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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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軍の B29 爆撃機ボックス・カーが原子爆弾ファットマンを投
下し、長崎市松山町の 500 メートル上空で爆発した。
　広島に次いで史上 2番目の原子爆弾で、当時の長崎市の人口
24万人（推定）のうち約 7万 4千人の市民が死亡した。また、
建物は約 36％が全焼または全半壊した。2020 年（令和 2年）
8月 9日時点で、長崎で被爆して亡くなった人たちを記した原
爆死没者名簿の登載者数は 18万 5982 人となっている。
　原爆投下から 50年を迎えた 1995 年（平成 7年）に、長崎
市ではこの日 8月 9日を「ながさき平和の日」に制定したと
いう情報もあるが、一般的にこの日は「長崎原爆の日」と呼ば
れることが多い。
　また、この日には長崎市松山町の平和公園において「長崎原
爆犠牲者慰霊平和祈念式典」（長崎平和祈念式典）が行われ、
核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を訴え続けている。
　平和祈念式典では、原爆が投下された午前 11時 2分に長崎
の鐘やサイレンを鳴らし、原爆死没者の冥福と恒久平和の実現
を祈り、1分間の黙祷が捧げられる。その後、長崎市長による
平和宣言、平和への誓いが行われるのが通例である。

8 月 12 日は君が代記念日
1893( 明治 26) 年、文部省告示「小学校祝祭日大祭儀式規定」
が公布され、小学校の祝日・大祭日の唱歌に『君が代』『一月一日』
『紀元節』等8曲が定められた。1999(平成11)年、「国旗国歌法」
により正式に国歌となった。

8 月 15 日は終戦記念日
　1945 年（昭和 20年）8月 14日、
日本政府はポツダム宣言を受諾し、翌
15日の正午に昭和天皇による玉音放送
によって日本が無条件降伏したことが
国民に伝えられ、第二次世界大戦が終
結した。
　玉音放送は国民が初めて聞く昭和天
皇の肉声であった。内務省の発表によ
れば、戦死者は約 212 万人、空襲によ
る死者は約24万人だった。1963年（昭
和 38年）から毎年、政府主催による「全
国戦没者追悼式」が行われ、正午から 1分間、黙祷が捧げられ
る。この追悼式は第二次世界大戦の日本人戦没者に対して宗教
的に中立な形で行われる。1982 年（昭和 57年）4月の閣議
決定により「戦没者を追悼し平和を祈念する日」となった。

8 月のカレンダー
8 月 06 日	 広島平和記念日
8月 09日	 長崎原爆記念日
8月 12日　君が代記念日
8月 15日	 終戦記念日

8 月 06 日は広島平和記念日
　1945 年（昭和 20年）8月 6日午
前 8時 15分、アメリカ軍の B29 爆
撃機エノラ・ゲイが、広島市上空約
9600 メートルで世界初の原子爆弾
リトルボーイを投下し、上空約 600
メートルで爆発した。
　広島市街は壊滅し、放射線による
急性障害が一応おさまった 1945 年
12 月末までに約 14万人が死亡したと推計されている。
　この歴史的悲劇から人類は目をそむけることなく、犠牲と
なった多くの人々の霊を慰め、世界平和を祈る日として広島市
では「平和記念日」とし、この日に原爆慰霊碑の前で「平和祈
念式典」が行われる。
　平和祈念式典において、原爆が投下された午前 8時 15分に
平和の鐘やサイレンを鳴らし、原爆死没者の冥福と恒久平和の
実現を祈り、1分間の黙祷が行われる。その後、広島市長によ
る平和宣言、子どもによる平和への誓いが行われるのが通例で
ある。
　一般的にこの日は「広島原爆の日」と呼ばれることが多い。
また、広島市では、この日 8月 6日を「ヒロシマ・デー」、8
月 9日を「ナガサキ・デー」として記念日とするよう、平和市
長会議に加盟する国や都市に呼びかけている。

8 月 09 日はながさき平和の日
　1945 年（昭和 20年）8月 9日午前 11時 2分、アメリカ

8
AUGUST

8 月のカレンダー
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 I still look at myself and want to improve.
私はまだまだ自分を見つめ直して、上達していきたい。

I treat my job as a hobby. It’s something I love doing.
僕は、僕の仕事は趣味として扱っている。やっていることが大
好きだからだ。

Every situation has changed me as a person. 
すべての状況が、人としての僕を変えてくれた。

It’s a man’s job to respect a woman but it’s a woman’s job to 
give him something to respect.
女性を尊重することは男性の仕事ですが、男性に尊敬する何か
を与えることは女性の仕事です。

Hindsight is a wonderful thing.
後知恵は素晴らしいことです。

Whatever I do, I want to be the best.
何をするにしても、最高になりたいです。

Always have something to look forward to.
いつも楽しみにしているものがあります。

Don’t be like most people. 
Most people give up on their dreams.
みんなと同じようではだめだ。
ほとんどの人は夢をあきらめてしまうからね。

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。

イギリスのサッカー選手
名前：デビッド・ロバート・ジョセフ・ベッカム
国 :　イギリス・バーネット・ロンドン特別区
生 :　1975 年 5 月 2 日 ~ 

　精度の高いフリーキックやロングキックを武器に、FIFA 最
優秀選手賞では 2位に 2度も選出されるなど世界的に活躍し
たイングランドの名プレーヤーです。名門クラブ、マンチェス
ターユナイテッドでキャリアをスタートさせると、スペインの
レアル・マドリード、イタリアの ACミランなどでも活躍し、
38歳で現役を引退しました。
　デビッド・ベッカムは 1975 年にイギリスのロンドンで生ま
れます。父は配管工として働き、母は美容師の仕事をしていま
した。父親は名門サッカークラブ、マンチェスターユナイテッ
ドの大ファンで、ベッカムは幼い頃からそんな父の影響を受け、
サッカーを始めます。ベッカムが 2歳の頃から父親はトレーニ
ングセッションに彼を連れて行っていました。そして 7歳の
時にベッカム	は地元のサッカークラブに入団すると 3年間で
115 試合出場、101 得点を記録するなど幼くしてその才能を
開花させていきます。
　そして 13歳の時にユナイテッドのアカデミー生として契約
を結びます。アカデミー時代には FAユースカップで優勝する
など、着実に成長を続けたベッカムは 17歳でトップチームデ
ビューを果たします。
　チームの顔として活躍を続けたベッカムは 1998 年のシーズ
ンではバロンドールと FIFA 最優秀選手賞で 2位に選出される
など世界的なプレーヤとなっていきます。
　そして 2013 年に最後のクラブとなるパリ・サンジェルマン
に移籍します。5ヶ月の契約でしたが、ベッカムは年俸のすべ
てを地元の慈善団体へ寄付すると発表します。そして 2013 年
5月 18日に現役を引退、現役最後のゲームではアシストを記
録し、最後はスタンディンオベーションで見送られました。

偉人の名言

偉人の名言
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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。

ニュースダイジェスト
ヴァージンの宇宙船に搭乗したエンジニアが見た景色
　7月 11日、リチャード・ブランソンの宇宙旅行会社ヴァー
ジン・ギャラクティックは、自社の創業者を宇宙空間に送り込
むという偉業を達成した。ブランソンを含む 6人を乗せた宇宙
船ユニティ（VSS	Unity）は、イヴ（VMS	Eve）と名付けられ
た母船で高度約 14キロまで運ばれた後、高度 86キロ前後の
宇宙空間に上昇した。

　今回の飛行で最も注目を集めたのは、このフライトの商業的
な側面だ。ヴァージン社は今月始めの声明で、ブランソンは同
社の顧客である民間宇宙飛行士のエクスペリエンスを評価する
ために搭乗すると述べていた。
　しかし、今回のミッションの目的は、ヴァージン社の商業宇
宙旅行の準備が整っていることを示すことのみではなかった。
　宇宙船に乗り込んだ 4人のミッションスペシャリストのうち
の 1人は、科学的リサーチを行うことを主な目的としていた。
ヴァージン社で研究業務担当のバイスプレジデントを務めるイ
ンド生まれの航空エンジニアのシリシャ・バンドラ（Sirisha	
Bandla）の目的は、同社のフライトで人間の手による研究がで
きるかどうかを確認することだった。
　今後のフライトに搭乗する研究者たちにとって、何が重要に
なるかを尋ねると、バンドラは「タイミングだ」と話した。宇
宙空間という極めて稀なシチュエーションの中で、「窓からの
景色を楽しむことはとても重要だ」と彼女は述べた。
　バンドラはまた、宇宙の微小重力下では特定の作業が困難に
なるため、姿勢を安定させるための方法を提案する予定だと述
べている。

過熱するクリエーター争奪戦
　米フェイスブック（FB）は 7月 14日、自社の SNS（交流サ
イト）上で活動するクリエーターに対し、2022 年末までに総
額10億ドル（約1100億円）超の報酬を支払うと明らかにした。
　同社ではこれまで一部のクリエーターに対価を支払ってきた
が、複数のボーナスプログラムを立ち上げるなどし、取り組み
を強化する。ネット上で影響力を持つインフルエンサーへの手
厚い報酬で急成長した中国系動画配信アプリ「TikTok（ティッ
クトック）」などに対抗する狙いだ。
　マーク・ザッカーバーグ CEO（最高経営責任者）はこの日、
自身の投稿で「何百万人のクリエーターが生計を立てるための
最高のプラットフォームを構築したい」と述べた。
　ボーナスプログラムの 1つには「Reels	Summer	Bonus	」が
ある。傘下写真共有アプリ「インスタグラム」の短尺動画「Reels
（リール）」で優れたコンテンツを作成したクリエーターに報酬
を支払うもので、数週間後に米国で開始する。Reels は TikTok
の対抗として 20年 8月に始めたサービスだ。
　このほか、コンテンツ制作費の一部をフェイスブックが負担
する「シードファンディング」も計画している。「インスタグ
ラム」アプリ内では今夏に、「フェイスブック」アプリ内では
今秋に、それぞれのクリエーターが目指せる各種プログラムの
詳細説明を設けるとしている
　ネット上で活躍するインフルエンサーが生み出す巨大な経済
効果は「クリエーターエコノミー」と呼ばれ、フェイスブック
などの SNS 大手が注目している。

iPhone 13、「ワイヤレス逆充電」がついに実現か？　
　人気ユーチューバーのフィリップ・コロイが、著名リーカー
のマックス・ウェインバックから得た情報として、iPhone	13
シリーズではMagSafe がアップグレードされると述べている。
　iPhone	12 で採用されたMagSafe は、磁石の力で端末をパッ
ドに吸い付かせ、完璧な充電を可能にするものだ。コロイによ
ると、iPhone	13 ではMagSafe のワイヤレス充電コイルのサイ
ズが大きくなり、電力が増えることで充電速度が速くなるとい
う。また、iPhone	12 では見送られた双方向充電（リバースワ
イヤレス充電）が可能になる可能性も非常に高いと予測されて
いる。この機能が実装されると、AirPods 用ケースやQi 対応
デバイスを置くだけで充電することが可能になる。
　これらの機能は、iPhone が競合のアンドロイド端末に遅れ
ていることを考えると、非常に歓迎すべきアップグレードだ。

ニュースダイジェスト
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「ハイブリッドな働き方」に移行したグローバル企業
　未来のオフィスのあり方について、世界中で議論が巻き起
こっています。パンデミック（世界的大流行）により、世界に
12億 5000 万人いる「ナレッジワーカー（知識労働者）」の働
き方が一変しました。この 1年半の間、自宅のパソコン画面の
前で仕事をこなしてきた人たちです。

