アメリカ暮らしを楽しむアトランタのフリーマガジン

ANIS

www.anisatlanta.com

ATLANTA

6

Monthly Japanese Community Magazine

ANIS ATLANTA, ANIS USA, LLC.
MIYUKI（全般 / お問い合わせ）

2022

No. 30
月 1 回発行

4514 Chamblee Dunwoody Rd., #249, Atlanta, GA 30338

Tel: 404-510-8534

E-mail: infojp@anisatlanta.com

02

ANIS ATLANTA - June 2022

ANIS

ATLANTA

Monthly Japanese community Magazine

05

6月のカレンダー

09

ニュースダイジェスト

07
12
14
16
18
21

C

O

N

T

E

N

T

S

June 2022 NO. 30

23
25
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34

webサイトも随時更新中

www.anisatlanta.com

35
36
37
38

偉人の名言

FOOD & HEALTH

「ジューンティーンス」について知っておくべきこと
アロマテラピー◎タウンゼント瞳
Hello! Atlanta◎鎌田桃佳

在外公館長表彰◎在アトランタ日本国領事館

バイリンガル求職者の就職・転職事情◎PASONA
雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士
我楽多横丁こぼれ話◎野呂利
聖書の言葉◎ますみ

歩

子育て知恵袋 in Atlanta◎長谷川ゆかり

健康とカイロプラクティック◎矢島敬朗
髪&ヘアケア◎サロンリーガ

教えて歯医者さん◎カンバーランドファミリーデンタル
メディカルコラム◎倉岡クリニック
「歯」の話◎植月歯科医院
今月の12星座占い

ATLANTAお出かけガイド
京菓子

水無月

格闘家の戯言◎高橋督
クラシファイド広告
編集後記
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6 月のカレンダー
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JUNE

6 月のカレンダー
6 月 01 日
6 月 10 日
6 月 11 日
6 月 14 日
6 月 19 日
6 月 19 日
6 月 21 日

国際子供の日 (International Children's Day)
時の記念日
入梅
フラッグデー ( アメリカ合衆国 )
ジューンティーンス (Juneteenth)
父の日
夏至 (Summer solstice)

6 月 01 日衣替えの日
気候に合わせて、衣服を夏服に替える日。
平安時代から始った習慣で、当時は中国の風習にならって 4
月 1 日および 10 月 1 日に夏服と冬服を着替えると定め、これ
を「更衣」と言った。しかし、天皇の着替えの役目を持つ女官
の職名も更衣といい、後に天皇の寝所に奉仕する女官で女御に
次ぐ者を指すようになったので、民間では更衣とは言わず「衣
替え」と言うようになった。
江戸時代ごろから、衣替えは 6 月 1 日と 10 月 1 日に行うよ
うになり、明治以降の官庁・企業等もそれに従った。
6 月 01 日

国際子供の日 (International Children's Day)

1925 年にジュネーブで開かれた子供の福祉世界会議で制定
これにあわせて、旧共産圏諸国を中心に世界の約 2 割の国がこ
の日を「子供の日」と定めている。
これとは別に 1954 年には、
国連総会により、
11 月 20 日を「世
界こどもの日」
（Universal Children's Day）と制定しました。
6 月 14 日

フラッグデー ( アメリカ合衆国 )

1777 年のこの日、
「星条旗」を正式にアメリカ合衆国の国
旗と定めた。
アメリカが独立宣言を行った頃の旗にはイギリスの国旗が入っ

ていた。しかし、独立戦争で戦った相手の国の国旗が旗に入っ
ていては国民の士気に影響するということで、ワシントンらが
フィラデルフィアの旗作り職人ベッツイ・ロスに依頼し、星条
旗を完成させた。第 28 代大統領ウィルソンがこの日を国民の
祝日とした。
6 月 19 日

ジューンティーンス (Juneteenth)

「ジューンティーンス」（英語 : Juneteenth）（「6 月」
（June）
と「19 日」（nineteenth）の混成語であり [1]、「自由の日」
（Freedom Day）、「歓喜の日」（Jubilee Day）、「解放の日」
（Liberation Day）としても知られる）は、アメリカ合衆国で奴
隷身分であった人々の解放を祝う祭日である。テキサス州に端
を発し、現在はアメリカ全土で 6 月 19 日に祝われるが、公的
な認知は様々に異なる。
6 月 19 日

父の日

母の日のルーツはアメリカでしたが、父の日も同じアメリカ
が発祥。ワシントン州に住む、ジョン・ブルース・ドット夫人
の提唱によるとされています。彼女の父は、兵役を終えて家に
もどると、妻が 6 人の子供を残して先立ってしまい、そこから
育児に関して右も左もわからぬまま男手ひとつで子供たちを育
てあげました。そんな父に育てられた彼女が「母の日」の存在
を知り、父に感謝する日も！、ということで、提唱したのだそ
う。アメリカでは 1972 年から正式に祝日となりました。
父の日の花は 「バラ」だそうです。父の日の提唱者である
ジョン・ブルース・ドット夫人が父の日に、父親の墓前に白い
バラを供えたことに由来するようです。
6 月 21 日

夏至 (Summer solstice)

夏至とは、「日長きこと至る・きわまる」と言う意味。
１年の中で、最も昼が長く夜の短い日になり、昼の 12 時のと
きの太陽の高さも、１年でもっとも高くなります。
日時計などで確認すると、日の影が最も短くなるのが分かり
ますから、確認してみてください。
冬至と比べた場合、東京などでは、昼の時間差は５時間近く
もあるようです。
夏至・6 月 21 日ごろは、昼間が 14 時間 50 分で、夜間は 9
時間 25 分くらい。冬至・12 月 22 日ごろは全く逆転して、昼
間が 9 時間 45 分で、夜間が 14 時間 15 分なのだそうです。
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偉人の名言

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

ビヨンセ・ノウルズ・カーター

生

1981 年 9 月 4 日

国

：
：

職業：

アメリカ合衆国テキサス州ヒューストン出身
シンガーソングライター

1981 年 9 月 4 日、マシュー・ノウルズとティナの間に、長
女として生まれる。テキサス州ヒューストン出身。フランス系
クレオール人の祖先を持つティナは、フランス系の名を付けた。
子供の頃はとてもシャイだったが、学校の授業でステージに
立ったときに、母親でさえ『あの子は私の娘かしら？』と思う
くらい、物怖じしないステージ上の人格（サーシャと命名）を
発揮していた、天性のエンターテイナー。

I get nervous when I don’t get nervous. If I’m nervous I know I’
m going to have a good show.
緊張しない時に逆に緊張するの。
緊張している時ほど素晴らしいショーができるから。
If everything was perfect, you would never learn and you
would never grow.
もし何もかもが完璧なんだったら、
何も学ぶことはないし成長する機会もない。

BEYONCE（発音は異なる）はティナの旧姓でもあった。7
歳ごろのビヨンセはダンス・スクールに通い、教会の聖歌隊員。
We need to reshape our own perception of how we view
やがて名実ともに世界のトップに君臨するガールズ・グルー
ourselves. We have to step up as women and take the lead.
プ、デスティニーズ・チャイルドを結成。同グループのリード・
人間誰でも自分のことをどのように見ているか？という「もの
ヴォーカルであり、音楽的にもビジネス面でもイニシアティヴ
の見方」を再構築する必要がある。女性として立ち上がって牽
を取っているビヨンセ・ノウルズ。2002 年７月、ビヨンセの
引していかなければいけないの。
初ソロ・シングル「ワーク・イット・アウト」をリリース。こ
の曲は彼女が女優デビュー（ヒロイン）を飾った映画『オース
The most alluring thing a woman can have is confidence.
ティン・パワーズ 3』の主題歌で、印象的なシンセ・フレーズ
にホーンが絡むというヘヴィー・ボトムなファンク・チューン。 女性が持てる一番魅力的なものは「自信」。
そして、2003 年 6 月には待望のデビュー・アルバム『デン
We all have our purpose, we all have our strengths.
ジャラスリィ・イン・ラヴ』をリリース。ほぼ全曲の作詞・作
私たちは誰しもが目的を持っているもの、
曲・プロデュースを彼女自身が手がけ、フィーチャリング・アー
何かしらの強みを持っているものよ。
ティストも公私とものパートナーである JAY-Z を筆頭に、ミッ
シー・エリオット、ショーン・ポール、ルーサー・ヴァンドロ
Be healthy and take care of yourself, but be happy with the
ス…と超豪華なラインナップ。デスチャで見せるパワフルさと
beautiful things that make you, you.
は趣を異に、優雅さに満ちたようなファンキー・ソウル・アル
いつだって健康的で自分自身を気にかけてあげるの、
バムとなった。セールスにおいても当然のごとくプラティナム
そしてあなたを美しくさせることに幸せを感じるの、
を獲得。第 46 回グラミー賞で 5 部門受賞の快挙を達成。俄か
「あなた自身である」ということにね。
に囁かれていた“カリスマ”という呼び声を確実なものにした。

住宅 “売買∙ 賃貸∙ 投資” は信頼と実績 の

HT International Realty LLC
Hisako Paris Tsumagari
津曲久子までお問い合わせ下さい。
お客様の大切な不動産、親切丁寧に
お仕事いたします。

Tel. 770-851-7030
Email: htparis@gmail.com
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ニュースダイジェスト

ニュースダイジェスト
ロシア、米国人の入国禁止対象を 963 人に
ロシア外務省は 5 月 21 日、米国による対ロ制裁への報復措
置として、入国を禁止する米国人のリストを更新した。対象は
計 936 人に拡大され、ハリウッドの俳優やすでに亡くなった
政治家も含まれている。

リストにはすでに入国禁止となっているバイデン大統領、ブ
リンケン国務長官をはじめ、上下両院の大半の議員や政府の現
旧高官、ジャーナリスト、軍人、活動家、企業経営者らの名前
が記載されている。
2018 年に死去したマケイン元上院議員、ドリスコ国防情報
局（DIA）元副長官の名前もある。ハリウッド関係者では俳優
のモーガン・フリーマン氏、映画監督で俳優のロブ・ライナー
氏らが追加された。ライナー氏は 2017 年、ロシアによる米大
統領選介入疑惑を調査する NPO を立ち上げ、フリーマン氏は
そのサイト上の動画に登場していた。
ポンペオ前国務長官もリストに加わっている。同氏はトラン
プ前政権下の在任中、プーチン・ロシア大統領との会談で選挙
介入疑惑に関する話をしていた。
ロシア外務省は声明で、反ロ感情をあおった人物らがリスト
に掲載されたと述べ、米政権が「新植民地主義」的な世界秩序
を押し付けようとする態度を改めさせるのが目的だと主張し
た。同省はこの日、入国禁止対象のカナダ人 26 人のリストも
発表した。トルドー首相夫妻らが含まれている。

米欧で相次ぐ「サル痘」の感染報告
新天然痘に似た症状の感染症「サル痘」の症例が米国や欧州

で相次いで確認され、米疾病対策センター（CDC）が状況を注
視している。
CDC は、感染した疑いのある米国内の６人について経過観察
を続けていることを明らかにした。この６人は、５月初旬にナ
イジェリア発英国行きの旅客機で、症状のある感染者に近い座
席に座っていた。
これとは別に、米マサチューセッツ州ではカナダへの渡航歴
のある男性１人のサル痘感染が確認された。ニューヨーク市衛
生局は 5 月 19 日、市内の病院に入院している患者に感染の可
能性があり、検査を行っていると発表した。
世界ではカナダ、英国、イタリア、北アイルランド、スペイ
ンなど、普段はサル痘の症例が報告されていない国で感染の確
認が相次いでいる。
天然痘ウイルスとサル痘のウイルスは、いずれもポックスウ
イルス科のオルソポックスウイルス属に分類される。このため
天然痘予防のワクチンの中には、サル痘を予防する効果が実証
されているものもある。サル痘は天然痘に比べると感染力は低
く、重症化もしにくい。
ワクチンの蓄えはあり、必要があれば使用できる状態にある
とマッキストン氏は説明、今回の流行が起きた原因については
まだ調査が始まったばかりだが、世界の複数の場所で症例が報
告されていることを考えると、数週間前から流行が始まってい
たようだと指摘した。
サル痘は飛沫（ひまつ）や体液、皮膚の病変などを通じて感
染し、発熱や頭痛、筋肉痛、リンパ節の腫れなどの症状を伴う
ことがある。特徴的な症状として、手のひらや足の裏などに皮
膚の病変や発疹が出ることがある。

