Stole 

   Christmas! The Musical
 ■ 1 月 25 日 -30 日 Tootsie

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

 ● High Museum 横の Woodruff Art Center の劇場

Museum

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

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

Fernbank 自然史博物館
767 Clifton Rd. Atlanta GA 30307
☎ 404-929-6300
www.fernbankmuseum.org

 ■ 毎日　10 時―5 時 ( 日曜日は正午から )
 ◆ 大人＄17.50、シニアと学生＄16.50、子供＄15.50

Nature,Parks

Georgia Aquarium 
ジョージア水族館
225 Baker St. Atlanta GA 30313
☎ 404-584-4000
www.georgiaaquarium.org

 ■ 日―金曜日 午前 10 時―午後 5 時
 土曜日 午前 9 時―午後 6 時

Zoo Atlanta
アトランタ動物園
800 Cherokee Ave. Atlanta GA 30315
☎ 404-624-5600
www.zooatlanta.org

 ■ 月―金曜日　午前 9 時半―午後 5 時半
　 日・土曜日　 午前 9 時半―午後 6 時半

Stone Mountain Park 
1000 Robert E. Lee Drive, 
Stone Mountain, GA 30083
☎ 770-498-5690
www.stonemountainpark.com

 ◆ 車 1 台につき＄10
 ■ 1 日有効のアドベンチャーパスは＄28( 子供＄22)

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

 ■ 火－日　9 時―5 時（4 月からは 9 時―7 時）

Uniquely ATL

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

 ■ 8 時―6 時
 ◆ 大人　＄16、シニア＄14、子供＄12

CNN Studio Tour 
CNN スタジオツアー
190 Marietta St, NW, Atlanta, GA 30303
☎ 404-827-2300
www.cnn.com/tour/atlanta/

 ● 予約したほうが確実に参加できる
 ■ 9 時―5 時 (10 分おき )
 ◆ 大人＄15、シニア＄14、子供＄12
 ◆

Atlanta History Center 
アトランタ歴史博物館
130 West Paces Ferry Rd. Atlanta GA 30305
☎ 404-814-4000
www.atlhist.org

 ■ 10 時―5 時半 ( 日曜日は正午から )
 ◆ 大人＄16.50、シニアと学生＄13、子供＄11

Margaret Mitchell House
990 Peachtree St. Atlanta GA 30309 
☎ 404-249-7015
www.gwtw.org

 ■ 毎日  ツアー :10 時半―5 時 , ショップ :10 時―6 時
 ◆ 大人＄13、シニア＄10、学生＄9、子供＄8.50

MLK Museum キング牧師博物館
449 Auburn Ave. Atlanta GA 30312
☎ 404-524-1956
www.thekingcenter.org

 ■ 9 時―5 時
 ◆ 無料 ( 寄付を受け付けています )

Jimmy Carter Library Museum
カーター大統領博物館　
441 Freedam Pkwy. Atlanta GA 30307
☎ 404-865-7100
www.jimmycarterlibrary.gov

 ■ 9 時―4 時 45 分 ( 日曜日は正午から )
 ◆ 大人＄8、シニアと学生＄6、16 歳以下無料

Centennial Olympic Park
265 Park Ave W Northwest, Atlanta, GA 
☎ 404-222-7275
www.centennialpark.com/

 ● Web のイベントガイドを確認してください

SKY VIEW
168 Luckie St. NW, Atlanta, GA 30303
 ☎ 678-949-9023
www.skyviewatlanta.com/

 ■ 日 – 木 :12 時 –10 時 , 
 金 :12 時 –11 時 ,　土 :10 時 –11 時

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

Mother's Day Special Admission
Chattahoochee Nature Center
Location: 9135 Willeo Rd
 Roswell, GA, 30075
Phone: 770-992-2055 Ext 238
Dates:  05/09/2021　12 - 5 pm
Price: Moms get in Free
Web: https://www.chattnaturecenter.org/event/

Mother's Day Mommy & Me Cupcake Party
Painting with a Twist - Sandy Springs
Location: 6780 Roswell Rd, #D-120
 Sandy Springs, GA, 30328
Phone: 470-294-2926
Dates:  05/09/2021　12:30 - 2pm
Price:  $32-$35 per person
Web: https://www.paintingwithatwist.com/studio

Mother's Day at The Nook on Piedmont Park
The Nook on Piedmont Park 
Location: 1144 Piedmont Ave NE
 Atlanta, GA, 30309
Phone: 404-45-9222
Dates:  05/09/2021　10 am - 3 pm 
Web: https://www.facebook.com/
events/318969562892176/

　他にもバーチャルのイベントがありましたが、今回はお母さんと
一緒にお出かけできるイベントを選んでみました。

LOVE YOU MOM
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　飽きもせずに真剣勝負論である。先月号では知らないうちに
相撲界では、ないことになっている八百長の話になり、私の文
章の流れではみんな八百長をやっているかのように書いてし
まったが、昭和の時代でさえ、昭和の大横綱からの注射を断っ
た寺尾（現錣山親方）のようにきっぱりと断る力士もいるし、
現代でも一部の勢力を除けば（とまた新たな問題提起をしてし
まうが）、それほど頻繁に行われていることではないと思います。
　さあ真剣勝負とは何か？結論から言ってしまえばその時その
時で真剣勝負の定義は異なってくるので一言では言えません。
と肩透かしで逃げてしまうような結果になってしまうが、本当
だから仕方がない。