　ワクチン接種プログラムが本格化し、一部の国では経済活動
が再開されるなか、企業では、今後の従業員の働き方を再考す
る動きが見られます。
　2020 年、全世界の雇用市場は、2億 5500 万人分のフルタ
イムの雇用、推定 3.7 兆ドルの賃金、世界の GDPの 4.4% を失っ
たと言われています。これまで、テレワークは一部の高額所得
者のみに許されるものでしたが、オフィスから人がいなくなっ
たことで、都市の中心部は閑散とし、都市経済に大きな影響を
与えています。
　カフェ、クリーニング店、軽食店など、オフィスで働く人を
対象としたビジネスも停滞しています。通勤が減り自宅で仕事
する人が増えたことで、都市のモビリティの未来に大きな疑問
が生じています。都心部の住宅や商業施設の賃料は下がり、ホー
ムオフィス機器の売上は急増、その一方で人々がかける交通費
は減るなど、消費パターンが大きく変化しています。
　1970 年代初頭に「テレコミューティング（在宅勤務）」と
いう言葉が生まれたときから、その兆しはありました。デジタ
ル化は、働き方の新時代を約束していたものの、文化的な改革
は立ち遅れていました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡
大によって、状況が一変したのです。
　マッキンゼーが実施した「ハイブリッドワークの未来に対す
る最高責任者の洞察」調査によると、テレワークを導入した組

織の 67％で、生産性、顧客満足度、従業員のエンゲージメント、
ダイバーシティとインクルージョンが向上したことが分かりま
した。
　そして、当然そこには敗者もいます。テレワークの経験は、
自宅の広さ、育児の負担、仕事の性質、個人の気質など、それ
ぞれの状況によって大きく差が出てきます。

建造費 390 億円、自家用豪華列車のコンセプトを披露
　ほんの数年前には消え去ってしまうものと思われていた長距
離列車の旅が、大きな変化を遂げている。
　世界を旅するに当たり、旅行者がより環境にやさしい方法を
模索するようになり、古典的な旅のスタイルが復活の兆しを見
せているのだ。

　現在、さまざまなタイプの新たな列車やルートでの運行計画
が進行中で、イタリアでは国内で最も有名な景観をめぐる「ド
ルチェビータ鉄道」が１０路線で、またフランス・パリを起点
に欧州各地の１２カ所を結ぶ夜行列車「ミッドナイトトレイン」
が運行を予定している。
　だがフランス人デザイナーのティエリー・ゴーガン氏は自身
の新たな構想で、「自家用の豪華列車」という、鉄道の旅を全
く新しいレベルにまで引き上げるプランを練っている。
　ゴーガン氏は、米アップル創業者の故スティーブ・ジョブズ
氏が所有した全長 80メートルの船舶「ビーナス」を手掛けた
デザイナーのフィリップ・スタルク氏と一緒に仕事をするなど、
ヨットにおける素晴らしいデザインの数々で知られているが、
列車を手掛けるのは初の試みとなる。
　「線路上の宮殿」と称される全長 400 メートルの列車は車両
14両で構成され、最先端の技術によりスイッチひとつで霞（か
すみ）を掛けたり完全に透明化できたりするガラスが搭載され
る。
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アレルギーや GMO（遺伝子組み換え作物）などの問題がなく
子どもからお年寄りまで安心して食べられることも注目を集め
る理由の一つです。

ヘンプシードの効果・効能は？
1.	 良質なタンパク質が摂取できる	
ヘンプシードは 100g あたり、29.9g と多くのタンパク質
が含まれています※。タンパク質はたくさんのアミノ酸に
より構成されていて、体にどれくらい吸収されやすいかの
数値を評価する『アミノ酸スコア』というものがあるので
すが、その数値が高いのでヘンプシードは良質なタンパク
質を含むと言われています。

2.	 必須脂肪酸が含まれている	
ヘンプシードには、必須脂肪酸と言われているオメガ 3と
オメガ 6が豊富です。これらは、美容のコンディションを
守る働きがあると言われています。これらは体で作ること
ができないので、食べ物から摂取する必要がある栄養素で
す。熱に弱い栄養素なので、加工食品に含まれる量は少な
く、現代人には不足しがちと言われています。

3.	 食物繊維が豊富	
ヘンプシードの魅力と言ったら食物繊維が多いこと（100g
あたり、23ｇ。その内の 21.8g が不溶性※）。食の欧米化
が進んだことにより、海藻類などの摂取量が減ってしまっ
た日本人には、不足しがちな栄養素の一つです。スッキリ
はもちろんですが、食物繊維には健康を守り、体環境を整
えるという作用があります。特にヘンプシードに含まれて
いる食物繊維は不溶性食物繊維といって、水に溶けない食
物繊維です。水に溶けない食物繊維は、おなかの中で水分
を含むと膨れるんですね、特に美容に役立つと言われてい
ます

4.	 ミネラルを補える	
マグネシウムや亜鉛もヘンプシードには含まれています。
マグネシウムには、食物繊維同様、水分を抱え込んでくれ
る働きがあり、スッキリにはおすすめですね。

1 日どのくらい摂取するべき？
　1日の摂取量は製品に書いてある推奨量を参考にしてくださ
い。ものによっては書いてないものもあると思いますが、大さ
じ一杯くらいを目安にしたらいいと思います。ヘンプシードは
ナッツの一種なのでエネルギーもあります。やみくもに食べな
ければ食べすぎの心配はないと思います。

FOOD & HEALTH
スーパーフード「ヘンプシード」
　ス麻はアサ科の植物。生育が速く生命力のある一年草で、約
90日で収穫することができ、約 3～ 4mの高さまで成長しま
す。古代から 3000 年近くにわたり、人類の暮らしに根付いて
きた地球最大規模の農作物であり、生活に必要な繊維、紙、衣類、
建材、医薬品を生産する重要な産業であり、持続可能な天然資
源であり続けてきました。現在では技術の進歩により、麻の実
からはチーズ、ミルク、アイスクリーム、小麦粉、豆腐、バター、
オイルなどの食品を製造。葉や茎からは医療用品、家庭用品ま
で 2万種類以上の製品が製造されています。

世界中で注目されるヘンプシード ( 麻の実 )
　ヘンプシード ( 麻の実 ) は麻の種子のこと。世界中で古くか
ら雑穀類の一つとして消費されています。	偏った食生活によ
る現代人の栄養不足が問題視されるなか、体に必要ないくつも
の栄養素がバランスよく含まれているので、欧米を中心にスー
パーフード ( 健康食材 ) のひとつとして昨今注目を集めていま
す。

消化が良く安全性の高い食品
　ヘンプシードはもともと柔らかい種子なので、粉砕や浸水、
調理を必要とせず、そのまま摂取しても消化しやすいのが特徴
です。動物性食品や加工食品から栄養素を抽出しようとすると
消化や吸収に時間がかかるのに比べ、消化器官へのストレス
も軽減されます。	また、食の安全がしばしば問題になる昨今、

FOOD & HEALTH



ANIS ATLANTA - August 202114 



15ANIS ATLANTA - August 2021

ヘンプシードを食べる際の注意点は？
　不溶性食物繊維が多いので、朝からスッキリしたい時に、な
るべく水分と一緒に摂るようにしてください。あとは食品は
なんでもそうですが、いくら栄養素がいろいろ含まれている
といっても、その食品一つでまかなえるわけではないので、そ
れだけ食べることはおすすめしません。たくさん食べたからと
いって健康効果が期待できるものでもないので、毎日少しず
つ、週に何回かでもいいので、ちょっとずつ続けてください。
100g あたり、470 カロリー※と意外とエネルギーがあるんで
す。いっぱい食べてしまうとエネルギー過多になってしまうの
で、ティースプーン一杯を 1日のどこかで食べるという食べ方
をした方がいいと思います。

ヘンプシードのおすすめの食べ方は？
　ヘンプシードは、無味まではいかないんですが、クルミとか
カシューナッツのようなちょっと香ばしいような、甘いような
風味があります。食感はナッツに近い感じ。前述したように不
溶性食物繊維が多いので、スムージーやスープにトッピングす
るのがおすすめです。ポイントとしては、不飽和脂肪酸が含ま
れているので、できれば加熱しないで摂ること。不飽和脂肪酸
は加熱してしまうと成分が変わってしまうので。できればのせ
て焼くとかではなくて、クルトンの代わりにサラダにかけたり、
生で食べる方法がいいと思います。

1.	 まずは基本から！フルーツにトッピング	

朝食やデザートにおすすめ！フルーツにヘンプシードをパ
ラパラかけて召し上がれ♪ナッツのような香ばしい味わい
が味わえますよ。ヨーグルトやサラダにかけるのもおすす
めです。

2.	 材料に混ぜて焼くだけ！「ヘンプシードクッキー」	

おやつにぴったり！手作りクッキーの材料にヘンプシード
を加えた、ヘルシーなスイーツです。ココナッツオイルの
甘い風味に、ヘンプシードの香ばしさがよくマッチします。

3.	 	食感が活きる「グリルチキン」にヘンプシードをプラス	

鶏モモ肉にヘンプシードをまぶして焼いた「グリルチキ
ン」。見た目もおしゃれながら、プチプチとした歯ごたえ
が楽しめます。

4.	 	ヘンプシードオイルで「塩むすび」に香りをプラス！	

いつもの塩おむすびに、ヘンプシードをプラス。シンプル
な塩むすびは、ヘンプオイルとも相性抜群なんです♪火や
包丁を使わなくても、手軽に良質な脂質を摂取できます。
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人とモノのブランディング
コンサルティング

◆真っ青な世界へ
　蝉の鳴き声が賑やかになる頃、子供たちが楽しみにしている夏休みが始まります。7月 22日の大暑（たい
しょ）前後には梅雨もすっかり明け、強烈な太陽の日差しとともに海の季節へと・・・本格的な夏と言いた
いところですが暦の上では、早くも８月７日には立秋（りっしゅう）秋の気配が忍び寄ってきます。子供の頃、
夏休みってとても楽しみですごく長い気がしていたのですが、大人になってみるとあっという間ですね ( 笑 )。
　この頃の日本のお付き合い行事のひとつに「お中元」があります。これは、古代中国から伝わった道教の
「三元」が由来で、1月 15日、7月 15日、10月 15日のことをいい、7月 15日を「中元」として半年間の
無事を祝い、祖先の供養をしました。現代では、この中元の時期とお盆の行事が結び合わさり、日本独特の
贈り物の風習として、「お中元」となったそうです。

『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

カラーコンサルティング　MICHEL　https://ameblo.jp/michel925
（一社）カラータイプ協会マスターインストラクター　　　山本邦子

Instagram　　    Facebook　　　　    HP
↓↓↓お問い合わせはこちらからお願いします
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◆チャクラとは
　チャクラとは、サンスクリット語で円や円盤、車輪を表し、気やエネルギーの出入りするステーションのことを言い、
私が学んだイギリス生まれのカラーセラピー aura-soma® では頭頂部の少し上にあるチャクラを含め８箇所としており、
東洋医学では、7箇所をチャクラとされています。
　チャクラはヨガや瞑想、インドのアーユルベーダや東洋医学的なセラピーやヒーリングを受ける時にとても重要視され
ている部分で、ここに意識を集中し、チャクラを開き活性化することで、体外から良いエネルギーや気を取り入れること
ができ、心身ともに健康になると言われています。所謂、未病と言われる心身の不具合はこのチャクラのバランスが崩れ
ている状態です。また、チャクラはその箇所でそれぞれ特定の波長を持つ色とリンクしています。
　普通の人には見ることはできませんが、サイキックな能力のある人によると虹の７色とマゼタ色から構成されているそ
うで、はっきりとした境界線があるわけはではなく、図１のようなグラデーションになっています。
　それぞれのチャクラにはそれぞれの役割があり、第 1から第 5のチャクラは肉体、第 6のチャクラは精神、第 7、第８
のチャクラは霊性や宇宙意識に関係しているとされています。それでは順番にチャクラの説明をしていきましょう！