コカ・コーラ、フタが外れないペットボトル導入
米飲料大手コカ・コーラの英国法人は今週、フタと本体がつ
ながれた新たなデザインのペットボトルの導入を開始したと発
表した。容器全体を一度にリサイクルしやすくするとともに、
フタがごみになるのを防ぐ狙いがある。
同社は「コカ・コーラ」と「コカ・コーラ ゼロシュガー」
「ダ
イエット・コーク」
「ファンタ」
「スプライト」
「ドクターペッパー」
のペットボトルについて、2024 年初めまでに全製品でフタと
本体をつないだデザインを採用する方針。この移行は英国の容
器のみに適用される。
コカ・コーラ英国法人のゼネラルマネジャー、ジョン・ウッ
ズ氏は 5 月 17 日１７日の声明で「これは小さな変化だが、消
費者が当社の容器をリサイクルする際にフタが後に残らないよ
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うになり、大きなインパクトをもたらすことを期待する」と述
べた。
現在、プラスチックゴミは大きな環境問題になっている。プ
ラスチックはマイクロプラスチックに分解して大気や海洋に放
出され、海洋生物に被害を与える。人間の食事や肺に入り込ん
で健康問題につながる可能性もある。
プラスチックゴミは企業イメージ上の大きな問題にもなる。
同社の容器やフタが砂浜や埋め立て地に現れれば、消費者はそ
れをコカ・コーラの製品と認識し、ブランドの評判に傷が付く。
このため、廃棄物を減らす取り組みを進める企業が増えている。

政府の規制の影響もある。例えば、欧州連合（ＥＵ）は使い
捨てプラスチックに関する指令の一環で、一部のペットボトル
についてフタが外れないデザインの採用を求めており、企業は
2024 年末までに順守する必要がある。コカ・コーラの英国で
の動きは「ワールド・ウィズアウト・ウェイスト（廃棄物のな
い世界）
」と銘打った世界的な取り組みの一環。
一部の環境活動家からは、コカ・コーラの取り組みは不十分
との批判の声も上がる。多くの環境活動家は、解決策として不
完全なリサイクルに注力するのではなく、再利用可能な容器に
切り替えることを提唱している。

世界パスポートランキングにも戦争の影響
ロシアの軍事侵攻に伴う領空の閉鎖や各国のウクライナ難民
受け入れが、ビザ（査証）なしで渡航できる国の数を比較した
パスポートランキングにも影響を及ぼしている。
英コンサルティング会社ヘンリー・アンド・パートナーズが
まとめた 2022 年版の最新ランキングは、上位国はほとんど変
わっていないものの、下位の国では変動が起こり始めている。
２月下旬に戦争が始まって以来、多くの国が入国規定を改定
したり、ウクライナのパスポート保持者のビザを免除するなど
の措置を取り、ウクライナはこれまでで最高の 34 位に浮上し
た。

一方で、欧州連合（ＥＵ）や米国、カナダはロシアの航空機
の乗り入れを禁止したほか、ロシア国民に対するビザの発給を
停止した国もある。このため「先進国のほとんどで、実質的に
ロシアのパスポートはジャンク状態になった」とヘンリー・ア
ンド・パートナーズは指摘する。

ランキングでは今のところ、ロシアの順位にそれほど大きな
変動はない。しかしその状況は今後数カ月で変わる見通しだ。
国際航空運送協会（IATA）のデータに基づく「ヘンリーパスポー
ト指数」のランキングは、2006 年から発表されている。
2022 年第２四半期（４～６月期）の最新ランキングによる
と、ウクライナは 192 カ国にビザなしで渡航できるようになり、
１つ順位が上がって 34 位になった。一方、ロシアはビザなし
で渡航できる国が 117 に減り、順位は４位後退して 49 位になっ
た。「戦争が移動の自由に対し、恐らく取り戻すことのできな
い重大な影響を与えた」と報告書では分析している。
トップの座は日本とシンガポールが引き続き維持。それぞれ
のパスポート保持者は 192 カ国にビザなしで渡航できるとさ
れる。ただしこの数字は一時的な入国制限は考慮していない。
再び最下位となったアフガニスタンは、ビザなしで渡航でき
る国・地域が 26 にとどまった。
2022 年版のパスポートランキングは以下の通り。
1. 日本、シンガポール（192 カ国）
2. ドイツ、韓国（190）
3. フィンランド、イタリア、ルクセンブルク、スペイン（189）
4. オーストリア、デンマーク、オランダ、スウェーデン（188）
5. フランス、アイルランド、ポルトガル、英国（187）
6. ベルギー、ニュージーランド、ノルウェー、スイス、米国
（186）
7. オーストラリア、カナダ、チェコ、ギリシャ、マルタ（185）
8. ハンガリー（183）
9. リトアニア、ポーランド、スロバキア（182）
10. エストニア、ラトビア、スロベニア（181）
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FOOD & HEALTH
世界の健康重視トレンドはここまで来ている！
ま世界で起こっている、最新の 5 つの健康トレンドを解
説する。世界中の食品データを多面的に収集、分析している
INNOVA（オランダ・フードバレー）の、グローバルスタンダー
ドの知見を、ぜひ学び取ってほしい。
新型コロナウイルスの影響で健康意識が高まっているのは周
知の事実だが、これにより世界で起こっている「うねり」を読
み解くことは、食品業界で働く人間にとって次の時代を生きぬ
くヒントとなり得る。
腸内環境概念のアップデート
世界の消費者の約 3 分の 2 が、腸内環境を整えることはカ
ラダ全体の健康につながると考えている。例えばそれは、免疫
力の向上やメンタルの安定など、腸は心身の中心であるという
意識の高まりだ。
しかも最先端の研究も相まって、この腸内環境の考え方が、
著しく発展を遂げているのがいまの時代の特徴。単にお通じを
良くするとか、そういうレベルではなくなってきている。例え
ば「プロバイオティクス」という言葉を聞いたことがある消費
者も多いと思うが、これは人の身体に良い影響を与える微生物
（善玉菌）を意味する。
さらにいま世界では「プレバイオティクス」の市場が伸びて
いる。これは水溶性の食物繊維やオリゴ糖など、善玉菌が食べ
る餌になりうる成分のことだ。プロバイオティクスとプレバイ
オティクスを組み合わせた「シンバイオティクス」という概念
も受け入れられ始めている。
まだ規模は小さいが「ポストバイオティクス」を活用した製
品も少しずつ広がりを見せる。これは、
プロバイオティクス（善
玉菌）がプレバイオティクスを食べた後に生じる代謝物のこと。
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この代謝物が腸内環境に重要な影響を及ぼしていることが近年
わかってきている。
国によって消費者の理解レベルはさまざまだが、当社消費者
アンケート結果によると、アメリカ人の 24％、中国人の 22％
がポストバイオティクスを知っていると回答しているから驚き
だ。
Denmark Plain Yogurt（韓国）「プレバイオティクス、プロバ
イオティクス、ポストバイオティクス配合」
脳や感情面の健康促進
ここ数年、脳や感情面での健康がとても関心を集めており、
コロナ下における不安感がその流れを助長している。 心と体
は密接に関連しており、両面からケアしてあげる必要があるの
だ。前述の腸内環境も脳の健康に深くつながっており、腸の健
康を整えることによって、メンタルが安定するといわれている。
脳の健康の分野は非常に幅が広く、ストレス低減やリラック
ス効果をアピールした食品もあれば、睡眠の質サポートを訴求
したものも多い。高齢者にとっては記憶力など認知機能をサ
ポートが大切だろうし、e スポー
ツに取り組むゲーマーにとって
は、脳の瞬発力すなわち集中力
が競技パフォーマンスに直結す
る。
原材料においては、自然由来
の「ボタニカル素材」が好まれ
る傾向にある。例えば、大麻か
ら抽出される一成分でリラック
ス効果がある CBD が代表例だ。
またその他の注目原料ではキノ
コ類が挙げられる。とくにアメ
リカにおいては、集中力を高め
るヤマブシタケ（Lion’s mane）
が脚光を浴びており、ソフトド
リンクなどを含むさまざまな食
品に活用が進んでいる。紹介す
る商品はヤマブシタケを配合し
たコーヒーだ。
Vitacup Mushroom Power Focus Coffee Premium Ground
Coffee（アメリカ）「たった 1 杯で、集中力、エネルギー、代謝、
栄養を高めてパワーアップ」

機能的なナチュラルエナジー
自分のエネルギーレベルを上げる「エナジー」という切り口
も見逃せない。近年エナジードリンクのカフェインや糖分が、
若者の健康に悪影響を与えているというネガティブなニュース
を目にすることがある。
しかしその一方で、エナジーをうたっ
た食品や飲料が、新たなステージに入っ
ていることを見逃してはならない。過去
5 年において、
「エナジー＋免疫力」や「エ
ナジー＋脳の健康」のように機能性をう
たったものが急増しているのだ。
スターバックスは、ペプシコと共同で
開発したレディ・トゥ・ドリンク（RTD）
飲料で、エナジー市場に参入する。米国
で 2022 年 3 月に発売の「Baya Energy」
と名付けられたこの炭酸飲料には、免疫
力サポートのための抗酸化物質が含まれ
る。
また、ボタニカル原料を活用したもの
や、天然抽出のカフェインを使用したも
のも、ゼロシュガー訴求も目立つ。 次に
紹介するイギリスの製品は、腸内環境や
免疫力を訴求した、ナチュラルエナジー
スタイルのドリンクだ。
Crave Heart Of The Beat Natural Energy Drink With Pineapple
Plus Coconut（イギリス）
「ナチュラルエナジー＋免疫サポー
ト＋ゼロシュガー」
プロテインクオリティの追求
日本でもプロテインを訴求した食品がかなり増えてきた。し
かし世界に目を向けると含有量だけでなく、クオリティの戦い
が既にはじまっている。
その 1 つの重要なキーワードが「Complete Protein（完全な
タンパク質）
」だ。これは、すべての必須アミノ酸を最適な配
合で含んでいることを意味する用語。もちろん、消費者が必ず
しもタンパク質がアミノ酸で構成されていることを理解してい
るわけではない。そして現状において企業が Complete Protein
を語っても、一部の意識の高い消費者を除き、意味合いは正確
に伝わらないであろう。
しかしクオリティの概念を念頭に商品開発を進めるべき時代
に入ったことは間違いない。昨今、植物性のタンパク質が注目

されているが、単体の植物原料では Complete Protein を実現
できないことが多い。よって複数素材、場合によってはプラン
トベースと動物性のハイブリッド型がタンパク質のクオリティ
を高める鍵となり得る。食が細くなっている高齢者にとっては、
効率的に栄養摂取をする必要があるため、高齢化が進む国々で
は質に対するニーズはますます高まると考えられる。

Rightrice Cilantro Lime Rice（アメリカ）「レンズ豆粉、ヒヨコ
豆粉、エンドウ豆繊維、米粉をブレンドし、1 食当たり 10g の
Complete Protein を実現。ヴィーガン対応。」
パーソナライゼーション
前述の 4 つが世界における健康食品トレンドの基本要素であ
るが、もう 1 点、ここにパーソナライゼーションを付け加えた
い。誰でも経験があると思うが、健康食品を積極的に摂取して
も「本当に効果があったのかな？ そもそも自分に必要な栄養
だったのかな？」と純粋な疑問を抱いてしまうことがある。
当社で実施した消費者アンケートからも「健康食品がもたら
す感覚的なメリットより、科学的根拠やデータの方が重要であ
る」と考える消費者が、若い世代を中心に増えてきている結果
が見て取れる。
技術の進歩がパーソナライズの流れを促進している。血液検
査、DNA 検査、さらにスマートウオッチなどウエアラブルを
組み合わせ、身体データ、ストレス状態、睡眠の質などを、綿
密に取得することはすでに可能だ。この先、データに基づいた、
個々人に最適なサービスがより求められる時代がやってくるで
あろう。
食品企業にとって重要なのは、これらトレンドをいますぐ取
り入れることではない。大切なのは世界の大きなベクトルを理
解した上で、一歩先の商品開発を進める姿勢だ。そのヒントが
世界には無数にあるということを知ってほしい。
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「ジューンティーンス」について知っておくべきこと