　例えば野球。両チーム０対０ゼロで迎えた 9 回裏、バッター
は４番。真剣勝負＝真っ向勝負論者ならバッターが４番だろう
が誰だろうがピッチャーは勝負に行くべき、というだろうし真
剣勝負＝勝つことが全て論者ならリスク回避で４番は敬遠で次
で勝負を選ぶ。
　大昔、巨人からヤンキースに行った松井秀喜選手が高校時代
に甲子園大会で４打席連続敬遠という、おぞましい過去がある
のだが、その時だってその作戦に賛成派、反対派がいた。賛成
派はゲームに勝つことを優先するなら仕方がないと言うし、反
対派ないくら何でも４打席連続敬遠はやりすぎだと言う。
　何年か前にサッカーでも日本チームがこのままいけば勝ちと
いう試合で、試合終了間際で変に攻撃を仕掛けて点数を取られ

ないようにと時間稼ぎでボールをチーム内で回していた事を批
判する人たちもいた。
　でも松井選手への敬遠も試合終了間際のボール回しも試合に
勝つという目標においてはルール内で認められている最善と思
われる選択なので見ている側がどうのこうの言う問題ではない。
ま、見ている側だから勝手なことを言っているだけなのだが。

　多くの選手（チーム）が参加する大会の試合の組み合わせに
しても同じこと。シードも何もなく 100% ガチの抽選なんかで
組み合わせをしてしまったら、1 回戦で優勝候補同士が当たる
ことだってあり得る。そうならないようにシードという名の「演
出」を行うのである。
　ウチが主催する大会もそう。いくら同じレベル、同じ年齢の
選手を集めたとしても当然個人差というものがあり、みんな大
体同じレベルなんてことはあり得ない。試合のルールは子供で
もフルコンタクトなので、いくら同じ年齢、レベルの選手を集
めて試合をやるにしても、当然個人差があるので体の大きさ、
パワーが明らかに違う子供たち同士に試合をさせることはでき
ないので審判が組み合わせを決める。
　大人も同じである。大人は子供以上に危険な組み合わせをし
てしまうと大事故につながるので試合の組み合わせには細心の
注意を払う。選手側からすれば「あいつだったら簡単に倒せる
のにこっちを当てやがった」と感じることもあるだろうが、安
全第一である。今までそのやり方に
対して「主催者が選手を見ながら試
合の組み合わせを決めるのは公平
じゃない」と文句はないのでいくら
真剣勝負といえども安全最優先が支
持されているという事なので、なん
でもかんでも公平にすればいいとい
うものではないという事である。

　と言っている間に紙面が尽きた。
いつ終わるんだろう・・。押忍・

国際大山空手道連盟

アトランタ支部長　高橋督格闘家の戯言

格闘家の戯言◎高橋督

まだまだ続く真剣勝負とは
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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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クラシファイド申込方法
送付先：ANIS ATLANTA
4514 Chamblee Dunwoody Rd, 
Suite 249
ATLANTA, GA 30338
Phone: 404-510-8534
E-mail:infojp@anisatlanta.com

 ◆ 料　  金 見出し 13 文字ｘ 2 行以内 + 本文 20 文 
 字ｘ 4 行以内 
 左記の基本パターン1号に付き15ドル、 
 1 行につき 2 ドル追加

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

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

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

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

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

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

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

負いかねます。
 ● 広告掲載をされる場合、内容によっては掲載をお断りする

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

クラシファイド広告募集
求人、売買、不動産、
教授、お知らせなど

クラシファイド広告
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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

　季節の花が少しずつ満開になってきて、鮮やかな色彩が
目に入ると気分も華やいできますね。ここジョージアでは、
5 月は学校の期末や卒業式など、あわただしい季節の到来
となり、忙しくしていらっしゃる方も沢山おられるのでは
ないでしょうか。

　さて毎日のニュースで話題のワクチンですが、現在の接
種率は現在全米で 28％で、7 月の独立記念日までには米
国全体で 70％までの接種率にしていくようです。この感
じですと非現実的な数字ではなさそうですね。ちなみに
ジョージア州のランクは 50 位で 21.94％、1 位はメイン
州で 36.16％です。アメリカ人のほとんどの人が、チャン
スがあればマスクを外したいとアンケートに答えています
から、それが現実的になるためにはワクチン接種が欠かせ
ないということの表れなのかなと思います。

　植物の植え替えの季節ということもあり、芽吹いていた
植物が一気に大きく育ち始め、毎日の水やりが楽しみでも
あります。お店で買ってくるお花とかも素敵なのですが、
どちらかというと私は野に咲く花が好きで、パンジーより
もスミレがひっそりと咲いているのを見かけると嬉しくな
ります。野花は名前がわからないことが多いので、以前ま
では、花の百科事典をみて植物名を調べていましたが、今
は「植物・お花の名前が判る」アプリなるものがあること
を知りました。写真を撮るだけですばやく育て方も名前も
検索出来てしまいます。テクノロジーは素晴らしい！
　次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。

アニスアトランタ　M.M.
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