◆第１チャクラ
　「ルートチャクラ」と呼ばれ、８つのチャクラの中で最も地面に近く体の基本となるもので、大地と身体を繋ぎ、しっ
かりと地に足をつけて現実を生きるためのパワーを与えてくれるグラウンディングエネルギーのチャクラです。このチャ
クラの回転が遅くなったり、閉じていたり、チャクラの色が曇ると体を重く感じ、人生に価値を見いだせず、何事にも無
気力になってしまうと言われています。	活性化すると大地のエネルギーが体内に引き上げられ、生命力や気力UP、自分
の意志で行動し、チャレンジ精神に満ち、しっかりと生きることができるようになります。
　チャクラを活性し高めるには、アーシングと呼ばれる地面や砂浜を裸足で歩くことや、自然の中をハイキングしたり、
外でお昼寝したりと言った大地とつながる感覚を大切にしましょう。	農作業、ガーデニング、などの土いじり、体に良い
オーガニックな食べ物を食べることも効果があります。

◆第 2 チャクラ
　性のチャクラ「セイクラルチャクラ」と呼ばれ、丹田（へそ下約 10cm）にあり、第一チャクラで汲み上げた生命エネルギー
を体内の各所に送り込む役目を持っていています。生殖器や膀胱、生きる喜びや魅力にも関係し、情緒のバランスや、喜び、
セクシャリティにも影響を与えます。男性は男性らしく、女性は女性らしくといった魅力を引き出すためのチャクラでも
あります。
　それらを高めるためには、瞑想やアファメーション、アロマテラピーが効果的です。第２チャクラに意識をフォーカスし、
体がオレンジ色の光に包まれるのを感じながら瞑想しましょう。アファメーションでは「私は魅力的です」など肯定的で
具体的な言葉を唱えながら、行ってみましょう。このチャクラが活性化して開くと、感情の幅が広がり、創造性や表現力
が高まり明るく魅力的な人として周囲の人気者になります。
　逆に第２チャクラが閉じてしまうと、自分の存在が希薄に感じてしまうため感情的に不安定な人間になってしまい、本
能のままに自己中心的行動したり、自虐的で自暴自棄になってしまうかもしれません。

チャクラチャート

位　置 対応カラー

第１チャクラ 骨盤から下、生殖器 レッド

第２チャクラ 仙骨、下腹部 オレンジ

第３チャクラ 胃、太陽神経叢 イエロー

第４チャクラ 胸の中心、ハート グリーン

第５チャクラ 喉の中心 ブルー

第６チャクラ 眉間、第３の目 ロイヤルブルー

第７チャクラ 頭頂部 ヴァイオレット

第８チャクラ 頭頂部より少し上 マゼンタ
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Hello! Atlanta ◎鎌田桃佳

見た目にも涼感を

【編みバッグ】
丸いウッドハンドルと、レモンの切
り口のような編み込みがキュート
なバッグ。(SoBo Boutique)

【木とガラスブレスレット】
ラムネ色の不揃いなリサイクルガラスは
夏にお勧め。( ハンドメイド )

　【ラフィアバッグ】
蓋がユニークなデザインの
DAHLIA トートバッグ。
(MAISON N.H PARIS)

【真鍮とガラスのピアス】
アースカラーなピアス
は、サファリテイストな
服にコーディネートし
たくなります。
( ハンドメイド )

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

〜夏のファッション小物編〜

　ある夏の日、裏庭でスカイブルーの蛇を見かけました。あまりに綺麗で鮮やかなブルー
だったため、てっきり埋め込まれたインターネットケーブルかと思ったのですが、何やら
動いてるような・・まじまじ見ようとしゃがみ込んだところ、私の気配に慌ててピューッ
と逃げて行きました。蛇を可愛いと思った事はそれまで一度も無かったのですが、まだ子
供だった上に、逃げる時の「オゥッ、ヤッベ！」っと慌てふためいた動作がとても可愛かっ
たので、すっかり心奪われてしまったのです。でも自然物であんなに鮮やかなブルーの蛇
なんているのだろうか？見間違い？可愛いけどまさか毒蛇！？気になってネットで調べ
たところ、いたーーー！！グリーンパイソンという蛇でした。そしてグリーンパイソンの
中でも鮮やかなブルーのブルーコンドロはとても希少らしく、いいお値段で売買されてる
ではありませんか。私が見た子は緑がかった青ではなく、本当に綺麗な真っ青でした。捕
まえて一山当てるか・・という邪念が一瞬横切ってしまった事は内緒です。でも” グリー
ンパイソンは夜行性で日中はほとんど動く事はない。子供の頃は黄色や赤だが、大きくな
るにつれて体色が変化する “との事。生息地も該当しない。では私が見た子はなんなので
しょう？どう見てもブルーコンドロなのですが。小さくて真っ青で、ついでにもしかした
らお高くて希少な蛇。なんだかご利益ありそうです。以来、裏庭に出た時にはつい目で探
してしまいます。今のところそれ以来出会えていませんが、この暑い日射しの中、その子
も元気に過ごしてくれているといいなと思います。私も夏の日射しにバテないように、少
しでも涼しさを感じられるようなファッションで夏を乗り切りたいものです。

【ベルト】
落ち着いたオフホワイト
のレザーメッシュベルト
は、とても涼しげ。
(BANANA REPUBLIC)
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【C 型ピアス】
生成りと白のバイカラーが可愛い。(Target)

【サングラス】
車社会のアメリカで必須のサングラス。
(Ray-ban)

【チュニック】
ココア色×ピンク
ベージュのゼブ
ラ柄。
(Ensemble
 Boutique）

【イヤリング】
パールホワイトとクリアが
混ざった大ぶりなイヤリング。
(DOMINIQUE DENAIVE)

【ブレスレット】
極小タッセルが付いた
ゴールドブレスレット。
(J.Crew)

【サンダル】
カラーバリエーションが
豊富なジャックロジャース
のサンダル。シャンパン
ゴールドは何にでも合う。
(Jack Rogers)

【ウッドピアス】
夏はやっぱり自然素材！

(The Songbird Collection)

【ガラスピアス】
ソーダ飴のようなガ
ラスで耳元涼やかに。
( ハンドメイド )

【バンブーバッグ】
残念ながら CULT GAIA ではありません。初めて見た時から
大好きなデザイン。(RULER TRUTH)
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　去る 6月 29日火曜日にジョージア日米協会は、経済広報セ
ンター (KKC)	、全米日米協会 (NAJAS)、並びにジョージア工科
大学 CIBER	(Center	for	Business	and	Education	Research- 国際
ビジネス教育研究センター ) と共催で、日本の米国投資への影
響や、今日のビジネス環境の中で、企業が実行している革新
的なグローバル戦略開発についてのウエビナーが開催されまし
た。

　今回は、三菱電機	の齋藤常務執行役国際担当より、当社のマー
ケティング及び戦略計画をご紹介いただきました。2021 年に
100 周年を迎えた当社は、世界に 109 のオペレーション、そし
て「Changes	for	the	Better」を掲げ、常により良いものをめざ
し、変革へと挑戦し続けていく企業理念を掲げていらっしゃい
ます。
　ジョージア州Mitsubishi	Electric	の HVAC システム事業は、
住宅から業務用まで幅広い領域の空調環境を提供しています。
当社のDuctless	HVAC	System は今までのダクト式の ACとは大
きく異なり、個々の部屋の ACをダイレクトにコントロールす
ることが可能になりました。これにより冷却エネルギーの節約
を強化し、快適さを維持することに成功しています。

　またシステム環境も大きく進化、スマートフォンなどから
Kumo	Cloud	（クラウドサービス）にアクセスすることにより、
ACのオンオフのみならず、温度管理もすることができ、もう個々
の部屋に出向いて、リモコンを操作することもなくなります。
　将来的にはこの Kumo	Cloud	を通じて、すべての空調関連製
品の制御ができることを目指しており、より多くの空調機器を
1つにつなぐことができるようになります。もうリモコンを何
個も持つこともなくなり、暮らしの空間も変化していくことに
なりますね。
　また脱炭素社会の両立を実現するシステムを提案。コロナ禍
で需要の高まってきた高効率換気・衛生対応ソリューションの
開発などに取り組まれています。
　まさに "Think	globally,	act	locally"	、環境や社会の問題には、
国境はありません。誰もが世界や社会を良い方向に変える	チャ
ンスをもっています。事業運営を絶え間なく改善する積極的な
アプローチに当社の企業戦略を見ました。

　今後の協会の活動等に関しては、ジョージア日米協会のホー
ムページ：http://www.jasgeorgia.org/	又は、404-842-1400	ま
でお問合わせください。

A JAPANESE COMPANY’S APPROACH TO THE U.S. & GLOBAL MARKET  
BUSINESS STRATEGIES:

The Japan-American society of Georgia
ジョージア日米協会
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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

長芋の
豚肉巻き
材料（2人分）

　豚バラ薄切り肉..................................... 140ℊ

　長芋................................................... 5 ～ 6cm

A酒.........................................................小さじ 2

A砂糖.....................................................小さじ 1

Aみりん.................................................小さじ 2

A醤油.....................................................小さじ 2

　塩................................................................少々

　小麦粉.................................................大さじ 1

　サラダ油.............................................大さじ 1

1.. 長芋に豚肉を巻いて、表面に小麦粉を薄くまぶします。.

2.. フライパンに油を引いて中火で熱し、豚肉の表面に焼き目が付くように時々転がしながら焼きます。.

豚肉に火が通ったらキッチンペーパーで油をふき取り、.

A酒.小さじ 2、砂糖.小さじ 1、みりん.小さじ 2、醤油.小さじ 2を回しかけて煮詰めな

がら全体に絡めます。.