「ジューンティーンス」
について知っておくべきこと
人種差別を克服しようとする取り組みが全米で広まる中、今年、ジューンティーンス（米国の奴隷解放記
念日）を振り返ることは、特に心に響くものがあります。私たちはこれまで長い道のりを歩んできましたが、
まだまだ歩み続ける必要があります。
アメリカで、今年からいっそう特別な
日となった 6 月 19 日。ジューンティー
ンスと呼ばれるこの日は、150 年近くも
の間、限られたコミュニティ内で祝われ
てきた記念日であったが、2021 年 6 月
17 日にバイデン大統領が法案に署名し、
やっと連邦祝日として制定されたのだ。
リンカーン大統領の奴隷解放宣言から
すでに 2 年半が経過していた 1865 年、
まだ奴隷制が残っていたテキサス州でつ
いに奴隷解放宣言が行われた日で、事実
上はアメリカで奴隷制が廃止となった記
念日だ。 1865 年 6 月 19 日にテキサ
ス州で発令された奴隷解放宣言を記念す
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るアメリカの祝日、「ジューンティーンス
（Juneteenth）」は、アフリカ系アメリカ
人の間で 155 年間祝われてきた。
しかし、警察によって殺害されたジョー
ジ・フロイドやブレオナ・テイラー、ア
マド・オーブリーなどの死がきっかけで
行われているプロテストもあり、人種の
垣根を越えて注目を集める日となった。
当時大統領であったエイブラハム・リ
ンカーンが 1862 年に奴隷解放宣言に署
名したものの、実際に奴隷が自由を手に
入れたのはその 2 年後。北軍のゴードン・
グレンジャー将軍がテキサス州、ガルベ
ストンにて宣言をしたのが本当の意味で

の奴隷解放だった。
白人がジューンティーンスについて、
おそらく初めて認識し学んでいるという
事実は、黒人にとって驚くようなもので
はない。ニューヨーク州の第 13 選挙区
で立候補しているジェームス・フェルト
ン・キース議員は、「やっと人々の間に
ジューンティーンスが浸透していますが、
これは私たち黒人の存在を示すために長
年祝い続けてきたものです。残念ながら
何世代にもわたって無視されてしまいま
したが、ジューンティーンスは自由を象
徴するものなのです」と答えた。

ンスだが、昨年、黒人に対する人種差別
の撲滅や権利向上を訴えるムーブメント
「Black Lives Matter（ブラック・ライヴ
ズ・マター／黒人の命も価値がある）
」が
活発化した影響もあり、これまでに比べ
て「ジューンティーンス」を一体となっ
て祝福する動きが広がっている。

ジューンティーンスって何？

どのように祝うの？

ジューンティーンスはジューン（6 月）
「解放の日（Emancipation Day）」、
とナインティーンス（19 日）を繋げたも 「自由の日（Freedom Day）」、「ジュー
の。この日は、1865 年に北軍の将軍だっ
ンティーンス独立記念日（Juneteenth
たゴードン・グレンジャーが、黒人が奴
Independence Day）」とも呼ばれるジュー
隷にされていたアメリカで最後の地区、
ンティーンスは、独立記念日と同じよう
ガルベストンにて奴隷解放を宣言した日。 に祝われる。パレードやお祭りといった
しかし 1863 年 1 月にリンカーンが奴隷
イベントが各地で開催される。
解放宣言に署名したことを考えるとかな
最初のジューンティーンスのお祝いは
り遅れた対応ではある。けれどそれには
1866 年にテキサス州で行われ、そこか
理由がある。
ら近くのルイジアナ州、アーカンソー州、
リンカーンの署名からグレンジャーの
オクラホマ州へと広がっていった。1872
宣言の間、多くの白人の奴隷所有者はリ
年には元奴隷の黒人たちが、ジューン
ンカーンの奴隷解放宣言を無視。アフリ
ティーンスのパーティーのためにヒュー
カンアメリカン歴史文化博物館の学芸員
ストンに土地を購入した。その土地は“解
で口述歴史家のケリー・E・ナビエスは、 放公園”として知られ、毎年 6 月 19 日
「実際、奴隷が多い南部へと引っ越してく
にパーティーが開催されている。
る奴隷所有者はたくさんいました。なぜ
“黒人のためだけの記念日”という印
ならテキサスでは邪魔をされることなく
象が強く、ほかの歴史的な記念日と比べ
できるだけ長く奴隷を所有することが可
ると認知度が低かったジューンティー
能だったからです」と ABC ニュースに話
している。

ちなみに、アメリカの“第二の独立記
念日”とも称されるジューンティーンス
は、7 月 4 日の独立記念日と同様に、ピ
クニックやバーベキューなど、ごちそう
を用意して家族や親しい友人と一緒にお
祝いするのが習わし。奴隷たちが流した
血と復活力を象徴する「赤」がシンボル
カラーであることから、ストロベリーパ
イやスイカ、レッド・ベルベットケーキ、
ストロベリーソーダといった、赤い食べ
物や飲み物が多く並ぶ。

ブランドや企業の対応は？
今年、多くのブランドや企業がジュー
ンティーンスを認識しはじめ、社員に有
給を与えたりさまざまな方法でブラック
コミュニティをサポートしている。
「ナイ
キ」やアマゾン、ツイッター、ナショナ
ルフットボールリーグ（NFL）は人種差
別について考える時間を与えるために全
社員に有給を支給。大型スーパー「ター
ゲット」の会長で CEO のブライアン・コー
ネルは「私たちは、国が経験している人
種的トラウマが今に始まったことではな
いと理解しています。しかし今度こそ絶
対に変わらなければいけません」と公式
コメントを発表。「ターゲット」はジュー
ンティーンスを今後全社共有の休日に設
定し、この日働く時間給従業員は通常の
賃金の 1.5 倍が支払われる。

さらにジューンティーンスのホーム
ページによると、テキサスには奴隷所有
者を取り締まる十分な数の北軍がいな
かったが、グレンジャーのおかげで取り
締まりが強化された。
「テキサス州の人々に、アメリカ合衆国
の行政機関の宣言に従い、すべての奴隷
が自由であることを通達する」と、グレ
ンジャーはガルベストンの住民に向けて
宣言した。まだまだアメリカに住む黒人
の未来は不確実なものではあったものの、
長年抑圧されてきた彼らにとっては大き
な一歩だった。
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アロマテラピー◎タウンゼント瞳

アロマテラピー
ペパーミントで夏を乗り切る
もしサバイバルに出ることになって、3 本だけエッセンシャルオイルを持っていっていいと言われたら、わ
たしは間違いなくペパーミントを 3 本のうちの一本に選ぶでしょう。他の 2 本はラベンダー、レモンもしくは
メラルーカ ( ティーツリー ) を選びます。実際、わたしは常に 8 本のオイルをミニボトルに入れ、キーチェーン
につけて常に携帯していますが、ペパーミントは良く使うオイルです。そんなどこでも大活躍してくれるペパー
ミントに、今月は注目したいと思います。

ペパーミント
歴史的背景
ペパーミントは何世紀にも渡り、食用だけでなく薬用、香料として使われてきました。歴史はメソポタミア
文明にまで遡ります。粘土板の楔形文字にはハーブが書かれていて、その中にはミントも入っています。古代
エジプトのピラミッドからミントの一種が見つかったことや古代ローマではペパーミントで編んだ冠を被って
悪酔いするのを防止していたそう。また古代ヘブライ人は集会場の床にミントの葉を敷き詰めて踏むたびに香
りが充満するように工夫されていたんだとか。1700 年後半にはヨーロッパ、特にイギリスで大人気となり大量
に栽培されるようになりました。
名前の由来
ミントは世界中に約 600 種以上存在するとも言われています。ペパーミントは代表的なミントの種類です。
他のミントよりもメントール（すーっとする成分）の含有量が多く、ペッパー（コショウ）のような刺激的な
香りがするので、ペパーミントと言われるようになりました。ちなみにミントはギリシャ神話に出てくる妖精
メンテ（Menthe）からきていて、呪いから草に変えられてしまうというお話があるそうです。
効能
ペパーミントの主成分はメントール、爽やかな清涼感と刺激的な風味が特徴的です。古くからペパーミント
は消化器系の不調や緩和や口臭の予防の他、疼痛、おなら、頭痛、胸焼け、消化不良の緩和などに使用されて
きました。そのほか、鎮痛、抗菌、消炎、抗ウィルス作用もあります。また意識をクリアにして覚醒させてく
れる効果や精神的な怒りを緩和させる効果もあります。

エッセンシャルオイルと即効性
エッセンシャルオイルは植物から抽出されたオイルです。ですから、その植物の何倍も何十倍もの成分がオ
イル一滴には凝縮されています。そしてエッセンシャルオイルには即効性があります。例えば、鼻詰まりで息
ができずに苦しい時にエッセンシャルオイルをマグカップのお湯に数滴垂らして深く呼吸してみてください。
するとたちまち鼻の通りが良くなったり、呼吸がしやすくなったりします。また頭痛がする時にエッセンシャ
ルオイルを手にとってこめかみに塗るとたちまち不快感が和らいだりします。このようにエッセンシャルオイ
ルには即効性があります。
＊妊娠中の方にはペパーミントの使用は注意が必要です。
＊刺激のあるペパーミントはお子様への使用は特に注意が必要です。
＊誤って目に入った場合は慌てて水などで洗ったりせず、希釈オイルや薬用のオリーブオイルなどで拭き取ってからお湯とソープで取り除いてください。
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エッセンシャルオイルの活用
暑さを乗り切る

ペパーミントに含まれるメントール成分は体を冷却する効果
もあります。この時期、野外でのスポーツ観戦やガーデニン
グなどをする人も多いでしょう。ペパーミントを含ませたお
しぼりやスプレーをするだけで体にこもった熱を発散させて
くれたり、冷却してくれます。また FDA で許可され内服で
きるエッセンシャルオイルであればお水に一滴垂らして飲む
と体の中からすーっとして熱った体を覚ましてくれる効果も
あります。
（＊多くのエッセンシャルオイルは内服が禁忌と
なっています。必ず内服可能であるか確認してから内服して
ください。

冷却スプレーレシピ
空のスプレーボトル（50ml）
ヴァッカまたは Grain Alcohol 5ml
精製水（Distilled water）もしくは濾過された水 45ml
ペパーミントエッセンシャルオイル 10 滴
作り方
綺麗に消毒されたスプレーボトルにアルコールを入れ、そこ
にエッセンシャルオイルを垂らしてよく混ぜます。そこに精
製水もしくは濾過された水を注ぎ蓋をしてよく振ります。使
うたびによく振ってからご使用ください。２週間くらいで使
い切りましょう。

集中力を高める

ペパーミントのエッセンシャルオイルは集中力を高めることができることでもよく知られています。アロマディフューザー
でペパーミントを炊いてみましょう。スーッとした清涼感と共に集中力を高めてくれます。ある実験では同じくらいの学力
のある２クラスにおいて、一方のクラスでペパーミントにアロマディフューザーで散布したところ、していない方のクラス
よりも算数の平均点が上がったという報告もあります。教室にディフューザーを持って行かせることはできないので、お子
さんにはペパーミントのエッセンシャルオイルをたらしたティッシュをお守り代わりに渡してあげてください。もしかした
らテストの点数が上がるかも？？

疲れた頭をリラックス

コンピューターの使いすぎで頭がぼーっとする、すっきりしないという人もいるかもしれません。朝起きた時に頭がスッキ
リしないという時には、ペパーミントのエッセンシャルオイルを普段お使いのシャンプーなどに一滴たらしてシャンプーす
ることをお勧めします。清涼感だけでなく、頭皮の血行をよくし、頭皮の余分な油を調節してくれます。薄毛の気になる人
にもお勧めです。ペパーミントと一緒にティーツリー（メラルーカ）オイルを一緒にたらすと頭皮の健康にさらに効果的で
す。シャンプー前後に頭皮に垂らしてマッサージするのも効果的です。ただし、原液で使う場合は注意が必要です。100％ピュ
アなオイルでも原液で使うことを禁止されているオイルも多くありますので、必ず確認してからご使用ください。

乗り物酔いを乗り切る

この時期バケーションで長距離乗り物に乗る人も多いでしょう。車酔いなどしやすい人にはペパーミントのエッセンシャル
オイルがお勧めです。車内でも使えるディフューザーで車内に噴霧すると車の独特の匂いを浄化してくれるだけでなく、消
化器に働いて車酔いを防いでくれます。ディフューザーがない場合は上記で紹介したスプレーをルームスプレーにして車内
に噴霧してみてください。
リンパマッサージに
血行をよくしてくれるペパーミントオイルはマッサージにも
最適です。とくに夏の暑い時期にはスーッとした清涼感が暑
さを凌いでくれるのでお勧めです。ペパーミントだけでなく、
他のオイルとブレンドし、ココナッツオイルやグレープシー
ドオイルなどのキャリアオイルで希釈してマッサージに使用
してください。
レシピ
キャリアオイル...............................10ml
エッセンシャルオイル.................５～６滴