3.. 器に盛りつけて完成です。

豚バラ肉は炒めると油がたくさん出るので、油をふき取ってから味付けしましょう。

加熱しすぎると長芋のシャキシャキ感がなくなるので、豚肉に火が通ったら手早く仕上げてください。

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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　最近では、オフィス勤務に戻っている企業も多くなり、在
宅とオフィスのハイブリッドでご勤務されていらっしゃる
方々も多くなっているのではないでしょうか。最近の傾向を
みると、COVID-19 の影響で、求職者の方の仕事探しの条件
やマインドセットがNew	Normal になっていると感じていま
す。パンデミック前は、オフィスで勤務する、というのがデ
フォルトだったので、“在宅勤務“は就職・転職の条件とし
てMust	have ではなく、Good	to	have という位置づけでした。
しかし、ポストパンデミックの現在、”在宅勤務“は、仕事
を決める上でかなり上位の条件になってきています。スキル
があって、コンピューターとインターネット環境があれば、
家でも仕事ができる事は証明されましたが、全ての職種・業
界に当てはまる訳ではありません。今回は引き続き在宅勤務
に適していて、今後も在宅勤務がメインになる可能性がある
職種をご紹介したいと思います。

Web	Developer
Websiteの構築からプログラミングまでするWeb	Developer。
知識・経験があれば、どの業界でも需要が非常に高い職種で
す。次の 10年で 8%以上の成長が見込まれています。

IT	Support
IT に関する問い合わせ先である IT	Support は、在宅勤務には
欠かせません。そんな IT	Support は在宅勤務に適していると
言えます。Network	troubleshooting や Hardware,	Software,	
Security についての詳しい知識や PCを操作する能力などが
求められます。

Data	Entry	Specialist
ビジネスでの意思決定や現場でのプロセス改善など、データ
分析・活用が不可欠ですが、データの蓄積なしでは分析も活
用もできません。そこで活躍するのがData	entry	specialist。
データを迅速に、正確に入力する事が求められます。基礎的
な PC操作とネット環境、的確なコミュニケーションスキル
があれば、場所を問わず、どこでも働くことができる仕事で
す。

Customer	Service
役割としては、IT	Support と類似する点がありますが、製
品についてや注文についての変更、問い合わせを担当する
Customer	Service。どの業界でも重要な役割となり、電話・メー
ル対応、輸送のトラッキング、見積りなどを担当します。マ
ルチタスクと数をこなす事ができ、コミュニケーション能力
があれば、在宅勤務に適した仕事と言えます。

Software	Developer
利用者のニーズに合わせ、ソフトウェアに関するデザイン、
プログラミング、テストなど、ソフトウェアの開発を行う
技術者。高度な知識が必要で、年収も高く、次の 10年間で
22%の成長率が見込まれている人気と需要が高い職種です。
パソコンとネットワーク環境があれば、在宅に限らずどこで
も働く事でき、世界旅行をしながら、仕事をしている方たち
もいます。

　その他、Graphic	Designer や Usability	Testing,	Social	
Media	Manager などコンピューターとネットワーク環境があ
れば仕事ができるものが在宅勤務に適していると言われてい
ます。一部、通訳も在宅でできるものもありますが、現場で
の通訳が不可欠なものも多いため、業界により状況は異なり
ます。
　弊社でも在宅勤務の求人案件が以前より増加しています。
在宅勤務の情報をお探しの方は、弊社ウェブサイト :www.
pasona.com/staffing より、最新の求人が確認できますので、
ぜひ覗いて見てください。

参考 :　CareerBuilder	–	The	20	best	jobs	for	working	from	
home	&	skills	you'll	need

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

バイリンガル求職者の
就 職 ・ 転 職 事 情

バイリンガル求職者の就職・転職事情◎ PASONA
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米国市民権の申請
　日本人でグリーンカードを申請する人は多くいますが、米国
市民権を申請する人は他国民に比べ比較的に少ないといえるで
しょう。その理由の一つには、日本政府は二重国籍を認めてい
ないことがあげられます。しかしながら、様々な理由で米国市
民権の申請を決意する人もいます。主な理由として、夫婦間の
相続税免除、親の呼び寄せや看病、また国外への留学・就職な
どがあげられるでしょう。そこで、下記に米国市民権の申請に
ついて説明します。

【申請条件】　申請者は市民権申請時に 18歳以上であること、
さらにアメリカの永住権を維持し、所定期間アメリカに滞在し
ていることが条件です。企業スポンサーにより永住権を取得し
た場合は永住権取得時から実質 5年間、アメリカ市民との結婚
により永住権を取得した場合は実質 3年間アメリカで永住権を
維持していることが条件です。申請日から５年間の内、最低半
分の 30カ月はアメリカに実際に滞在していなければなりませ
ん。結婚による永住権取得者は３年の内、最低半分の 18カ月
はアメリカに実際に滞在していなければなりません。また、申
請直前の３か月間は申請州に居住していることを証明しなけれ
ばなりません。

【申請時期】　５年或は３年の滞在期間を満たす 3カ月前から米
国市民の申請を提出することができます。申請方法に関しては、
移民局のウエブサイト https://www.uscis.gov/n-400 を参考の
こと。

【自動取得】　アメリカの出生主義により、アメリカで出生した
子供は自動的に米国市民権を取得します。また、18歳になる前
に親が米国籍に帰化した場合、子供も一緒に米国籍を取得でき
るので、その場合は、子供は米国市民権の申請ではなく、市民
権証書の申請を行うことができます。　

【審査時間】　審査期間は申請場所	によって異なりますが、
2021 年７月時点で	およそ 6	～	23 ヵ月ほど。	　

【国外滞在期間】　アメリカの永住権を取得してから継続して６
カ月以上アメリカを離れていれば、米国での継続的な居住を放
棄したとみなされ、米国市民権を申請できない可能性があるの
で注意が必要です。

【テスト】　面接時に簡単な英語と米国史のテストがあります。
英語のテストは面接時に申請者の読み書き、聞き取りと話す能
力を調べられます。質問に対し英語で回答できる準備をする必
要があります。米国の歴史と政治の試験に関しては、移民局の
ウエビサイト https://my.uscis.gov/prep/test/civics　にある模
擬テストを受けて試験の準備をすることができます。

【高齢者】　申請時に 50歳以上で永住権取得から 20年以上、も
しくは 55歳以上で永住権取得から 15年以上アメリカに居住し
ている場合は、英語の語学テストは免除されますが、米国史と
政治の基礎知識テストは受けなければなりません。ただ、通訳
を使って自国の言語で試験を受けることはできます。また、申

請時に 65歳以上で永住権取得から 20年以上アメリカに居住し
ている場合は、米国史と政治の基礎知識テストは簡略化された
ものを受けることができ、通訳を使って自国の言語で試験を受
けることができます。

【犯罪歴】　犯罪歴がある場合は、犯罪に関する裁判書類を持参
しなければなりません。犯罪の中でも道徳に反する犯罪（Crime	
Involving	Moral	Turpitude ＝ CIMT）は米国市民権申請で問題
になります。ＣＩＭＴとは意図的な犯罪のことで、一般に１年
以上の禁固刑がある犯罪を指します。例えば、殺人、暴力や窃
盗などが含まれます。一般に罰則が禁固刑１年未満である軽罪
は、申請の妨げとはなりませんが、裁判書類と全ての罰則を全
うした証拠を提示する必要があります。犯罪の内容によっては
軽罪が複数あれば問題視されることもあるので、注意が必要で
す。飲酒運転に関しては、一般に人的障害などを含まないもの
であれば、裁判書類と全ての罰則を全うした証拠を提示すれば
申請はできます。しかし、重度な飲酒運転は問題になる可能性
もあるので、地元の州法を調べる必要があります。

【徴兵登録】18歳から 25歳の間に永住権を保有している男性
は、アメリカの徴兵登録をおこなわなければなりません。徴兵
登録を怠った場合、その理由を示す書類の提出が必要となりま
す。正当な理由を提示できなければ、米国市民権は認可されま
せん。徴兵登録をしても、自動的に兵役につくわけではありま
せん。詳しくは徴兵登録のリンク http://www.sss.gov/　を参考
ください。

【宣誓式】　面接後、宣誓式への参加のアポをとります。宣誓式
ではアメリカ合衆国憲法を守り、自国を守る意思があることを
示し、アメリカへの忠誠の誓いを立てなければなりません。宣
誓式で宣誓を終われば、帰化証明書が発行されます。

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

　	あなたの先祖たちの知らなかったマナを、あなたに食べさ
せられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついには、
あなたを幸せにするためであった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申命記	8 章 16 節

　「あなたを苦しめ、試み」と、神は言っておられます。苦し
みが臨むと「なぜ？なぜ？」と、不平不満、不安、怒りが出て
来ますが、試練を通してしか得られないものがあります。試
練とは、試して、練られることです。神の試練は、その結果、『あ
なたを幸せにするため』であったと記されています。
	
　勿論、試練を好む者はいません。しかし、誰もが、試練に会
います。その時に、環境や他人のせいにして、不満と苦しみ
に飲まれて行く事もできますし、それを訓練として受け止め
る事もできます。試練の時、心を屈折させるのも、心を素直
にするのも、自分個人の選択です。「人がその子を訓練するよ
うに、主があなたを訓練される」と、聖書には記されています。
試練を訓練として受け止めるなら、測り知れない益を得るこ
とでしょう。心を固くせず、試練の中で主に従えば、全てが
合い働いて益とされ、成長していきます。そして後に、「苦し
みにあったことは、私にとって幸せでした」と言えるのです。

　人は、苦しみによって砕かれて、自分の力に頼れず、なす
すべもなく、ついに、神にしか頼れない所まで追い込まれな
いと、自分の弱さを認めることがなかなか出来ません。人とは、
何と強情で、自分を正当化し、周囲を責めても、自分の非を
認めない者でしょう。全ての人がそうではありませんが、人は、
往々にして、試練にあったその時、初めて、真に神と向き合い、
神を知るのです。それを、回心といいます。改心ではありませ
ん。回心は、これまで、神に背を向けて歩んでいた者が、180
度心の向きを変えて、神様に向きを変えることです。試練に
あって、苦しみを受け止め、神に近づいて、神に拠り頼む事
の意味を知ることが出来た人は幸いです。神との出会いによっ
て、試練が	「涙の谷を過ぎる時も、そこが平安の泉の	湧く所」
となります。

　苦しみの時に与えられる御言葉（聖書）により、天の父な
る神が、すぐそばにおられるかのような臨在感に包まれ、神
から来たとしか思えないような慰めをうけて、平安に過ごせ
る時があります。試練を超えて、新たに神を知り、信頼して、
全てを明け渡して、委ねる時、本物の幸いを経験していきます。
『ついには、あなたを幸せにするため・・』との御ことば（聖書）
のとおりですね。
神は愛です。私たちは、愛されています。

　地球が丸いことは、今では当たり前のことだが、その昔、
16世紀に入ってポルトガルのマゼランが 3年の大航海で実証
するまでは「地球は平たく、地の果ては深淵である」との考
えが支配的であった。

　だが、一方でソクラテス、プラトン、アリストテレスの紀元
前の古代ギリシャ時代に、既に地球天球説が唱えられていた
ことは驚異であるが、実証するまでに実に 1500 年以上かかっ
たことを考えると、その間、いかに海上での移動手段、即ち
強力な船の建造が容易ではなかったかを物語っている。その
意味では、15～ 16世紀の当時の最強国家ポルトガルの面目
躍如といったところだろう。

　世界地図を広げてみると、何処の国の世界地図も、西にア
メリカ南北大陸、東端に日本列島、そして中央に欧州アフリ
カ大陸とユーラシア大陸となっている。これを自分の国を中心
に置いて作ろうとすると、どうやっても収まりがわるくなり、
世界をコンパクトに俯瞰出来ないことに気が付く。今の形が最
も収まりがいいのだ。昔から日本を含む東南アジアは Far	East
即ち「極東」と呼ばれてきたが、世界地図を見れば納得である。

それに倣えば南北アメリカ大陸は、まさに「極西」となろうが、
決して彼らはそうは呼ばない。かつて世界を牛耳った欧州と
現在世界を牛耳っている米国にとっては、中心であり出発点
は彼等であり、遠い東の地の果てに一段低い文化を持つアジ
ア諸国があるという思いがあるのだろう。

　平面世界地図は At	a	glance	としては確かに便利だが、距離
をイメージするには不適当だし、自分の国を中心に見た時の世
界の映り方がしっくりこない。そこで登場するのが地球儀だ。

　小さい頃、日本からアメリカに行くには太平洋を横断する
ものだと思っていた。平面地図を見れば誰しもそう思う。と
ころが飛行機に乗ると航路は全く違う。最短距離を選んで飛
ぶのだが、地球儀をなぞって計測すると納得出来る。もうひ
とつ面白い実験が出来る。自分がその国に住んでいることに
して地球儀上から世界を見ると日頃描いているのとは違う風
景が見えてくる。

　まだ地球儀をお持ちでない方は是非手に入れた地球儀で世
界を歩くことをお勧めしたい。

野呂利　歩

地球儀のすすめ

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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友達作りには親子の会話が大切
　学校や習い事など、出会いを通してできていく“友達”。た
くさんいるほど、遊びの幅が増えたり、助けられたり、ケン
カをしたりと、いろいろなことがあります。子どもの交友関
係に、親とどう関わったらいいのでしょうか。ある心理カウ
ンセラーの先生から話を聞きました。

家族とは違う価値観を教えてくれる存在
　園や学校の仲間、近所で気が合う子など、一緒にいるだけ
で楽しくて、言いたいことを言い、時にはケンカもするけど
またすぐ仲良しになれる友達。大きくなるにつれて交友関係
は変わり、高学年になると、自分と友達との違いを意識し、
認め合う関係が築かれていきます。何でも相談できる仲間、
“親友”ができる子もいるでしょう。
　子どもは、友達や先生など様々な人間関係の中で、家族と
は違う価値観に出会います。その中で生きていく感覚を身に
つけることは、社会に出る上で大事なことです。そして友達
作りに大切なことが、親子の会話と、交友関係を見守る親の
姿勢。親が安心できる範囲で友達作りに関わってしまっては
友達の輪は広がりにくいでしょう。

子どもの世界に親は介入しないことが基本
　自分の子も、わが子と友達になってくれた子も、みんなが
イキイキとしている姿は、見ていて嬉しいものです。一方で、
わが子親の意に染まない友達関係を持った場合、みなさんは
どのように対応しますか？こうした時は付き合いをやめさせ
ようとするのではなく、なぜその子と遊ぶのかを聞くことで、
親の対応は変わってきます。
　本人が自分の意志で付き合っているのであれば、問題がな
い限り認めてください。心配な場合は、他人に迷惑をかけな
いことや、お小遣いの範囲内で遊ぶようにといったことを伝
えておきましょう。しかし、子どもが付き合いたくないのに
付き合っているとなると話は違います。子どもの意見を聞き、
どうすることが良いのかいっしょに考え、提案を示しながら
子ども自身に決断させることが大切です。
　友達と距離を置く、という選択もあります。必ずしも全て
の人と仲良くする必要はなく、ひとりでいることにも大きな
価値はあるのです。「少し寂しいけれど平気、休み時間は本を
読んで過ごそう」と思える気持ちも時には必要です。そのう
ちに、「その本何？」と声をかけてくれる、気の合う新しい仲
間ができていくのではないでしょうか。こどもにとって、「自
分はいろんな子とうまくやれるんだ」ということを体験でき
る機会にもなります。自分で解決できたとこが自信にもなり
ます。

気持ちを言葉にし、親子の時間を大切にする
　中学年以上になると、学校の出来事や友達のことなども、

あまり話さなくなります。親が交友関係を把握しきれない場
合もあるでしょう。でも、「親は話を聞いてくれる」という信
頼感が育っていれば、肝心なところは話してくれる場合が多
いものです。日頃から、「何かあったら相談にのるよ」と声を
かけ、子どもがいつもと違うなと感じたら、腰をすえて話を
聞くことが大切です。
　子どもの反応を的確に読み取るには、普段から子どもの様
子をよく観察すること。子どもの目を見ずに、よそを向いて
話をしているようでは変化をキャッチしにくいです。「話を
聞いてもらえた」と感じる時は、「気持ちを受け止めてもら
えた」と思った時です。途中で「こうしなさい」、「いったで
しょ」などと、方法や結論を出したり、感情的にわが子や相
手を責めるようなことは言わないでください。話し終えるま
で待ち、「お母さんはどう思う？」と聞かれたら、意見を言っ
たりアドバイスをしましょう。子どもが解決策を見つけられ
ない場合は、「何か手伝えることはある？」と聞いてみてくだ
さい。そして、解決できた時に、「自分でできたね」と伝えれば、
自己肯定感が高まっていきます。
　
自己肯定感が友達の輪を広げます
　子どもは、親や先生などのまわりの大人からのプラスの言
葉かけによって、「自分が好き」という気持ち、いわゆる自己
肯定感をもつようになります。自己肯定感がある子は、自分
がもっている力を他人に貸してあげようとすることができま
す。人を助けることで、「自分は役に立
つ人間だ」と、自信を持つことができ
るでしょう。
　大人も子どもも友だちの存在は大切
です。誰と友だちになるかは、子供が
きめることです。よくない友だちなど
いません。子どもが自分を信頼できれ
ば、どんな友だち付き合いからも学ん
で成長していくことでしょう。

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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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

　8月夏真っ最中のジョージアはさすが南部！日差し、紫外線
が強い！アメリカに来て初めてフロリダの海へ行った時の日差
しには本当にびっくりしました。肌に日焼け止めを付けても火
傷レベルの日焼けをしてしまいました。それから日焼け止めは
もちろん熱くてもはなるべくシャツを羽織ったり気をつける様
になりました。
　肌は日焼けするとジリジリ痛みを感じたり、見た目も焼けた
と直ぐに分かるので日焼けしない様に気を付けていても、痛み
や見た目がすぐに分かりにくい「髪・頭皮」の日焼け対策は忘
れがちな方は多いのではないでしょうか？

～髪の日焼けデメリット～
•	 髪水分が失われパサパサしごわつく
•	 油分がなくなりきしむ
•	 髪が変色する

などなど…とにかく髪が痛みます！！見た目も痛んで見えてし
まいます。そしてもっと気を付けたいのが頭皮です。肌と同じ
く頭皮も皮膚なので当然日焼けします !。肌が日焼けすると乾
燥やシワになる様に、頭皮も同じです。頭皮と皮膚がつながっ
ている顔がたるみます。更に！日焼けでダメージをうけた頭皮
は、健康な髪は生えず抜け毛や薄毛、白髪の目立つ老け髪になっ
てしまうこともあります。これは避けたいですよね。

～髪・頭皮の日焼け止め対策は肌と同様～
•	 髪・頭皮の日焼け止めを使う。(Sunscreen	Spray	for	Hair	
&	Scalp)

•	 帽子や日傘で紫外線から髪・頭皮を守る。
•	 なるべく長時間濡れたままにしない。( 夏は海水浴やプー
ルなどで髪が濡れがちです。髪が濡れてる状態の日焼け
は更に髪へのダメージを受けます。)

　日焼け・紫外線に注意していても、髪へのダメージを完全に
防ぐことは出来ません。外に出た日や髪が傷んでしまった日は、
とにかくアフターケアーをしっかししましょう！低刺激のシャ
ンプーで優しく洗ったり、保湿成分があるトリートメントを使
う事をお勧めします。ドライヤーは低温で！
　サロンリーガではスタリストが今の髪の状態をカウンセリン
グし、髪をコーティングするトリートメント、ダメージ改善ト
リートメントを組み込みながら全ての施術をさせて頂く事も出
来ます。日本製の低刺激シャンプー /コンディショナーなども
販売しております。髪のダメージでお悩みの方はいつでもご連
絡下さい！皆様がステキな夏を過ごせます様に。サロンリーガ
のマナでした！
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		先月の Independence	Day に毎年アトランタダウンタウンで開
催されている Peachtree	Road	Race に参加してきました。私は
６回目のエントリー。この 10k レースはおよそ６万人もの人が
エントリーする全米でも最大級のレースだそうです。
　毎回１時間を切ることを目標に参加しているのですが、まだ
１度も切れたことがなく、今年こそは！と思っていましたが、
ろくに練習もできないままレースまで１ヶ月をきり慌てて練習
を始めた結果、身体がビックリして古傷の膝を皮切りにあちこ
ち痛めてしまいました。
　情けないですがアラフィフ。体は正直です。もちろんストレッ
チや自分でできる処置はしてみたものの回復はせず…しかし、
レースの日は迫っている、今回はなんとしてでも１時間を切り
たい！ということで、周りの力を借りて自分の身体のメンテナ
ンス・ケアに徹底的取り組んでみることにしました。普段、日々
の忙しさを言い訳に自分の身体のメンテナンスはどうしても疎
かになりがちなので、とても良い機会でした。

　その時の私の身体の状態は、古傷の右膝後十字靭帯（少し無
理をするとすぐに痛くなる厄介者）に出た痛みをかばって走っ
ていたため、左足第４中足骨も痛めていました。中足骨とは、
足の甲にある５つの細長い骨で、親指側が第１中足骨で小指側
が第５中足骨となります。
　私が痛めた第４はちょうど薬指辺りです。この痛みは走り出
すと結構な痛みがあり時々心が折れかけました。さらに、右手
上腕にアームバンドでスマートフォンを巻いていたのですが、
不慣れな重さのため肩鎖 ( けんさ ) 関節を痛め、肩や腕を上げ
る時に痛みを感じるようになっていました。レースを前に私の
体はまさしく満身創痍でした。

　治療はまず、身体の左右バランスと背骨の歪みを整えるた
め、私のカイロプラクティックの師匠であるDr.Friedman にア
ジャストメントをしてもらいました。この時点で私の体は右に
25pound（約 11kg）も傾いていて、右膝も痛くなるわけだ、
と妙に納得してしまいました。次に、当院スタッフのアスレチッ
クトレーナー假屋に痛くて上がらなくなった右肩周辺を即効性
のある‘かっさ’とカッピングで炎症を抑えてもらい、さらには、
走行時に右手振りがしっかりできるように肩鎖関節の痛み軽減・
可動域向上のため、キネシオテーピングをしてもらいました。
　中足骨を痛めていた左足は走行時の足の上げ方が悪いため余
計な負担がかかっているということで、走行時の姿勢のとり方
や足の上げ方を始め、痛みで硬くなった関節と筋肉をほぐす運
動などを指導してもらいトレーニングを続けました。さらに、
筋肉の疲労をとるためにエクササイズコーチの田口に AIS アシ
ストストレッチとマッサージガンで硬くなった筋肉をリリース
し、股関節や肩関節の可動域を広げてもらいました。
　
　そして、私自身は「健康へのDREAM」の実践と、レース時
の緊張を和らげ気持ちを落ち着かせるためのマインドフルネス

瞑想法を毎日行いました。このように、できる限りのセルフケ
アと 3人からのメンテナンスケアを受けながらトレーニングを
続けて迎えたレース当日、なんと５７分で無事完走することが
できました！大満足な結果です！！
　今回のことで、私は実際に当院でサービスを受ける側、つま
り患者さん目線に立ったわけですが、率直な感想は「なんて
素晴らしいサービスだ！」。自画自賛です。笑。カイロプラク
ティックを始めとして、患者さん
の身体全体のケアをしたい、その
想いでスタッフと日々試行錯誤し
ながら、メニューとサービスを考
え、提供してきたことは間違って
なかった、改めてそう思える出来
事でした。
　怪我や体の不調は予期せぬもの
です。しかし、対処法を知ってい
れば、そう恐れることもありませ
んね。急な怪我にも慢性的な不調
もお困りの際はぜひ当院へご相談
ください。スタッフ一同、自信を
持ってケアいたします。

健康とカイロプラクティック◎矢島敬朗

健康とカイロプラクティック

トータルサポートケア
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子どもの歯磨き中の喉突き事故などに気を付けましょう !
　むし歯予防や歯周病予防、口臭予防など、口の中の衛生的に
保つため歯磨きは大切な生活習慣です。また、乳幼児期から自
分で歯磨きしたり仕上げ磨きをしたりしてもらうなど、子ども
にとっても歯磨きは毎日の習慣である一方で、歯ブラシをくわ
えたまま転倒し、喉を突くなどの事故が起きています。報告さ
れた事故の中には、歯ブラシが口の中や喉に刺さって集中治療
室に入室する必要が生じたなどの重大な事例が含まれています。
今月は、東京消防庁が掲載した、乳幼児の歯磨き中の事故につ
いてご紹介します。