お勧めブレンド
ペパーミント＆オレンジ：鎮静効果があり、精神的な緊張を
和らげ心身をリラックスさせてくれます。足の裏から足全体
のリンパに向けてマッサージしてみてください。
ペパーミント＆ラベンダー：リラックス効果の高いラベン
ダー。ペパーミントとの相性は抜群です。安眠効果も高まり
ます。
ペパーミント・サイプレス＆シダーウッド： 森林系の香り
で、心を休ませてくれる香りです。むくみ解消にも効果的。
ペパーミント＆ローズマリー： むくみだけでなく、筋肉や
関節の不快感などにも働くローズマリーとのブレンドは疲れ
た体を癒してくれるのに最適。

いろいろ試して自分に合うブレンドを探してみてください。メディカルアロマに興味のある方は下記までご相談ください♪

タウンゼンド 瞳（アッセンズ郊外在住）
日本で看護師として勤務していた頃から、薬漬けの医療に疑
問を持ち始め、自然療法に興味を持つ。そしてエッセンシャ
ルオイルとの出逢いを通して自然の力に魅了され、渡米後よ
り本格的にエッセンシャルオイルについて学び始める。
現在 12 歳から 3 歳までの 5 人の子供たちをエッセンシャル
オイルを使いながら子育て中。
エッセンシャルオイルを使ったアロマクラスを随時開催。
ぜひ感想などお聞かせください。
hitomitownsend@gmail.com
Instagram : mynaturallife.hitomi
ANIS ATLANTA - June 2022
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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

〜マリンテイスト編〜

【ランタン】
ホワイトウォッシュ加工
のインテリア小物は、マ
リンテイストと好相性！
(HomeGoods)

家の中に涼やかな風を
汗っかきで暑いのが苦手な私にとって、四季の中で夏が一番嫌いでした。一日一日
を耐え、9 月に入ると「あと数日の辛抱だ！！」と暑さが過ぎるのを指折り数えてい
ました。でも夏は夏休みがある事もあって、幼い頃の思い出の多くが夏の出来事です。
夏が大嫌いなのに、蝉の鳴き声やラムネの中でコロンと鳴るビー玉の音には今でも胸
がギュッとなるし、夏の夕立ち前の少し蒸れた空気感を感じるとワクワクするし、入
道雲を見る度に「竜の巣だ！」と思った事を思い出します。扇風機があれば正面で「ワー
レーワーレーハーーー」と声出す事も欠かしません。小さな頃に五感を刺激した音や
匂いや味、誰かの言葉、身に付いた習性などは一生残るのだと思います。皆さんの夏
の思い出はなんですか？私は、友達と三人で野外劇場で映画『Field of Dreams』を
観た事です。小雨が降って来て、友達のお母さんが一枚のベッドシーツを貸してくれ、
三人でピッタリひっついてシーツに包まりながら真夏の小雨の中観ました。それから
母が夏になると作るアイスクリームが好きでした。毎年作っていたのに突然「飽きた」
と作らなくなり、その後何度頼んでも作ってくれず、最終的には「レシピ失くした」
と言われ幻の味となってしまいました。夏が大嫌いだった自分が今は、夏が一番長い
アトランタに住んでいるという巡り合わせの不思議。終わらない夏が続くと身体も心
も涼を求め、自然と白や寒色の雑貨を買いたくなります。夏の雑貨といえば定番のマ
リンテイスト。白や青をメインカラーにヨットやイカリ、ヒトデなど海のモチーフを
使用したスタイルです。割とカジュアルな印象を与えますが、色味を抑え流木や自然
素材のトレーなどを合わせれば、シックにもなります。外は暑くても、家の中では爽
やかな風を感じられますように！
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【マーブルチェーン】
木製だと温かい印象に、マーブルだとモダンで
エレガントな印象に。
(MAGNOLIA)

【バヌトン & ティータオル】
パンの発酵専用のカゴですが、ナプキン
敷いてパンやトルティーヤチップスを乗
せて使っています。
( バヌトン：Church Street Market、
ティータオル：PERSONIFY SHOP)

【ミュール】
編み込みが可愛いレザーミュール。小さめな
作りなので 1 サイズアップがお勧め。
(Shoppe Smitten)

【海のアート】
全体的に抑えた色味な
ので、他のインテリア
の邪魔をしません。
(Hobby Lobby)

【サンゴ】
サンゴのレプリカ。これ
一つで一気に大人のマ
リンテイストに。
(HomeGoods)

【イカリ】
用途は文鎮ですか？と思う程重いイカリの置物。小さめなので本の上に飾るのに
丁度いい。(Michaels)

【ミニクッション】
ベッドにクッショ
ンを何個も置く事
が多いアメリカ。真
ん中に一つ主張強
めのクッションを
置くと全体が締ま
る気がします。
(HomeGoods)

【花器】
包み込むようにシー
グラスで編まれて
いるのが特徴的
な竹製花器。
(Shoppe
Smitten)

【アウトドアコップ】
緑がかった薄水色でガラ
スみたいに見えるプラス
チック製のコップ。
(TARGET)

ANIS ATLANTA - June 2022
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在外公館長表彰◎在アトランタ日本国領事館

ホッジ氏 在外公館長表彰

在アトランタ日本国総領事館

在外公館長表彰を受章したアルバート・ホッジ氏の授与式が 5 月 24
日に在アトランタ日本国総領事公邸で行われました。ホッジ氏は、日本
とジョージア州との間に強い絆を築き、それを維持するための彼の献身
と尽力に対して表彰されています。
竹内一之在アトランタ日本国総領事より、在外公館長表彰を授与され
たホッジ氏は、「この名誉ある賞を受賞できたことを光栄に思います。私
の最初の日本との出会いは、小学校の校長が児童に話していた日本文化
についてでした。この時に教育は文化の違いを理解する上で、とても大
きな影響を与えると思いました。ご助力下さった日米協会、そして日本
のコミュニティの皆さんに感謝します。」と、喜びを語りました。
ホッジ氏はジョージア日米協会の会長を務めており、地域社会で複数
の重要な役割を果たしてきた彼の経歴は、ジョージア州の日本社会が長
年にわたって関係を深めるのに役立ってきました。

登録・投票は簡単です

用意する物

・旅券
・申請書
・居住している事を
証明できる書類

選挙人証
大使館
電話 又は 葉書

（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

在外選挙登録資格
❶ 満18歳以上で

在外公館投票

❷ 日本国籍を持っていて

郵便等 投票

日本国内 で 投票

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）

※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。

詳しくは、在アトランタ日本国総領事館

在ナッシュビル日本国総領事館

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。
外務省

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。

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。

一時帰国した方や帰国直後で転入
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。

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。

TEL：(404) 240-4300
TEL：(615) 340-4300

Mail：ryoji@aa.mofa.go.jp

Mail：con1@nv.mofa.go.jp

または
外務省 在外選挙

検索

まで。
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バイリンガル求職者の就職・転職事情◎ PASONA

バイリンガル求職者の
就職 ・ 転 職 事 情
最近の求職者の傾向として、転職を積極的に求めている層
と、積極的ではないが、良い求人がないかチェックをしてい
る、という二つのタイプの求職者がくっきり分かれていま
す。後者の場合は、採用担当者が接触してきた場合に応じる
ケースも含まれます。
積極的に探しているのは全体の 20％ほど、全く探してい
ない人が 30％であることを考えると、新しい仕事を積極的
に求めている人自体がそんなに多くないことが分かります。
ただし、その中間である、状況に応じて考える層の方たちが
どう動くかという判断は、その仕事の条件に大きく起因する
ことになります。
では、求職者が求めている条件はどのようなものでしょう
か？大手キャリアサイトのキャリアビルダーのアンケート
から、下記のような結果が出ています。この 1 年は沢山の
求人が出ており、求職者優位の採用市場であるため、より良
い条件を求め就職活動をされているというデータは理にか
なっています。また、在宅やフレキシブルな勤務スケジュー
ルを希望するのはパンデミックの影響で勤務形態が変化し

新しい分野への挑戦を考える際に大切なのは、自身が持っ
ているスキルが、新しい仕事に対し転用可能なスキルかどう
か、という点です。例えば、業界知識、コミュニケーション
スキル、分析力、プロジェクトマネージメント、コンピュー
タースキルなど、沢山のスキルが新しい分野で活かすことが
できます。
簿記を担当していた方は数字に長けており、細かい作業も
できるという点から、購買担当に転職したり、受発注を担当
していた方がコーディネーションスキルを活かし、人事の
コーディネーターとして活躍したりしているのを過去に沢
山見ています。そのため、新しい分野へ挑戦したい方は、ど
のスキルが転用可能なのかをしっかり見極め、就職活動の際
にアピールしていくことでチャンスが生まれます。
あなたの転用スキルは何ですか ? この機会にぜひ考えて
みましょう。
参照：CareerBuilder － SEEKING NEW WORK? MOST
AMERICANS ARE, TOO

たことを物語っています。
•
•
•
•

より高い給与：62%
フレキシブルな勤務スケジュール：51%
より充実した福利厚生：46%
在宅勤務：40%

また、転職希望者は単に仕事を変えたいだけでなく、分
野も変えたいと考えていることも多いようです。転職希望者
の 62％が、全く新しい業界への転職に関心を示しています。
現在採用が盛んな業界・職種全米 TOP5 は下記に記載して
おりますので、ぜひご参考にされてください。
•
•
•
•
•

一般事務
専門的、科学的、技術的サービス
医療・社会福祉
小売業
製造業

Pasona NA, INC.
TEL:(404) 848-9221
E-mail:pasona.info@pasona.com

Akiko Komura
ANIS ATLANTA - June 2022
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雇用・労働・移民法ニュース◎大蔵昌枝弁護士

アイアイアイ キャリアからの

お知らせ

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。

就労許可証（EAD）自動延長期間追加
2022 年月 5 月に移民局は特定の就労許可証（EAD）の更新

期間内であれば雇用を再開することができます。現在 EAD の
更新申請中の申請者で 180 日間の自動延長期間中である場合

申請の自動延長期間を 180 日から最大 540 日に延長する暫定

は、既存の EAD 失効から最長 360 日間の追加延長期間が追加

的最終規則を発表しました。この規定は 2022 年 5 月 4 日時

されます。従って、延長申請中は最長で 540 日間は雇用を継

点で有効となります。今までは、EAD の更新申請中に既存の

続することができます。

EAD 失効したら雇用が中断されていましたが、この措置によ
りこのような雇用中断による業務への支障を回避することが
できるようになりました。
E や L ビザの配偶者、学生ビザ保持者、交換留学ビザの配
偶者、さらに永住権申請中のものは、移民局に I-765 フォー
ムを提出することで就労許可（EAD カード）を申請すること
ができます。もともと、就労許可の審査期間は３か月と発表
されていましたが、リーマンショック、トランプ政権を経て、
ここ数年間移民局の財政状況が非常に不安定であったために、
書類審査の効率が悪化していました。

現在 EAD の更新申請の申請者で、2022 年 5 月 4 日時点で
既存の EAD が有効である申請者、或は 2023 年 10 月 27 日以

さらに新型コロナの影響により一時解雇などで労働力が減

前に EAD 失効前に更新申請を移民局に提出した者は、申請中

少したために状況はさらに悪化し、各種ビザや就労許可証な

は既存の EAD 失効後最大 540 日間 EAD が自動的に延長され

どの審査が大幅に遅れ、このために雇用主は雇用中断や労働

ます。この自動延長措置は、更新申請の承認通知書受領、或は、

力不足で業務に多大な影響を受けていました。また、移民局

最大 540 日の期間終了、のいずれか早い日に終了します。

審査時間の遅れが改善される前に、２０２１年には就労許可
証の申請件数が劇的に増大したために、就労許可証の審査時
間はさらに悪化していました。

上記の措置は更新申請者のみに適用される措置ですが、新
規申請者に関しては今後特急申請を申請できるようになりま
す。移民局は今後３年にわたって、全体の審査時間の短縮を
図ると発表したために、特急申請の適用範囲を拡大すると発
表しました。就労カード申請は現時点では特急申請の対象と
はなっていませんが、今後３年にわたって徐々に特急申請の
対象となる見込みです。特急申請が可能となれば、特急申請
料金＄1500 を支払えば、現時点でおよそ 7 ～ 12 ヵ月ほどか
かっている審査が 30 日以内で審査されることになります。

この暫定最終規定は、EAD 更新申請の自動延長措置の対象

尚、E と L ビザの配偶者は、2022 年 1 月 31 日以降国外か

となるビザ・カテゴリーにのみ適用されます。自動延長の対

ら入国した場合、I-94 のビザ種類に E1S，E2S，L2S と配偶者

象者については https://www.uscis.gov/eadautoextend を参

を示すＳが追記されるようになりました。I-94 にこの S の追

考ください。対象者は既存の 180 日の自動延長期間に最大で

記があれば、就労カードがなくても、I-94 の滞在期間中は就

360 日間の追加延長期間が加算されます。これにより、更新

労できるようになりました。

申請中は、既存の EAD が失効した後も、合計で最大 540 日間
は EAD の期間が延長されます。
この措置は 2023 年末まで有効となり、2024 年には自動延
長期間は元の 180 日に戻ります。移民局は 2023 年度末まで
に EAD の３カ月審査の目標を達成するために、この間に移民
局内部の人員不足を解消し、効率改善を図る予定です。