乳幼児の歯みがき中の事故に注意！
東京消防庁管内では平成２７年から令和元年までの５年間に、
５歳以下の乳幼児が歯みがき中に歯ブラシで受傷した事故によ
り、197 人が救急搬送されています。

歯みがき中の事故防止ポイント
歯ブラシが口腔内に刺さり、入院の必要がある事故も発生して
いることから、保護者等は乳幼児の歯ブラシの使用に際して、
十分な注意が必要です。

　毎年発生する歯みがき中の事故を防止するため、以下のこと
に注意しましょう。
1.	 歯ブラシを口に入れたまま、歩いたり走ったりさせず、床
に座ってしましょう。

2.	 ソファなどの不安定な場所で歯みがきをしていて、転落し
たケースもあることから、椅子や踏み台等に乗った状態で
歯みがきをさせないようにしましょう。

3.	 歯みがき中に人や物と接触し、受傷するケースも多くある
ため、歯みがき中は保護者の目が届く範囲で見守り、周囲
にも注意を払いましょう。

１　年別救急搬送人員
平成 27年から令和元年までの５年間で、197 人が救急搬送さ
れています。( 図１)

	 	 	 	 図１　年別救急搬送人員

２　年齢別・受傷要因別救急搬送人員
（1）年齢別救急搬送人員
1歳が最も多く93人、次いで2歳が54人となっています。(図２)

	 	 	 	 図２　年齢別救急搬送人員

（2）受傷要因別救急搬送人員
歯みがき中に「歩いたり、走ったりして転倒」が 65.5％で、最
も多くを占めています。( 図３) このことから、歯みがき中には
『歩かせない！走らせない！』ように保護者がそばに付き添い注
意を払うことで、多くの歯みがき中の事故を未然に防止するこ
とができます。

	 	 	 図３　受傷要因別救急搬送人員

３　初診時程度別救急搬送人員
救急搬送時の初診時程度をみると軽症が最も多く 172 人
（87.3％）を占めています。また、入院の必要がある中等症以上
が 25人（12.7％）を占めています。( 図４)

	
重　症 　生命の危険が強いと認められたもの
中等症 　生命の危険はないが入院を要するもの
軽　症 　軽易で入院を要しないもの

４　事故事例

１ 歯磨きをしながら歩いていたら、フロアマットにつまずき
転倒し、口腔内から出血した。（3 歳　軽症）

２ 布団で寝転んで歯磨き中、歯ブラシの柄が枕に当たり、口
腔内を受傷した。（1 歳　軽症）

３
ソファの上で歯ブラシをくわえたままハイハイしており、
親が目を離した際に床へ転落し口腔内から出血した。（1 歳
　中等症）

４ 歯ブラシをくわえたまま歩いていたら、布団の上で転倒し
歯ブラシが口腔内に刺さった。（3 歳　重症）

子どもの歯磨きの際は、転倒の恐れのある椅子やソファは避け
て床に座らせて行い、周囲の子どもも含め
予想外の行動をするため保護者がそばで見
守る必要があります。また、先端が柔らか
く曲がって衝撃を吸収するものや、のどの
奥まで入りにくく設計された歯ブラシを活
用するのも良いでしょう。

資料：東京消防庁ウェブサイト

カンバーランドファミリーデンタル
歯科医師　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
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多汗症
　汗ばむ季節になってきました。
汗の量が多くて衣服に汗じみがで
きる。わきの汗がしみ出して洋服
や制服がすぐに濡れる。1日に何
回も着替えが必要……。汗のこの
ような悩みで困っていませんか。
日本人の 7人に 1人は、汗が多い
ことが原因で日常生活になんらか
の支障があることがわかっています。多汗症は本人が困って
いれば診療の対象になる病気です。しかし、このことを知ら
ずに治療を受けていない人がとても多いといわれています。

　重症のわきの多汗症 ( 重度原発性腋窩多汗症 ) に対して、
ボツリヌス療法 ( ボツリヌス毒素局所注射 ) が日本では保険
適用になり、2015 年に改訂された診療ガイドラインでは、
推奨される治療として記載されています。ボツリヌス療法と
は、ボツリヌス菌が作り出したたんぱく質を精製し、薬にし
たものをわきの下に注射する治療法。交感神経から汗腺へと
伝わる刺激を遮断して発汗を抑えます。多汗症の診療に詳し
い東京都立大塚病院　皮膚科の藤本智子医長は、「わきの多汗
症は、最初に塗り薬 ( 塩化アルミニウム含有 ) で治療し、こ
れで 7割の人がよくなります。重症の場合は、ボツリヌス療
法で 9割以上が改善します。効果は平均すると約半年続くの
で、夏の前に年 1回注射する患者さんが多いです。重症でも
治療によって悩みが解消できるようになっています」と話し
ます。

　汗は体温を調節するための生理現象です。でも、そもそも
体の限られた場所から、なぜ多量に汗が出てくるのでしょう
か。多汗は人間が進化する過程で、緊張や集中といった高度

な精神活動をするようになっ
て、脳を発達させてきたこと
と関連があるようです。「多
汗症の人とそうでない人の脳
を比べると、多汗症の人は精
神的な負荷がかかると発汗を
起こす脳の中枢が過敏に反応
することがわかっています。汗腺の数や密度はどちらも変わ
りません。ところが、脳の信号が交感神経を通って汗腺に伝
えられると多汗症でない人は 1～ 2個しか働かないのに、多
汗症の人は半分以上も働いて、その結果、汗の量が多くなっ
てしまいます」。

　汗をかくことは、ごくあたり前のことです。しかし、衣服
にしみ出したわきの汗がテレビやインターネットで話題にな
り、清潔感や見た目がより求められるようになって、汗を気
にする人が増えています。多汗症の増加は、ある意味におい
ては現代病と藤本医長は話します。「わきの汗は精神的な要素
が大きく、汗で嫌な思いをすると余計出てしまう。人と接し
て社会で活動することに憶病になります。だからといって、
精神論だけでよくするのは無理があります。困っていたら一
度受診してみましょう。汗が少なくなることを実感すると前
向きになる患者さんが多いです。治療がそのきっかけになる
ことを知ってほしいと思います」。

　汗のために人とうまくかかわれない。職場や学校で困って
いたら、それが日常生活の支障です。汗の悩みは、まずは皮
膚科を受診しましょう。塩化アルミニウムの治療を取り扱っ
ているかどうかを確認してから受診することが大事なポイン
トです。皮膚科で改善しない場合は、多汗症に詳しい医師を
紹介してもらうことをお勧めします。

メディカルコラムKuraoka
Clinic

MONTHLY NEWS LETTER for HEALTH

メディカルコラム◎倉岡クリニック

材　料　
マシュマロ お好きなだけ
板チョコ  1 枚
ビスケット 2 枚～

お子さんと一緒に作る夏のデザート！
作り方
1. ピック（または楊枝）にマシュマロを刺し

ます。
2. テンパリングしたチョコレートをマシュマ

ロにつけます。
3. 2 に砕いたビスケットをつけます。
4. 冷凍庫で 1 日～ 2 日程度冷やして完成。

フローズンスモア風デザート

フローズンスモア風デザート
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～今月も先月に引き続き、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。～

歯周病のリスクファクター
1.	 局所的なリスクファクター（口腔内の環境など）プラークを増殖
させたり、歯肉の炎症を悪化させたりする要因がリスクファクター
として考えられます。	
【歯石】		
プラークを放置すると、唾液中のカルシウムなどが沈着し歯石に
なります。この歯石にはプラークがつきやすいため、歯周病をさ
らに悪化させる要因になります。		
【歯並び】		
歯並びが悪いところはブラッシングが不十分になりやすく、その
ためプラークがたまり炎症が起こりやすくなります。		
【不適合な冠など】		
歯に合っていない冠（クラウン）などの周りにはプラークがたまりやすくなります。		
【不良習癖】		
「口呼吸」や「歯ぎしり」など、日常的に癖になっている悪い習慣のことで、歯周病を悪化させたりします。			
・	口呼吸	：		 口で呼吸する癖がある場合、口の中が乾燥しプラークがつきやすくなります。	
	 	 また、歯肉の抵抗力が弱まり炎症がおきやすくなります。		
・	歯ぎしり	：	歯ぎしりのような横から加わる力にはきわめて弱く、歯周組織に負担がかかり	
	 	 歯周病を悪化させる原因になります。	

2.	 全身的リスクファクター（生活習慣など）	
近年、生活習慣が歯周病を引き起こしたり、悪化させたりするリスクファクターになっていることがわかってきました。歯周
病を予防・改善していくためには、口腔内環境はもちろん、生活習慣を見直してリスクファクターを減らし、全身の健康状態
をととのえていくことが大切です。		
【喫煙】		
喫煙は歯周病を悪化させる大きなリスクファクターです。喫煙は血管を収縮させて歯肉の血行不良をひきおこします。そのため、
見かけの歯肉の炎症は少ないのですが、歯周病細菌に対する抵抗力が低下し歯周病を重症化させます		
【ストレス】		
精神的ストレスによって体の抵抗力が弱くなったり、生活習慣（ブラッシング、喫煙、食生活など）が変化したりすることで
歯周病が悪化しやすい状態になります。		
【食習慣】		
甘いもの、やわらかいものを多く食べる習慣は、歯周病の原因であるプラークを増殖させ、つきやすくします。また、不規則
な食事、栄養の偏りは全身の健康に悪影響を与えます。	

　次号で、全身の健康への影響について詳しくお伝えしたします。

歯や歯周病などについてのご質問等がございましたらお気軽に御連絡ください。
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】なにかと負担が重なるあまり良い
運気をしていないようです。また、あなた
自身があれもこれもと気持ちが一定しない
ようで、すべてが中途半端になってしまう
危険性もあります。

【恋愛運】長年交際を続けている相手がいる
人は、関係進展の期待が持てます。新しい
恋愛の縁は、あまり期待をし過ぎないよう
にしましょう。あなたの身近に、実は相性
の良い相手がいることに気付かされる出来
事もありそうです。そのとき、思い切って
交際を申し込んでみるのも良いでしょう。

【金　運】金運は、徐々に上がっていき、
26 日頃に 8 月の最上位に来ることでしょ
う。そのときに、なにかしらの良い出来事
に見舞われそうです。何事においても、前
向きな思考を持って臨むようにしましょう。

♥ 幸運日：2　18　28
× 危険日：4　15　24

【全体運】人とのすれ違い、仕事のすれ違い、
チャンスとのすれ違いなど、ほんの些細な
タイミングのずれで、成功に巡り合えない
不運な状態と言えそうです。アンテナを張
り巡らせておいても、上手くいかないこと
はあります。気持ちを切り替えて前を向け
るかどうかが肝心になってきそうです。

【恋愛運】恋愛運自体は高くありませんが、
出会いのチャンスは何度がありそうです。
中には結婚縁にまでつながっていることも
あるので、ひとつひとつの出会いを大切に
しておきましょう。

【金　運】金運は上昇しないものの、下降す
ることもなく安定のようです。欲しいもの
を買う物欲が抑えられない場面も出てきそ
うですが、あまり無理をしないことも大切
でしょう。

♥ 幸運日： 9　17　26
× 危険日：3　18　29

【全体運】家族や友人との時間を多く持ち、
関係を深めていきましょう。仕事でも協力
して取り組む作業が増え、お互いの良い面
も悪い面も含めて、見る機会が増えそうで
す。その中から、本当の信頼が生まれてく
ることでしょう。