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
本ニュース記事に関する注意事項（DISCLAIMER）

現在 EAD の更新申請中の申請者で 180 日間の自動延長期間
が既に経過した人は、５月４日より既存の EAD の有効期限失
効から 540 日間は EAD が自動延長されます。この 540 日の

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。

ANIS ATLANTA - June 2022

25

我楽多横丁こぼれ話◎野呂利

歩

我楽多横丁こぼれ話

野呂利

歩

LBJ と JFK
1963 年世界初の衛星中継の日は衝撃的であった。筆者のみ
ならず、世界中が衝撃を受けたに違いない。JFK 狙撃暗殺の
ニュースであった。そして、LBJ、リンドン・ジョンソンがア
メリカの歴史でも数少ない副大統領からの昇格となった。
若くして悲劇の死を遂げた JFK は、その格調高い就任演説と
ともに、理想に燃えた大統領として今でも人気は高く、様々な
場面で引き合いに出される。だが、1962 年のキューバ危機回
避を功績として任期半ばで凶弾に倒れた。
民主党の上院議長として剛腕でならした LBJ の登場は、と
もすれば悲劇の死を遂げた人気絶大の JFK の影に隠れがちで、
LBJ を評価する時、必ず出てくるのが負の評価としてのベトナ
ム戦争への深入りである。だがそれは、ケネディ政権のマクナ
マラ国防長官主導による基本政策であり、JFK 後を引き継いだ
BLJ としては不可避の道筋であったろう。
このことにより LBJ は実質二期目の大統領選への出馬を見送
らざるを得なかった。だが、彼の大統領としての功績は別のと
ころにある。
。人種差別撤廃に向けて後世の礎を築いた 1964 年
の公民権法はその後のアメリカを変える画期的なものであった。

まだアフリカ系市民への酷い差別が日常であった 60 年代、
白人の大統領として差別撤廃に向けた施策に何故向き合えたの
か。その答えは、LBJ の育った環境や巡り合った仕事とは無関
係ではないと言われている。つくづく、環境や出会いが人を左
右することが分かる。果たして、華麗なる上流社会出身の JFK
が任期を全うしていたらあの時代に公民権法は実現していたで
あろうか。
トヨタも進出したテキサスのサン・アントニオ。そこから南
一時間半の所に Cotulla という、人口 4000 人弱の小さい町が
ある。大恐慌目前の 1928 年、メキシコや他国からの移民の子
供たちが通う小学校に学費稼ぎで 20 歳の LBJ が赴任する。人
種差別に無関心であった LBJ は、メキシコ国境に近いこの町で
差別と貧困に喘ぐ人たちを目の当たりにするのである。
女性教師ばかりのところに突然登場した白人男性教師は、直
ちに校長に推挙され、ここから彼は貧困や差別を乗り越える為
の精神教育を兼ねた指導を子供たちに進めていく。LBJ は一年
でこの職を去るが、これが公民権法実現への原点となったとさ
れている。

聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉
わたしはあなたがたのために立てている計画をよく知ってい
るからだ。-- 主の御告げ -- それはわざわいではなくて、平安を
与える計画であり、あなたがたに将来と希望を与えるためのも
のだ。
エレミヤ書 29 章 11 節

By ますみ

トが私たちの為に死んでくださったことにより、神は私たちに
対するご自身の愛を明らかにしておられます。（新約聖書：ロー
マ書 5：８）』とあります。聖書の神の愛と恵みを知り、イエス・
キリストへの信仰によって、人は神の家族の一員（子供）とさ
れます。そして、神の子供たちには、将来と希望が約束されて
私たちの人生において『希望』を持って生きることはとても
いると、聖書が教えています。『その希望は失望に終わる事があ
大切です。人生に将来や希望がなくなった時、私たちの人生は
りません。なせなら、神の愛が私たちのこころに注がれている
みすぼらしいものになってしまいます。
『希望』は、
生きる力（エ
からです。（ローマ書 5：5）』と。
ネルギー）です。旧約聖書の中にあるエレミヤ書には、神様は、
神の家族になり、神様が、私たちに約束してくださっている
私たちの人生の計画をご存知で、その計画は、神ご自身が立て
希望に満ちた人生・神様のご計画に沿った人生を歩みましょう。
ておられる計画であり、私達には、将来と希望があると記され
聖書は、『あなたがたのうちに良い働きを始められた方は、キリ
ています。
スト・イエスの日が来るまでにそれを完成させてくださること
ある町が、ダム建設のために水没することになりました。町
を私は堅く信じているのです。（新約聖書：ピリピ 1：6 ）
』また、
の受け入れが決定されると、その土地の住民は、誰も家を修理
『神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志をたて
したりペンキを塗り替えることをしなくなりました。道路も歩
させ、事を行わせてくださるのです。（ピリピ 2：13）
』と、約
道も荒れ放題になってしまいました。まだ、そこには、人が住
束しています。
んでいて、ダム建設が始まるのはもっと先なのに、町全体が、
廃墟のようになっていきました。将来への希望のない人の人生
神は、私たちの心に思いを授けられます。 神の御こころ（思
は、この町のように荒れすさんで行きます。 私たちの人生には、 い）にかなった思いを、私たちの心に置いて、私たちを導いて
くださいます。 「〜したい」
「〜しよう｝との思い（希望の計画）
『希望』が必要です。
が与えられるのです。
神は愛です。 私たちは愛されています。
聖書には、
『しかも、私たちがまだ罪人であった時に、キリス
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子育て知恵袋 in Atlanta ◎長谷川ゆかり

☺ 子育て知恵袋 in Atlanta

長谷川ゆかり

子どもには『育つ力』がある ( 自立した人間に育てるために )

持って生まれてくる学習能力
子どもの潜在能力には、それほど個人差はありません。得意
分野は、能力のどの部分が引き出されるかによって決まるので
す。また、子どもの能力の発揮の仕方は、個性（抑制型・非抑
制型）や親の関わり方に大きく関係しています。教えられたわ
けでもないのに、人間には誕生直後からおっぱいが吸えるとい
うような能力以外に「PDS サイクルシステム」という学習能力
が備わっています。子どもは自らプランを立てて、実行し、そ
れを評価します。そして、その評価に基づいて知識を得て、プ
ランを立てる力を増していきます。そしてまた、得た知識をも
とに次のプランを立てる・・・。PDS サイクルシステムを働か
せながら（学習能力を発揮しながら）どんどん成長していくと
いうわけです。
PDS サイクルシステムについて少し説明しておきます。人
間は、赤ちゃんの時から「Plan（予測・プラン）→ Do（実行）
→ See（評価）
」という思考経路をたどって学習能力を発揮し
ていきます。例えば、小さな子どもが棚の上のおもちゃを欲し
いと思ったとします。予測を立て実効してみたけれど、実際に
はとどかなかった。結果を自分で評価し、新しい予測・プラン
のための知識を得る。これが学習能力です。次に抑制型 / 非抑
制型とは、どういうことでしょう。抑制型の子どもは、慎重で
なかなか新しいものに手を出そうとしないけれど、いったん始
めるとじっくりと取り組むことができるタイプです。反対に、
非抑制型は比較的何にでも気軽に取り組めるけど、その分興味
があちこちに移りやすく、気分の切り替えが上手な子どもです。
親の捕らえ方でずい分違う子どもの個性
親もいろいろですから、同じ個性でも捕らえ方がさまざまで
す。例えば、わが子が友だちと遊んでいる時、友だちが自分の
おもちゃに興味を示しているのに手放そうとしない場面で、親
が「この子は我が強くて、どうせ聞かない」と考えるか「納得
すればちゃんと貸してあげられるし、
嫌なことには“嫌だよ”っ
て言えるわ」と別のとらえ方をする余裕をもてるかどうかは、
子どもにとっては大違いです。マイナスの先入観をもたないで、
肯定的にわが子の個性をとらえ、そのタイプに合った関わり方
をするほうがやはりいいです。子どもは親のとらえている方向
に育っていくものなのです。

で親の期待を伝えて、対等に話し合います。子どもが自分で決
めたことには粘り強く取り組めるでしょう。反対に、非抑制タ
イプの子には、親の意見や期待をストレートに伝えも大丈夫で
す。積極的にのせてあげれば、だいたいのことは達成できます。
一方で、深く追求するのは苦手かもしれないので、継続して声
をかけてあげましょう。もちろん、タイプは時期や状況でも変
化するので、わが子のいい面に着眼する材料として見てくださ
い。
子どもが能力を発揮するために
子どもに何かを働きかける時、または何かを教えたい時、以
下のような方法が有効です。ポイントは親が先回りして教え込
むのではなく、面倒でも子どもが自分でいいプランを立てられ
るように導くことです。子どもは自分から「やってみたい」と
思うときに、一番のびるのです。では働きかける（きっかけを
与える）には次のようなポイントがあります。
◎子どもに興味をもたせる・・興味を示しそうなものを用意
しておくことで、「これ何？おもしろそう」と気づかせます。
最初から「これをしてね」と指示しないで、“自分で気づいた”
と思えるように誘導しましょう。◎母親も楽しむ・・子どもと
一緒になって取り組み、母親自身も楽しんでいる時には、親子
の関係は良好です。◎子どもに考えさせる・・教えてしまえば
早いと思っても、がまんしましょう。こどもが考えている時は、
急がしてペースを乱さないように。「どうするんだっけ？」と
子どもに考えさせるのもいいですね。
「子育ての目標は子どもの自立」だと
いうｋとを常に忘れずに、子どもの育
つ力を信じゆったりと接してあげてく
ださい。そうすれば、子どもたちは自
信をもって、自立に向かって大きく成
長していってくれるでしょう。
パートタイムスタッフ急募
水曜日と土曜日教室日勤務可能な方

親の「育てる力」を高める（親は子どもの応援団）
子どもは自ら「育つ力」をもっていますが、それを最大限に
引き出すのはやはり親の「育てる力」にかかっています。子ど
もがいきいきと「育つ力」を発揮するということは、自分でス
ムーズにＰＤＳサイクルシステムを働かせている状態だといえ
ます。成長するのは子ども自身。親が代わりに「成長してあげ
る」ことはできませんから、親の役割はいかに本人をその気に
させ、やる気を引き出すかなのです。
そのためには子どもの個性をよくつかんだ上で、その子が納
得して気持ちよく取り組めるような対応をしたいものです。例
えば、抑制タイプの子に親の考えをストレートにぶつけるのは、
あまり効果的どはいえません。まずは本人の気持ちを聞いた上
ANIS ATLANTA - June 2022
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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
未来のために
学生の皆さん、保護者の皆さん、2021-2022school year お疲
れ様でした。夏休み楽しんでますか？約１年間頑張ってきた子
供たちが楽しく夏休みを過ごし、また元気に新年度を迎えるに
あたって、今月は子供の心身のケアの大切さについてお届けし
ます。
学期中は学校に習い事に忙しく、病気や大きな怪我をしない
限りはなかなか子供の身体のケアまで手が回らないものですよ
ね。しかし、元気いっぱいに見える子供たちも実は心身ともに
ストレスを抱えていることが多く、時には早急なケアを必要と
している場合があります。
一般的に子供の身体のことで気になることと言えば、姿勢が
悪い、体がかたい、運動不足などが挙げられますが、最近はス
マホやタブレットの普及で、小さいお子さんでもストレートネッ
クやひどい猫背の子が多く、肩こりや頭痛で通院してくるお子
さんも少なくありません。現代病ですね。胸が痛みます。
また、習い事などでスポーツをしていないお子さんは、ここ
アメリカの生活習慣ではよほど気をつけていないと運動不足に
なりやすく、運動不足からくる筋力や体力の不足、また便秘に
悩んでいる子も多いです。
さらに、コロナ禍やストレスだらけの現代社会、また、アメ
リカに来て日が浅い家庭のお子さんには言葉の壁というストレ
スもあり、とてもストレスフルな日々や環境から、残念ながら
心を病んでしまったり、無気力になってしまうお子さんもいま
す。
当院の治療モットーは「体に負担のない無痛施術」です。上
部頚椎テクニックというカイロプラクティックの技術なのです
が、子供が怖がるような痛みや大きな音が出る施術は一切なく、
とてもソフトな治療法で、現在、乳児から 80 歳超えのシニア
の方まで安心して通っていただいています。
治療内容は、頚椎と背骨の歪みを正し、全体の身体のバラン
スと姿勢を整えることで、ストレートネックや猫背が改善され
身体にかかっているストレスが軽減されるので、肩こりや頭痛、
便秘など体の歪みが原因で発生した症状が改善していきます。
また、頚椎から背骨にかけては、脳から直接内臓まで行き渡
るたくさんの自律神経が平行して通っているのですが、その中
にはリラックスに欠かせない副交感神経の主である迷走神経が
通っています。この迷走神経を頚椎や背骨の歪みで圧迫・抑制
してしまうと副交感神経の働きが低下し心身の不調を引き起こ
してしまいます。
そのため、イライラや不安感、無気力や倦怠感などのうつ症
状も背骨の歪みを整えると、同時に平行している神経系へのス
トレスが軽減されるので快復が期待できます。
普段は親の私たちも忙しく、病気や怪我ではない痛みや不調
をはっきり伝えられない、伝えてこない子供たちの心身ケアに
気を配るのは本当に大変です。しかし、少し時間ができたこの
夏休みにこそ、お子さんの姿勢や身体の歪みの改善、また不安
や悩みの解消など心身ストレスケア・メンテナンスの絶好のチャ
ンスです。
当院ではミリ単位まで計れる姿勢計測器を用いて姿勢や背骨
の歪みを正確に計測し治療します。子供の心身ケアをお考えの
方は、ぜひご相談ください。また、中学生になると（カウンティ
によって違うかもしれません）現地校で”Scoliosis Screening
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test”（脊柱側湾症検査）が行われます。このテストのフォロー
アップが必要な場合も当院で受診・検査・治療が可能です。こ
ちらもお気軽にお問い合わせください。
当院では、日々の心身ストレスケアの他にも、プロアスレチッ
クトレーナーによるジュニア／ユースアスリートのための本格
的な体メンテナンス、マンツーマントレーニングメニューもあ
ります。競技スポーツを頑張っている子供たちの怪我の治療・
リハビリはもちろんのこと、怪我予防トレーニングや正しい筋
トレ・ストレッチ方法など、個別メニューを作成して対応して
います。夏の間に競技が上手くなりたい、成果を出したいジュ
ニア／ユースアスリートの皆さんにお勧めのセッションです。
ぜひお試しください。
歪んだ姿勢や背骨のまま成長して良いことはありません。未
来のために今が治療のチャンスです！
矢島 敬朗
カイロプラクター

髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

ANIS
ATLANTA
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
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。

あなたのビジネスを
強力にバックアップ
します !

髪＆ヘアケア
皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はカットやカラーパー
マなど、それぞれの施術の適切な周期についてお話いたします。
現在サロンリーガではご来店いただいた際に次回のご予約を
取っていかれることを推奨しており、お客様からもよく聞かれ
る質問なので、適切な周期を知ることで次のご予約時期の目安
にしていただけたら幸いです！
まずはカットの周期についてお話いたします。カットは髪の
長さによって適切なタイミングがかわってまいります。簡単に
言うと髪が短いスタイルほどカットをする周期も短くなります。
男性の場合は 1 ヶ月〜 1 ヶ月半に 1 度、女性もショートのスタ
イルであれば 1 ヶ月〜 1 ヶ月半が理想です。ミディアムであれ
ば 2 〜 3 ヶ月、ロングヘアは 3 〜 4 ヶ月に 1 度が理想的ですが、
レイヤーが入ったスタイルはより短い周期でのカットが必要と
なり、ワンレングスであればより長持ちします。前髪は顔の印
象を大きく変える部分であり、目との距離も近いため 1 ヶ月に
1 度はカットが必要となります。
次はヘアカラーの適切な周期についてお話します。カラーは
理想的にはカットと同じ頻度、ロングヘアの方であればカラー
をする頻度のほうが多くなります。カラーの施術の目安は 1 ヶ
月〜 1 ヶ月半、暗めのカラーであれば伸びてきても目立ちにく
いので 2 ヶ月ほど持ちます。毎回毛先まで染めることに抵抗が
ある方はリタッチと全体カラーを交互にすることもできますが、
適切な薬剤選定ができていれば、ハイトーンカラーでない限り
カラーによるダメージはそこまでありません。むしろ毎回リタッ
チだけ済ませると毛先が退色してドライに見えてしまうため、2
〜 3 回に 1 度は全体染めをすることをおすすめいたします。
パーマの周期は長さやスタイル、髪質やパーマの種類により
大きく変わってまいりますが、どんなパーマをかける場合もカッ
トと合わせての施術をおすすめいたします。パーマにはそのデ
ザインに合わせたカットがほぼ必須となります。パーマの施術
のみではそのデザインを作ることはできないため、パーマをか
ける際はぜひカットも一緒にご予約ください。かける頻度は担
当のスタイリストと相談して決めるといいと思います。また、
パーマとカラーを同日にすることは不可能ではありませんが、
それぞれの仕上がりの質や髪への負担を考えると分けて施術し
たほうがいいです。
最後にトリートメントの周期です。トリートメントは 1 ヶ月
に 1 度ほどが目安ですので、美容室に行くたびにできると理想
的です。しかしそんなに頻繁には通えないという方も多いと思
います。その場合はホームケアのトリートメントを使うことで、
サロンで施術したトリートメントのもちを良くすることができ
ます。また、毎回のトリートメントが難しい場合はカラーやパー
マなど薬剤の施術をする時に合わせてトリートメントをするこ
とでダメージを軽減できるのでおすすめです。
美容室での施術の周期について、いかがだったでしょうか。
ぜひご予約を取る際の目安にお役立てくださいませ。サロンリー
ガへのご来店を心からお待ちしております！

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

お問合せは ☎ 404-510-8534
infojp@anisatlanta.com
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教えて歯医者さん◎カンバーランドファミリーデンタル

教えて歯医者さん！
歯とお口に関するデンタルコラム

６月４日から６月１０日は歯と口の健康週間です。今年（令
和 4 年度）の標語は、
「いただきます

人生 100 年

歯と共に」

です。私たちが普段何気なく行っている、
「食事」
「会話」「笑顔」
はお口の健康が不可欠です。そして、お口の健康が維持される
と人生を明るく豊かにすることができます。
１．

食事

食べることは生きる上での基本です。例えば、栄養の偏りや不
規則な食事などによる肥満や、それらが原因と考えられる生活
習慣病の増加がみられます。そして、若い女性を中心にみられ
る過度のダイエット志向に加え、高齢者の低栄養傾向等の健康
面での問題も指摘されているところです。また、食の安全や信
頼にかかわる問題や、外国からの食料輸入に依存する問題など、
食を取り巻く環境が大きく変化しています。こうした中で私た
ちは、食に関する知識を身に付け健康的な食生活を実践するこ
とにより、心と身体の健康を維持し生き生きと暮らすために、
生涯にわたって「食べる力」＝「生きる力」を育むことが重要

３．

笑顔

皆さんは普段どれくらい笑っていますか？普段から笑顔でコ
ミュニケーションを取っていると、周囲の人と良い関係を築け
ることが多いです。また、笑顔は人間関係を潤滑にするだけで
なく、気分を上げる効果があるとも言われています。
笑顔は健康維持とも関係があります。自律神経には、交感神経
と副交感神経があり、緊張やストレスが高いと交感神経が働き
ますが、笑うことで安らぎが感じられ神経が和らぎ副交感神経
支配になります。ナチュラルキラー細胞（NK 細胞）は特に主
要細胞やウィルス感染細胞の拒絶に重要な細胞です。笑うこと
で、NK 細胞は活性化され、免疫力の向上につながります。また、
笑うと脳への血流が良くなり、脳梗塞など血管が詰まることで
発症する病気を予防することができると言われています。さら
になっているのです。
２．

会話

私たちが健康を維持するには、人とのコミュニケーションが不
可欠です。昨今のパンデミックの影響で人と会って話す機会が
少なくなった方も多いかと思います。人と会って話す時でも、
マスクをしているので表情が表しにくく口や顔の筋肉の動きが
低下してしまった方もいらっしゃるでしょう。私たちは、人と

に、新陳代謝も高まり横隔膜の動きも良くなるので、消化が良
くなるというメリットもあります。毎日の生活に笑いを取り入
れるメリットは、健康にも良い影響を与えるようです。
歯と口の健康週間を通じて、ご自身や大切
な方々のお口の健康について考えてみてく
ださい。
資料：政府広報オンラインウェブサイト
医療法人社団平成医会ウェブサイト

のコミュニケーションを通して人生を豊かなものにしています。
お口の筋肉をしっかり動かして口腔機能を維持することは、心

カンバーランドファミリーデンタル

身の健康へも繋がります。

歯科医師
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清水

義仁

メディカルコラム◎倉岡クリニック

Kuraoka
Clinic

メディカルコラム
MONTHLY NEWS LETTER for HEALTH

冷房病とは ? 症状と予防策

2.

最高気温が 35℃（95℉）を
超える猛暑日も決して珍しくな
いアトランタの夏。エアコンは
欠かせない存在ですが、その半
面、エアコンによる体の不調を
訴える人も増えています。なん
だか体がだるい、疲れやすいと
感じたら、それは冷房病の症状かもしれません。女性の場合は
重症化すると、生理不順や重い生理痛につながることも。夏は
ノースリーブに素足と、薄着になりがちですが、予防のために
は冷気になるべく肌をさらさないことが鉄則です。
なぜ冷房病になるの ?
私たちの体は周囲の気温に応じて変化します。夏の暑い時に
は、血管を拡張させて体の熱を外に逃がし、逆に冬は血管を収
縮させて熱を逃がさないようにして、体温を一定に保っていま
す。そしてこの体温調節の役割を担っているのが自律神経です。
ところがこの自律神経による体温調整も決して万能ではなく、
温度差 5℃くらいまでが限界です。そのため、冷房でキンキン
に冷えた室内と 30℃（86℉）以上の屋外との行き来を何度も
繰り返していると、過度の負担から自律神経が正常に働かなく
なり、さまざまな体の不調が起こります。これを冷房病と呼び
ます。

3.

4.

どんな症状があるの ?
体や手足の冷え、体のだるさ、疲れやすさ、食欲不振、頭痛、
肩こり、腰痛、不眠、便秘、下痢などの症状がみられます。自
律神経は免疫やホルモンの働きとも深い関わりがあることから、
女性の場合は生理不順や生理痛の原因になることもあります。
冷房病の予防策とは ?
冷房病は冷気から体を守ることと、規則正しい日常生活を送
ることで、ある程度予防できます。
冷房病 , 予防策
1. 対策 1 クーラーの設定温度は 25 ～ 28℃（77 ～ 82℉）を
目安に。
室内と室外の温度差を 5℃以内にキープし、自律神経が正
常に機能する環境を整えることがポイントです。クーラー
の設定温度の目安は 25 ～ 28℃です。一日中冷房の効いた
環境にいると、寒さに対する感覚が鈍くなる恐れがありま
す。必要以上に体を冷やすことにもなりかねませんので、
朝晩の涼しい時間は扇風機に切り換えるなどの工夫も必要
です。

5.

対策 2 寒いオフィスでは、羽織りものや靴下で自衛する。
自宅と違ってオフィス
やレストラン、交通機
関などでは、自分でクー
ラーの温度調節をする
ことができません。そ
んな時はカーデガンや
スカーフ、ひざ掛け、
厚手の靴下などで冷え
から体を守りましょう。
肌の露出が多い服はも
ちろん、体を締め付け
る服や下着も血行を妨
げ、冷えを助長する原因になりますので、避けるのが無難
です。
対策 3 シャワー浴で済ませず、湯船につかる。
夏もシャワー浴ではなく、ぬるめのお湯にゆっくりつかる
習慣を身につけましょう。自律神経の乱れは、ストレスに
よっても引き起こされます。入浴には体を芯から温め、全
身の血行を促すだけでなく、リラックス効果もあります。
体の冷えとストレスの解消という二重の意味で、非常に効
果的な冷房病対策だと言えるでしょう。半身浴や足湯もお
勧めです。
対策 4 不規則な生活、暴飲暴食を避ける。
睡眠不足や暴飲暴食は自律神経に大きな負担をかけます。
冷房病予防に限ったことではありませんが、日頃から規則
正しい生活と栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。
冷房が効いた場所での冷たい飲み物や食べ物の摂取は、体
を内と外から冷やすことになります。ジュースやビールの
飲み過ぎは避け、ショウガ、ニンニク、ネギ類、根菜類、
コショウやトウガラシなどの香辛料といった体を温める食
材を意識して取るとよいでしょう。
対策 5 適度な運動で冷えにくい体を作る。
人の筋肉には体の熱を作り出す働きがあります。それに対
して脂肪は、一旦冷えると温まりにくい性質があります。
女性に冷え性が圧倒的に多いのは、男性に比べて筋肉が少
なく、脂肪が多いためです。運動は筋肉を増やすことに加え、
全身の血流を改善する効果も期待できます。激しい運動で
なくとも、ウォーキングのような軽く汗をかく程度の運動
で 十分です。大切なのは続けることです。

暑さや寒さの感じ方には個人差がありますから、ここでご紹
介したような予防対策を講じていても体調を崩すことはあるで
しょう。そんな時は決して我慢せず、内科の医師に相談しましょ
う。
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「歯」の話◎植月歯科医院

植 月歯 科医院 から「歯」の 話
～インプラントについて～
虫歯や事故など、様々な要因により、人は歯を失います。１
本だけ失う場合もありますし、並んだ何本かを失う場合もあり
ます。また上あごや、下あごの全体の歯がなくなってしまうこ
ともあります。
失った歯が、１～２本の場合、隣り合った健康な歯を支えと
する、「ブリッジ」や「差し歯」などの義歯が適用されることが
多く、全体のはがなくなった場合は歯茎に吸着させるタイプの
そう入れ歯を作るのが一般的な解決方法として普及しています。
しかし、ブリッジや差し歯の場合、様々なトラブルを耳にする
ことがあります。
近年は、失った歯の部分を補う治療として「ブリッジ」や「入
れ歯」以外のオプションとしてよく耳にされることがあるので
はないでしょうか。年々、技術も進歩しある統計によるとイン
プラントのほうがブリッジよりも長期的成功率は高いという結
果が出ています。
インプラントの語源
歯を抜いた際に、その失った部分を補うための治療法の一つ
です。
最近「インプラント」という言葉はよく耳にするけれど、詳
しいことはわからない、という方も多いのではないでしょうか？
痛いのではないか、怖いのではないか・・・などの不安もある
ことと思います。
そもそも「インプラント」とは、何かを「埋める」ことを意
味する言葉で、医学の世界では整形外科の人工関節などを骨に
埋め込む治療で多くの実績があります。
歴史的に人間は、失った自分の体の一部を何かで補うことを考
え続けてきました。古い時代から既に貝殻や、動物の歯や骨を
「インプラント」して歯の代わりをつくっていた事実が報告され
ています。
インプラントの素材
以後最近まで、金、サファイア、鉄、ステンレス、アルミニ
ウムなど様々な材料が研究されましたが、いずれも良好な結果
は得られませんでした。
ところが、1965 年、スウェーデンの学者、ブローネマルク
博士が実験中チタンの板に骨が結合する現象を偶然発見し、研
究を重ねた結果、革新的に安全なインプラント治療が発達し、
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現在のインプラント治療が確立したのです。
インプラントを推薦する理由
現在、インプラント治療では
まず、100％に近い純チタンで
できた人工歯根（インプラント
体）を歯のなくなった部分の骨
に埋め込み、抜いてしまった歯
の根の代わりを作ります。その
上に差し歯の要領で歯を作って
ゆきます。もう一度ご自分の歯
を作るようなものですから、咬
み心地はほぼご自分の歯と同じ
です。
人間の歯には、毎日とても大
きな力が加えられています。お
食事のとき、運動をするときな
ど、日常生活の中で歯は身体を安定させ、維持するためにたく
さんの役割を果たしているのです。
何らかの原因で歯を抜くことになってしまった場合、インプ
ラント治療が確立する最近まで、それらの大きな力を支える代
替は、残っている他の歯に頼るしか方法がありませんでした。
しかし、それだけの力を他の歯で補うのは、リスクも多く、
最終的にはその他の歯も失うという結果になってしまった、と
いう経験を持っている方も多くいることでしょう。
インプラント治療は、歯を失った部分のみを治療する方法です
から他の歯に侵襲を加えることはありません。そして、しっか
りと固定された、硬いものも咬むことのできる歯を回復するこ
とができるのがインプラント治療です。
ただ、普通の歯科治療と異なり、人工の根（インプラント体）
をあごの骨に埋め込むことが必要となりますので、きちんとし
た知識と技術を持った信頼のできる、設備もしっかりとした歯
科医院で行うことをお勧めします。
（ノーベル ･ バイオケア ･ ジャパン資料参照）（つづく）
歯や歯周病などについてのご質問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

今月の

12 星 座 占 い

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？

牡羊座

牡牛座

双子座

蟹

3/21 ～ 4/19

4/20 ～ 5/20

5/21 ～ 6/21

6/22 ～ 7/22

【全体運】良いこともあれば悪いこともあ
り、悪い状態に引き込まれる可能性も持っ
ているので、日常でも集中と緊張感は求め
られそうです。とは言え、なにかあれば周
りから手を差し伸べてもらえそうです。
【恋愛運】出会い運と復縁運が高い状態なの
で、新しい出会いからすぐに交際がスター
トしたり、元恋人と再会が果たされたりと
いったことに期待が持てます。もっとも、
受け身や待ちの姿勢では結果が望めません。
【金 運】物欲を抑える努力をして、出て行
く分を抑えていくようにしましょう。仕事
で大きな仕事を任されることもあるでしょ
うが、油断は大きなミスを誘発します。慣
れてしまったことを進める際、気を付けて
おかないと大変なことになりそうです。

【全体運】順調に安定した運気をしているよ
うです。特に先月、先々月に良くない経験
をしている人は、その反動で吉事に恵まれ
そうな気配です。もちろん、だらけたり手
を抜いたり、そういったことをしない場合
に限りといったことにはなります。
【恋愛運】あまり良い恋愛運をしているとは
言えない感じです。特に発言にしろ行動に
しろ積極的な人は、相手に引かれてしまう
ことも多そうな気配です。
【金 運】支出も増えるが収入も増える、そ
んな運気をしています。欲しいものに巡り
合う機会も多く、我慢が効かないこともあ
るでしょう。出て行くことを恐れず、お金
や財産を循環させるのも良いでしょう。
引っ
越しや自家用車、家具家電などの買い替え
も大いにありと言えそうです。

【全体運】身近にいる敵に注意しておきま
しょう。悪意を表に出してくるような相手
はもちろんなのですが、味方の振りをして
あなたに歩み寄って来る敵には要注意です。
また、悪意がないですが、あなたの足を引っ
張る人にも注意しておく必要がありそうで
す。
【恋愛運】恋愛運はやや低い状態で、特に恋
人やパートナーがいる人ほど注意が必要に
なってきそうです。相手の見た目の変化、
口癖や行動の変化に気付けないと、そのま
ま別れに到る可能性もあるので注意してお
きましょう。
【金 運】立てていた計画が順調に進んでい
る人は、仕事の面で大きな収入が期待でき
ます。コツコツと努力している人を、この
6 月は運気が裏切らないようです。

【全体運】5 月に引き続き安定の運気。無茶
なチャレンジや限界を求める行動を起こさ
ない限り、穏やかなひと月を過ごすことが
できそう。蟹座の人にありがちな安定志向
がそのまま表れるようなので、心身共にリ
ラックスした時間を持てることでしょう。
【恋愛運】身近にいる良縁の相手に気付くこ
とができるかもしれません。シングルの人
は、婚活や合コンに足しげく通うよりも、
身近にいる相性の良い相手との関係を見直
してみると良いかもしれません。
【金 運】散財に注意です。欲しいものが
次々とあなたの前に現れそうですが、グッ
と気持ちを抑え込むことを覚えましょう。
ギャンブルや投資に対して甘い誘惑の声も
ありそうですが、そちらも安易に手を出す
ことは控えましょう。
♥ 幸運日：6
× 危険日：1

♥ 幸運日：4 13 27
× 危険日：9 17 25

♥ 幸運日：2
× 危険日：8

獅子座

乙女座

天秤座

蠍

7/23 ～ 8/22

8/23 ～ 9/22

9/23 ～ 10/23

10/24 ～ 11/22

【恋愛運】片思いが実る可能性を大いに持っ
ています。自分からアクションを起こし、
相手に気持ちを誠実に伝えてみましょう。
少しだけリスクとなるのが、三角関係にな
る可能性です。
【金 運】やや下降する金運。少し控えた方
が良いかもしれません。物欲に負けると、
後悔が残りそうです。また、交際費がこの
6 月は多めに出ていくような気配がありま
す。むしろこれは惜しむことなく、使って
良いでしょう。
♥ 幸運日：9 14 24
× 危険日：5 18 20

【全体運】やや波が見られる運気の様子で
す。良いことの直後に気持ちが沈んだり、
駄目だと思っていたことに光明を見出せた
りと、なかなか安定しない感情に振り回さ
れそうです。とは言え、対人運が良いようで、
なにかあっても必ず誰かのサポートを受け
られて、問題を解決へと向かわせることが
できそうです。
【恋愛運】新しい出会いには期待が薄いです
が、友人関係として長い関係を築いている
人との距離感が変化することは大いにあり
そうです。
【金 運】ピンチが先にきて、後にチャンス
になりそう。悪い流れのときにあきらめる
のではなく、谷を越えた先の未来を思い描
いて、自分の忍耐力を信じましょう。
♥ 幸運日：2 16 27
× 危険日：10 18 30

26
30

17
14

♥ 幸運日：4 17 27
× 危険日：8 14 29

【全体運】溜め込んでいたものを吐き出す月
に向いています。仕事では、温めていた企
画案を提出してみましょう。人間関係では、
言い出せなかったことを口にしてみると良
いでしょう。あまり我慢をする必要のない
月になると言えそうです。

17
13

座

【全体運】あなたがなにかと頼られそうな気
配です。グループのリーダーやかじ取りの
役目を担わされて、精神的なプレッシャー
を感じることが多そうです。意見を求めら
れることも、実際に行動をするように求め
られることもあるでしょう。
【恋愛運】出会いの可能性は低く、どちらか
と言えば友人として縁のある異性が、恋人
になる可能性の方が高いようです。ですが、
あなた自身がそこまで相手を異性として意
識していないと、恋愛に発展することは少
ないかもしれません。

17
14

座

【全体運】なによりも結果を重んじるように
決断、行動をしていきましょう。過程や努
力も大切なことです。しかし今のあなたに
必要なことは、
結果にこだわること。頑張っ
ただけでも身になるとか、見ている人は過
程も評価してくれるとかではなく、あくま
で結果で物事を示す必要がありそうです。
【恋愛運】恋愛運は低調の様子です。シング
ル期間が長い人は、もうしばらく辛抱の時
期が続きそうです。悪くなることはなさそ
うなので、恋人との関係に溝が生じるとか、
そういったマイナスもなさそうです。
【金 運】金運は徐々に高まっていくようで
すが、決断を先延ばししていると、良いタ
イミングでの決定を逃してしまう可能性も
あります。ある程度のところでの妥協も必
要になってくることを覚えておきましょう。

【金 運】仕事振りが評価を受けて、収入へ
とそれが反映されそうです。お金で苦労は
感じないようですが、そもそも使う機会が
少ないのであまり気が回らないかもしれま
せん。
♥ 幸運日：8
× 危険日：2

♥ 幸運日：9 17 27
× 危険日：3 15 30

22
28

射手座

山羊座

水瓶座

魚

11/23 ～ 12/21

12/22 ～ 1/19

1/20 ～ 2/18

2/19 ～ 3/20

【全体運】発見がテーマになりそう。自分自
身の才能や魅力を発見することも、周りの
人の良い面や自分との意外な相性の良さな
どを発見して、関係が良い方向へと進むこ
ともあるでしょう。
【恋愛運】出会いに期待が持てますが、なか
なか恋愛関係に発展しづらいことも多そう
です。逃したくない縁、結婚がイメージで
きた縁には、あなたの方から積極的になる
ことも大切でしょう。
【金 運】勝負強さを発揮できることで、金
運にも良い影響を与えてくれそうです。挑
まれた勝負は、受けて立つくらいの気持ち
を持っておきましょう。自分から挑むこと
もありですが、得意分野で勝負できる環境
を作っておきましょう。物欲が大いに沸い
てきそうなので、抑える必要があります。
♥ 幸運日：3
× 危険日：6

18
15

27
21

【
【全体運】やや低調なまま時間を過ごすこ
とになりそうですが、抱えている問題の解
決口を見付けることができそうです。仕事、
人との関係、自分自身の将来など、なにか
しら悩み事を抱えている人は、その道に明
るい未来を見ることができるでしょう。

【全体運】小さな幸せを手にして、トラブル
も小さいボヤの内に片付けることができる
など、それほど大きくあなたの日常が変化
するような出来事はなく、終わってみれば
あまり印象に残らない平穏に過ごせた月に
なりそうです。