【恋愛運】恋愛運も好調のようです。ただし、
不倫関係や二股恋愛、浮気中の人は要注意
でしょう。バレたくない人に、あなたの現
状がバレる気配を持っています。我慢する
ことを覚えた行動を取りましょう。

【金　運】金運は、やや波の運気をしていま
す。良いことも悪いことも起こり、あれこ
れ悩んでいる暇がないかもしれません。気
持ちの切り替えやフットワークの軽さが、
チャンスを確実につかみ成功を手繰り寄せ
る最善の方法になりそうです。

♥ 幸運日：10　18　28
× 危険日：4　15　26

【全体運】良い運気の状態を保ち、前向きな
日常を送ることができそうです。ネガティ
ブな思考を持たず、前を向いて進むと良い
でしょう。自分ができると強く念じれば、
これまで何度も挑んでは失敗していたこと
でも、成功を手にできるかもしれません。

【恋愛運】恋愛運は停滞している様子ですが、
出会い自体がないわけではなさそうです。
恋愛に発展しないだけで、良い関係を築く
ことはできそうです。将来的な恋愛候補と
して、関係を継続していくようにすれば良
いでしょう。

【金　運】金運は好調の状態を保つようです。
交際費がやや高くなる出来事がありそうで
すが、その結果が良い人間関係の構築につ
ながっているので、惜しむ必要もないでしょ
う。

♥ 幸運日：3　16　27
× 危険日：  9　19　23

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

【全体運】小さなことにも気を配っておくよ
うにしましょう。他人のホンのささいなつ
ぶやきからでも成功のヒントを得ることも
あれば、町なかを歩いているときのちょっ
とした変化からなにかしらを思い付いたり
と、身近なところにあなたの開運や成功を
助ける出来事がありそうです。

【恋愛運】恋愛運はやや高めですので、同じ
趣味の異性と出会う可能性や、サポートし
合える仕事仲間や友人の身内など、最初か
ら良い相性を感じられる相手との出会いに
期待が持てそうです。本気で結婚を考えて
いる人は、お見合いも選択肢に入れてみて。

【金　運】金の切れ目が縁の切れ目になるよ
うな出来事もありそう。ドライな関係に悲
観せず、そういったこともあると覚えてお
くと良いでしょう。

♥ 幸運日：8　14　22
× 危険日：1　16　26

【全体運】全体的に好調な運気に支えられ、
やることなすことすべてが良い方向へと進
むことでしょう。チャンスを確実にモノに
して、ライバルとの差を拡げる期間にする
と良いでしょう。思ったことを行動に移す
ことで、先んじることが叶えられそうです。

【恋愛運】 月の初め頃が最も高いため、徐々
に下降していくことになりそうです。告白
などのアクションを起こそうと計画してい
る人は、早めに動くことをオススメします。
相手の気持ちを変えてやる！くらいの強い
意志を示しましょう。新しい出会いはあま
り期待が持てなく短い関係で終わりそう。

【金　運】金運は、調子の良いものとなりそ
うです。思い切った投資も良いかもしれま
せん。信頼のおける人物と、一緒に行動し
てみるとより良い結果につながりそうです。

♥ 幸運日：1　16　28
× 危険日：6　17　24

【全体運】全体運が徐々に上がっていくこと
から、物事の計画を実行するのは月末にし
ておいた方が良いでしょう。初めに計画を
立てて、準備期間を十分に持ち、そして動
くといった流れなら成功を手にできそうで
す。

【恋愛運】恋愛運は、平均的なレベルといっ
たところですが、友人としての縁があった
異性が、急に恋愛対象に変化することもあ
り得ます。趣味を同じくする人や、同郷出
身の人など、なにかしら共通点を持つ異性
は、その対象になることも多いでしょう。

【金　運】金運は好調で、大きなプラスが期
待できそうですが、正直であることを心掛
けましょう。人として NG な行動を取るこ
とでせっかくの運気が逃げて行ってしまう
羽目になるかもしれません。

♥ 幸運日：2　17　28
× 危険日：1　15　29

【全体運】人の発言や行動に意識を向け、記
憶し、また相手の本心を探るようにして毎
日を過ごすことをオススメします。降り掛
かるトラブルを未然に察知できて、回避可
能な行動を咄嗟に取ることができそうです。

【恋愛運】あまり良い恋愛運をしていないよ
うです。パートナーとの時間を多く持つこ
とを心掛けましょう。ケンカや仲たがいを
していなくても、お互いへの気持ちが希薄
になっているのを感じたら、ピンチだと焦
るくらいが必要です。

【金　運】月の始めは金運も良いのですが、
徐々に下がっていくようです。良いと言っ
ても、高いわけではないのであまり大きな
気持ちにならない方が良さそうです。堅実、
節約、倹約を心掛けて、交際費や物欲での
支出を抑える意識を持っておきましょう。

♥ 幸運日：6　17　30
× 危険日：8　13　25

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】なにかと精神的に落ち込む出来事
に見舞われそうです。時間が解決してくれ
ることも、誰かが支えてくれれば解決する
こともあるでしょう。自分の現状について、
また将来について悩まされることでしょう。

【恋愛運】別れの運気があります。特に交際
間もないカップルは、相手の心変わりに気
を付けておきましょう。相手の細かい部分
まで気にして、指摘することは控えた方が
良いかもしれません。受け入れる気持ちを
持つことも大切でしょう。

【金　運】金運は、やや好調へと高まりを見
せそうです。これまでに行ってきた善行に
対して、感謝を受け取ることがありそうで
す。プライベートで、仕事で、なにかしら
良いことを周囲に施していた人は、その見
返りを得ることがありそうです。

♥ 幸運日：4　16　27
× 危険日：9　17　28

【【全体運】何度かチャンスに恵まれて、成
功を手にできる良い運気をしています。趣
味の世界で表彰されることも、仕事で大き
な成果を出すことも、人気者の恋人を手に
入れることもあり得るでしょう。もちろん、
あなた自身がなにも行動しないのでは結果
も着いてきません。

【恋愛運】恋愛運は吉。復縁、復活愛に期待
が持てる運気をしています。お互いがフリー
だった場合、ストンと関係がはまることも
ありそうです。交際中の相手がいる人は、
一歩関係を進めてみても良いでしょう。

【金　運】金運は好不調の波が大きく、期待
を持ち過ぎることなく過ごしましょう。良
いときがきても、それが長く続くとは思わ
ないようにして、すぐに気を引き締める切
り替えの良さが求められそうです。

♥ 幸運日：8　18　27
× 危険日：3　16　29

【全体運】人の言葉に気を付けておきましょ
う。良い話、美味い話、それらには裏があ
ると考えておきましょう。得られた情報も、
本当に正しいことなのかどうか、きちんと
裏を取ってから判断や行動をするようにし
ましょう。

【恋愛運】恋愛運は良い状態を継続している
ようで、パートナーとの仲の発展も片思い
の成就も大きな可能性があります。好きな
気持ちを抑えることなく、相手に伝えてみ
ることが大切になりそうです。ただし、勘
違いにも注意しておきましょう。

【金　運】仕事では、他者とぶつかることが
多そうで、それに気を取られ過ぎて、損失
を出してしまわないように注意しましょう。
お金との縁がやや薄いので、手元から出て
行く分が多くなってしまいそうです。

♥ 幸運日：10　18　26
× 危険日：4　15　28

【全体運】全体運が良い状態にありますので、
思い描いた理想が実現する可能性を大きく
秘めています。意見や感想は表明して、自
分の意思をオープンにしましょう。周りの
賛同も多く得られて、あなたの力になるこ
とも多くありそうです。

【恋愛運】片思いが成就する可能性がありま
す。一緒に行動する時間を持ったのなら、
ひと押ししてみるのも良いでしょう。逆に、
相手からのアプローチにも期待が持てます。

【金　運】やや波の大きな金運をしている 8
月。大きなプラスがあればマイナスもあり、
中には自分の意思では支出を抑えられない
ケースもあって、精神的にやや落ち込むこ
ともありそうです。軽い約束は控え、でき
もしないことを請け負うことは止めておき
ましょう。

♥ 幸運日：3　16　24
× 危険日：9　19　28

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

AYC CLUB
Brook Run Park (Dunwoody)
770 N Peachtree Rd, Dunwoody, GA 30338
☎ 434-228-6815　アトランタ矢島カイロプラクティック

 ■ 8 月 28 日（土）
 ■ 9 月 25 日（土）
 ■ 10 月 16 日（土）

午前 10 時～ 11 時半 ※雨天の場合は中止
 ◆ 無料 ※お申し込み不要

持ち物：飲み物、運動のできる格好
集合場所：Park 内駐車場 

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 ～

PIEDMONT PARK ARTSFESTIVAL 2021
Piedmont Park
10th St NE & Charles Allen DrAtlanta, GA 30309
www.piedmontparkartsfestival.com/

 ■ 8 月 21 日  - 22 日
 ◆ 無料

Spor ts

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

 ■ 8 月 5 日 -8 日 
 Barracuda Championship 
 Tahoe Mt. Club (Old Greenwood),  Truckee,  CA  

 ■ 8 月 5 日 -8 日 
 World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational 
 TPC Southwind,  Memphis,  TN

 ■ 8 月 12 日 -15 日 
 Wyndham Championship 
 Sedgefield Country Club,  Greensboro,  NC

 ■ 8 月 5 日 -8 月 8 日 
 Barracuda Championship 
 Tahoe Mt. Club (Old Greenwood),  Truckee,  CA

 ■ 8 月 19 日 -22 日 
 THE NORTHERN TRUST 
 Liberty National Golf Club,  Jersey City,  NJ

 ■ 8 月 26 日 -29 日 
 BMW Championship 
 Caves Valley Golf Club,  Owings Mills,  MD

 ■ 9 月 2 日 -5 日 
 TOUR Championship 
 East Lake Golf Club,  Atlanta,  GA

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。

 ■ 8 月 06 日から　ナショナルズ 3 連戦
 ■ 8 月 10 日から　レッズ 3 連戦
 ■ 8 月 23 日から　ヤンキース 2 連戦
 ■ 8 月 27 日から　ジャイアンツ 3 連戦
 ■ 9 月 07 日から　ナショナルズ 3 連戦

 

Music

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

 ■ 9 月 05 日 Marc Anthony
 ■ 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

2021 年
 ■ 2 月 5 日  Billir Eilish
 ■ 3 月 21-22 日 Justin Biber
 ■ 3 月 27 日 Bad Bunny
 ■ 4 月 1 日  The Weekend

Infinite Energy Arena
6400 Sugarloaf Pkwy, 
Duluth, GA 30097 
☎ 770-813-7600 

www.gwinnettcenter.com
 ■ 9 月 18 日 Blake Shelton
 ■ 9 月 23 日 Eric Clapton

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

 ■ 8 月 26 日 ( 木 )　Kesha 

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。

 ■ 9 月 01 日 ( 水 )　John Legend 
まだまだあります。

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

 ■ 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
 ■ 11 月 9 日 -14 日 Fiddler on the Roof

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

お 盆（8 月 13 ～ 16 日）
　忙しくにぎやかなことを、「盆と正月が一緒
にきたようだ」と表現する言い回しがあるよう
に、日本ではお盆は、お正月同様とても大切な
行事として受け継がれてきています。
　お盆とは、ご先祖様の霊を供養し、冥福を祈
る行事、期間です。お盆期間には亡くなったご
先祖様が浄土（天国）から戻ってくると考えら
れています。
　日頃なかなか会えない兄弟家族が集い、亡く
なった方のことを想い、またお互いの近況報告

をするなどして過ごすのが一般的です。

お盆の起源
　お盆の行事は、仏教の開祖であるお釈迦様の
弟子が地獄に落ちた母親を救うため、7月 15
日（旧暦）に霊を供養した、というのがそもそ
もの起源。1400 年も前、飛鳥時代です。
日本では長い間、貴族や僧侶だけが行う特別な
行事でしたが、江戸時代に入ると、ろうそくや
提灯が大量生産されたこともあって、一般の人
にも定着していきました。

お盆（8 月 13 ～ 16 日）
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 ■ 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

お盆期間
　一般的なお盆の期間は、8月13日から16日まで。地方によっ
て違いがあり、沖縄などでは旧暦のまま、7月 15日に行われ
ています。

▶ 13日：迎え盆（お盆の入り）
　盆棚をしつらえ、精霊馬（しょうりょううま＝キュウリで作っ
た馬、ナスで作った牛）を供えます。これは、ご先祖様の霊は
キュウリの馬に乗り、ナスの牛に荷物をのせてあの世とこの世
を行き来するといわれているためで、または、来るときは馬に
乗って早く、帰るときは牛のようにゆっくりと、といった意味
もあるようです。
そしてお墓参りに行き、その帰りに玄関で「迎え火」を焚いて、

ご先祖様の霊を迎えます。

▶ 15日：藪入り
外に出ていた家族が帰省。ゆっくり過ごし、親戚の盆棚にお参
りにいきましょう。

▶ 16日：精霊送り（送り盆、お盆の明け）
ちょうちんや盆棚を片づけ、送り火を焚きます。昔は川や海の
かなたにあの世があると考えられていたので、地域によっては
海や川に送り火を流して精霊送りを行います。わらで作った舟
にお供え物や飾り物を乗せた精霊舟や、たくさんの灯篭を流し
て精霊を送るとともに、病気や災いも一緒に流すという意味が
あります。
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　前回は私がホームで戦った時のホームタウンディシジョンに
ついてダラダラと書いたが、今回はアウェイ編。
その１
　これはアウェイと言っても主催は大山空手の本部道場で、当
時は私もバーミングハムの住人だったので本当はアウェイでは
ないのだが、戦う相手によってホームにもアウェイにもなりえ
るというパターン。その年の大会は私が内弟子を卒業してから
初めて参加する大会だった。内弟子を卒業して内弟子時代の
ような稽古ができていないとはいえ内弟子時代の経験に自信を
持っていたし、それよりなにより内弟子ではないという解放感
で気力、体力とも充実していたので最低でも決勝まではいくつ
もりだった。
　1回戦、2回戦は順調に勝ち進み 3回戦は相手は現役の内弟
子アキラ。現役の内弟子とはいえ私と彼は 10kg 以上体重も違
うし、今まで組手でも負けたことがないので私も負ける気はし
ない。試合が始まっても決定打はないものの、相手を何度も転
がしたりして試合を有利に進めていた。主審を務めていた総主・
大山茂も試合中彼に向かって何度も「負けてもともと。ホラ、
行け！」とハッパをかけている。でもアキラは毎日一日中稽古
をしているだけあって、何度転がしても立ってくるし、蹴りを
決めても倒れないのでこっちも少し疲れてくる。技ありは取っ
てないがどう見てもオレの判定勝ちだろう…と思っていると終
了のホイッスル。
　観客も「よしよしアキラも高橋相手によく頑張った」とよく
やったの拍手、私も「よ～し不完全燃焼だけど勝ったからいいか、
次は誰だろう」と思いながら判定を待つ。判定はまさかの引き
分け。明らかにアキラへ延長戦のプレゼントだ。すると場内は
いきなり「アキラ」「アキラ」の大歓声。主審の総主もニヤニヤ
している。「延長戦はスタミナ的にヤバいぞ」と思いながら延長
戦突入。開始 30秒。左ミドルキックがさく裂。倒れたのは私。
痛みに苦しみながらも場内がドッカーンと大爆発しているのが
わかった。最高師範など立ち上がって拍手しながら大喜び。「皆
さま喜んでいただけましたか？」と心の中で呟きながらリング
を去った。
その２
　全日本大会。私的には私が日本の試合に出場するときは最高
師範のもとでアトランタ支部長をしているので歓迎ムードを期
待しているのだが、その数年前に初めて開催された壮年部に出
場したときの予選からテンションが上がりまくり、アマチュア

のカラテ大会にはふさわしくない動きをして日本の選手をドン
引きさせた黒歴史があるからか私は完全に外敵枠である。日本
で大会に選手として出場するのは 40歳以上のシニア部門だ。
　私が考えるシニア部門のコンセプトは若い選手とは違う形で
カラテの楽しさ、素晴らしさを試合を通じて見せるというもの
であるが、シニア部門に出てくる選手のほとんどは「若いもん
と戦っても勝てないからシニア部門で勝つ」と思っているよう
なオヤジになってもガチで戦いたいと思っている連中がほとん
どで私と考えが根本的に違う。それじゃ外敵として扱われても
仕方がない。
　問題の試合は二回戦。いつものように相手の攻撃をかわしな
がら技を返し、相手に怪我をさせないような戦いをしていたら
いきなり相手が胴回転回し蹴り（別名・浴びせ蹴りー前回りの
空中回転をしながら踵で相手を蹴る）なんて危ない技をを仕掛
けてきて、私の側頭部にヒットした。KOされるほどの衝撃はな
かったが	ガクッ膝が落ちたので技ありを取られてしまった。技
ありを取られてしまっては最低でも技ありを取り返さないと負
けてしまう。試合残り時間も一分くらいしか残っていないので
絶体絶命のピンチである。
　そうなったら若い選手と違う形でなどとキレイごとは言って
いられない。それまで全くと言っていいほど出していなかった
フルパワーのパンチと蹴りで相手を追いかけまわし本気で相手
を倒しにいく。試合終了前に無事技ありを取り返して一安心。
判定を待つ。通常ルールならお互い技ありを取り合っているの
で引き分けで延長となるところだが、シニア部門はオッサンの
体力に考慮して延長なしルールなのでどちらかに旗を上げなく
てはいけない。相手の最初の技あり以外は私が優勢だったので
私が勝つだろうと思っていたらまさかの引き分け。副審四人の
一人はなんと相手に挙げていた。
　困ったのは主審ですぐさま本部席の最高師範に駆け寄り指示
を仰ぐ。もちろん延長戦。延長戦では相手に怪我をさせないよ
うになどっと言っていられないので、相手をボコボコにしてホー
ムタウンディシジョンのつけ入るスキがない一本勝ちで試合を
閉めてやった。ちなみにその年のシニア部門の決勝戦は盟友で
あるサンフランシスコ支部長の斎藤師範と一般部とは一味違っ
た試合をして、当日観戦に来ていた郷田勇三極真会館最高顧問
に「今日の試合で一番良い試合だった」と言わしめた。
　教訓　結果が全てというが、不本意な勝ちも満足する負けも
ある。

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

ホームタウンディシジョン２　アウェイ編

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

日本にて学生・研究者用のビザ関連書籍を出版
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クラシファイド広告

一般求人
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。

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、 受 付（ 日 英 バ イ リ ン ガ
ル）、アシスタント（経験不問）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

YOKO’s ヒーリングツリー
マッサージ師、アイラッシュエクステン
ション・テクニシャン募集。交通費補助 (40
マイル以上、又は通勤時間 1 時間の場合 )
詳細は陽子まで。717-300-0541

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

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

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

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

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

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。詳細はアベまで。
☎ 770-905-6709

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

ビジネス
ハンデイーマン
家屋内外の修理等いたします。
携帯 424-200-5213　ISOKAWA

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 ☎ 470-775-7507 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 

　

Class i f ied

クラシファイド申込方法
送付先：ANIS ATLANTA
4514 Chamblee Dunwoody Rd, 
Suite 249
ATLANTA, GA 30338
Phone: 404-510-8534
E-mail:infojp@anisatlanta.com

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

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

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

 ◆ 申込方法 E メール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.

アニスアトランタは
あなたのビジネスを応援します !!

クラシファイド広告

ANIS
ATLANTA



ANIS ATLANTA - August 202138 

広告・クラシファイド・取材記事・連載コラム

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

　締切りは毎月 18 日です。日本人コミュニティのイベント取材依頼や
告知なども受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

　クラシファイド広告は、一般求人・レストラン求人・売りたい・買い
たい・イベントの告知・メンバー募集など、幅広くご利用いただけます。
1 ヶ月のみ掲載ですので、特に申し出のない限り自動的に消去します。
ビジネス以外は、無料で掲載できますので、毎月 15 日までにお申し込
みください。

ANIS ATLANTA は以下の場所に配布されています
ジョージア州：

テネシー、アラバマ、サウスカロライナ、ノースカロライナ州：
Wismettac Asian Foods, Inc. (formerly Nishimoto Trading Co., Ltd.)  様の
ご協力により、30 のレストランと食料品店に配布されています。

アトランタに住んでいる人、これからアトランタに住む人、アトランタ
を訪れる方の生活情報応援サイトです。ショッピング、不動産、公的手
続き、VISA、公立学校のことなど皆様の生活のお役に立てれば幸いです。

アトランタ主要日本食レストラン
ウエストミンスター日本人教会
アトランタ日本語バブテスト教会

ウィンタースチャペル幼稚園

アトランタ総領事館
倉岡クリニック
ICAGeorgia
日系美容室

ジョージア日米協会
ジョージア日本語補習校
アトランタ公文アカデミー
アジアンスーパー　他

© ANIS ATLANTA 2021
本誌掲載の記事・写真の無断複写、複製を禁じます。本誌
に掲載された広告内容に関しましては、アニスアトランタ
は一切責任を負いかねます。

All rights reserved. No part of this publication may be 
reproduced in any form without permission from ANIS 
ATLANTA. Advertisements published in ANIS ATLANTA do 
not necessarily represent the views of the publisher. The 
publisher is not liable for errors or omissions.

Published by Anis USA, LLC

4514 Chamblee Dunwoody Rd, 

Suite 249

Atlanta, GA 30338 

Phone :  404-510-8534  

E-mail :  infojp@anisatlanta.com 

Web : http://www.anisatlanta.com

Publisher : Miyuki Morooka 
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次回 2021 年 9 月号は
9 月 5 日ごろ配布予定

編集後記

　夏休みはいかがお過ごしでしたか？７月はコロナ感染症
も下火になり、そのまま日常が戻るのかと思いきや、最近
は感染者の数が急増して勢いが止まりません。ジョージア
は 8月から新学期が始まりますが、どうなっていくのか心
配ですね。

　いつも涼しいステイホームの生活から暑い夏がやってき
たので、お肌が日光や汗に対応できていないのか、汗をか
くと湿疹ができてしまうので、これには悩んでいます。と
にかく汗をかいたら、シャワーで汗を流しスキンケアを心
がけていますが、やれやれこんなところにも歪ができてき
ています。

　さて最近は、今までアナウンスされていなかったイベン
トも開催が決定されているようで、9月までの間はいろん
なイベントがはじまるようです。そろそろ感染のもたらす
リスクと、自粛や新生活様式がもたらすリスクとを冷静
に考えなくてはならない時期を迎えているような気がしま
す。何もしないというわけにもいかないので、コロナとど
うやって共存していくかが、これからの課題のような気が
しますね。

　まだまだ暑い日が続きそうです。皆様、暑さとコロナに
気をつけながら、また 1ヶ月お健やかにお過ごし下さい。
次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。

アニスアトランタ　M.M.
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