【恋愛運】良いところまで行きつつも、なか
なか交際に発展しないもどかしい時間を過
ごしそうです。いっそ恋愛は今月無理と判
断して、自分のことをなんでも優先させる
と良いでしょう。仲の良い異性との距離感
に気を配っておくと、良いかもしれません。

【恋愛運】進展の月。パートナーがいる人は、
二人の関係性が深みを増していくのを感じ
られそうです。シングルの人は、積極性を
持てば良い縁との出会いがありそうです。
ただし、恋人同士になるのには、少し時間
がかかるかもしれません。

【金 運】金運は好調。アイデアも豊富に湧
いてくるので、なにか新しいことを始める
のに向いています。仕事でも、積極的に意
見を出すと良いでしょうし、周りの人の改
善点にもよく気付くようです。

【金 運】金運は、徐々に上昇していき、月
の最後にガクンと下がりそうな気配です。
下旬に動くことをお勧めします。ただし、
先延ばししていると、下降の谷に入ってし
まうので決断時を注意しておきましょう。

♥ 幸運日：8
× 危険日：4

16 28
19 26

♥ 幸運日：1
× 危険日：3

13
18

27
29

27
20

座

【全体運】先月までの好調をキープしつつ、
さらに伸びる良い時期に入っていると言え
そうです。これまで無理だったことができ
て、あきらめたことに再チャレンジのチャ
ンスをもらえて、面白いように自分の意見
が通りだす。そんな良い気をまとった期間
を過ごせそうです。
【恋愛運】恋愛運は、上昇しつつも良いとは
言えないレベルで、あまり出会いや結婚に
期待を持つのは控えた方が良いかもしれま
せん。
【金 運】金運は良い状態のようで、気持ち
にも余裕が生じるようです。大きな決断を
下すときにも、色々と判断ができる時間も
持てるので、焦って失敗といったこととは
無縁になれそうです。周りのことを援助す
るのも良いようです。
♥ 幸運日：9 17 29
× 危険日：4 14 23
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ATLANTA お出かけガイド
Let's plan your outing with Atlanta Hangout Guide!

Event
Candler Park Music Festival
Candler Park
1500 McLendon Avenue NE, Atlanta, GA 30307
https://candlerparkmusicfestival.com/
■■ 6 月 3 日 -6 月 4 日

Flying Colors Butterfly Festival
Chattahoochee Nature Center
9135 Willeo Road, Roswell, GA 30075
https://www.chattnaturecenter.org/special-events/
butterfly-festival/
■■ 6 月 4 日 -6 月 5 日

Virginia-Highland Summerfest
Virginia Ave & Barnett St GA
https://www.garenfest.com/
■■ 6 月 11 日

Atlanta Ice Cream Festival
Piedmont Park
10th St NE & Charles Allen Dr. Atlanta, GA 30309.
https://www.atlantaicecreamfestival.com/
■■ 7 月 23 日

Spor ts
PGA TOUR

PGA プロゴルフのツアー
2022-2023 シーズンです。

■■ 6 月 02 日 -05 日
the Memorial Tournament presented by Workday
Muirfield Village Golf Club, Dublin, OH
■■ 6 月 09 日 -12 日
RBC Canadian Open
St. George's G&CC, Toronto, ON, CAN6 月 02 日 -05 日
■■ 6 月 16 日 -19 日
U.S. Open
The Country Club, Brookline, MA

■■ 6 月 23 日 -26 日
Travelers Championship
TPC River Highlands, Cromwell, CT
■■ 6 月 30 日 - 7 月 03 日
John Deere Classic
TPC Deere Run, Silvis, IL
■■ 7 月 07 日 -10 日
Barbasol Championship
Keene Trace Golf Club, Nicholasville, KY

Cadence Bank Amphitheatre
at Chastain Park
4469 Stella Drive Atlanta, GA 30327
☎ 404-233-2227

●● 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 01 日 ( 金 ) 5 Seconds of Summer
■■ 7 月 19 日 ( 火） Sheryl Crow
まだまだあります。

Atlanta Braves
アトランタブレーブス
ホームゲームのみの案内です。
■■ 6 月 07 日から
■■ 6 月 09 日から
■■ 6 月 20 日から
■■ 6 月 24 日から
■■ 7 月 04 日から

アスレチックス
パイレーツ
ジャイアンツ
ドジャーズ
カーディナルス

2 連戦
4 連戦
4 連戦
4 連戦
4 連戦

Ameris Bank Amphitheatre
2200 Encore Parkway, Alpharetta, GA 30009
☎ 404-733-5010
www.vzwamp.com
■■ 6 月 07 日 ( 火） The Doobie Brother
■■ 6 月 28 日 ( 火） Backstreet Boys
■■ 6 月 29 日 ( 火） Chicago

Music
Mercedes-Benz
Stadium
1 AMB Dr NW
Atlanta, GA 30313
www.mercedesbenzstadium.com
■■ 6 月 11 日
Coldplay with Special Guest H.E.R.
■■ 8 月 11 日
The Weekend
■■ 9 月 22 日
Elton John

State Farm Arena

1 State Farm Dr,
Atlanta, GA 30303
☎ 404- 878-3000
www.statefarmarena.com
■■ 6 月 17 日
Machine Gun Kelly
■■ 6 月 18 日
Young Thug & Friends
■■ 7 月 07 日
New Kids On The Block
■■ 7 月 30 日
Kendrick Lamar
■■ 8 月 20 日
Roger Waters
■■ 8 月 23 日
Daddy Yankee
■■ 9 月 27 日
Karol G

Gas South District
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

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。

日本にて学生・研究者用のビザ関連書籍を出版
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/
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●● Broadway Across America
www.broadwayacrossamerica.com
■■ 6 月 02 日 -12 日
Disney’s Frozen
■■ 7 月 08 日 -10 日
Blue Man Group
■■ 7 月 19 日 -24 日
Mean Girls

Atlanta History Center
アトランタ歴史博物館

Zoo Atlanta
アトランタ動物園

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

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

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

Stone Mountain Park

Margaret Mitchell House

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)

MLK Museum キング牧師博物館

Atlanta Botanical Garden
アトランタ植物園

Museum
High Museum of Art
近代美術館

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 )

1345 Piedmont Ave. Atlanta GA 30357
☎ 404-876-5859
www.atlantabotanicalgarden.org

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

■■ 火－日

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

9 時―5 時（4 月からは 9 時―7 時）

Jimmy Carter Library Museum
カーター大統領博物館

Uniquely

AT L

World Of Coca Cola コカコーラ博物館

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

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

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

Nature,Parks

CNN Studio Tour
CNN スタジオツアー

Georgia Aquarium
ジョージア水族館

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

190 Marietta St, NW, Atlanta, GA 30303
☎ 404-827-2300
www.cnn.com/tour/atlanta/

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

●● 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

京菓子
材 料
上新粉......................... 30g
小麦粉......................... 50g
砂糖............................ 50g
水............................210 ㎖
抹茶.............................. 6g
甘納豆......適量（100 ～ 12g）
＊型は耐熱の四角いバットを使用。
縦横 10 ～ 15cm くらいのものが程よ
いです。

京菓子

水無月

水無月

作り方
1. 甘納豆以外の材料をすべて混ぜ、こし器でこしながら型に流しい
れる。
2. ①を 600 ｗのレンジで 5 分加熱する。取り出して甘納豆を並べ、
再度 600 ｗのレンジで 5 分加熱する。
3. ②の型を氷水にあててあら熱を取り、冷蔵庫で冷やす。型から取
り出し、3 角形に切って器に盛り付けたら完成。
6 月 30 日は「夏越祓ーなごしのはらえー」。厄払いの願いを込め
て水無月を頂きます。
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格闘家の戯言◎高橋督

格闘家の戯言

国際大山空手道連盟
アトランタ支部長 高橋督

大会と YOUTUBE
先日アラバマ州バーミングハムで、大山カラテの大会が

そこになぜか私の師匠・大山泰彦も参戦する気になって

開催された。2020 年の春に開催予定だったサンフランシス

しまい、3 週間くらい前から「動画の編集を練習しておく

コ大会を、開催１週間前に中止を決断して以来約２年ぶり

ように」といつもの調子で命令が下った。「オス」とは答え

の大会なので気合が入る。

たものの、何をどうするのか見当もつかない。
どうしようと悩んでいたら、知り合いが日本でラジオ番

私の道場からも５人選手が参加したが、ノックダウン

組を YOUTUBE に上げてたのを思い出し、お勧めの編集ソ

ルールの試合にエントリーした選手以外は、全員デビュー

フトウエアを教えてもらい、とりあえずダウンロードをし

戦。デビュー戦を迎える選手にとって「大会に出る」とい

ておいた。

う決断はかなり大きなステップである。
普段の稽古で激しい組手をしていたとしても大会には誰

私にはモノを買った時点で満足してしまい、実際は使わ

が出て来るかもわからない。誰だかわからない人とガチで

ないという悪い癖があるのだが、今回もその例にもれず、

戦うというその恐怖心は半端じゃない。

そのソフトをダウンロードしただけで何もしていなかった。

だから初めて大会に出場すると決めた選手はその時点で

すると大会の前日に師匠から「明日撮影だからな」と電

自分の恐怖心に打ち勝った勝者である、というのが私の考

話があったので「これはいかん」とチュートリアルの動画

え。勝敗に関しては勝てば喜ぶし、負けても「よく出たな。

を見てながら色々やり始めてみたものの、チュートリアル

次がんばれば良い」くらいしか言わない。

の動画もわかりにくいったらありゃしない。
初心者向けと謳っているにもかかわらず、ユーチューバー

でもこれがベテランの選手になるとそうはいかない。普

が自分の知識をひけらかせたいのか余計なことをダラダラ

段やってっていることができなかったりするとガンガンダ

としゃべるのでなかなか知りたい事にたどり着けない。結

メを出す。

局、一番わかりやすかったのは人が出てこないで画面にテ

今回ノックダウンルールに出場したフィルは、準決勝で
今回優勝した他流派の変則的なというより、変態的な蹴り

ロップを出しながら実際の動きを見せるシンプルな動画
だった。

（変な角度から顔面への蹴りがビュンビュン飛んでくる）に
大苦戦。それでも接近戦では、至近距離からのパンチをガ

さて撮影である。もちろん主役は師匠なのだが、私もな

ンガン打ち込んでいたのだが、相手の蹴りが、彼の頭に３

んと聞き役で登場した。師匠は少年時代の話をおもしろお

回くらい変な角度で当たったので「これ以上は危ない」と

かしく話し、私は「有田哲平のプロレス噺」の名聞き役で

主審権限で、ノックアウトはされていないが１本負の裁定

あるチュートリアル福田をイメージして、所々にツッコミ

を下す。

とあいづちを入れながら話を聞いていた。

技が決まったのを判定するもの主審の仕事だが、無駄に

翌日、その動画をテレビのバラエティーの効果音やテロッ

けが人を出さないのも主審の仕事。我ながらいい判断だっ

プをパクって編集をしてみたら、我ながらいい感じに編集

た。ははは。負けはしたが彼なりにやれることはやってい

ができたので、興奮しながら師匠に送ると「カメラの位置

たので合格点をあげた。私も相手の選手の長所、短所をさ

が悪い」「オレの姿勢が悪い」「話がまとまっていない。間

がしながら主審をやっていたので、次の攻略方法はバッチ

延びしている」「お前の表情が硬い」

リである。もうすでに次の大会が楽しみになってきた。

などダメ出しがはいった。
さすが 30 年以上前に技術ビデオ
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いつもなら大会終了後近くのレストランで師匠と「お疲

をプロディースして、７年前には真

れさまでした～」と打ち上げをやってすぐ帰路につくのだ

剣佑の幻の映画デビュー作品を撮っ

が、今回はもう一つ重要なミッションが待っていた。その

た監督だ。普通の空手の先生とは違

ミッションとはなんと YOUTUBE の撮影である。

う。私も椅子の角度や背景、服装な

今まさに格闘技界もプロ、アマ、現役、引退組を問わず

どが気になった。最初の収録が上手

プロレスラー、ボクサー、力士、総合格闘家、空手家、そ

くいかなかったことで師匠の心に火

の他様々な武道家（自称武道家含む）達の YOUTUBE が真っ

がついてしまった。これはかなり本

盛り。

気である。
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クラシファイド広告

クラシフ ァイド広告
Cl a s s i f i ed

一般求人
オフィスアドミン募集

月～金、フルタイム、勤務地 :Norcross,
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

NX アメリカアトランタ支店

引越コーディネイター募集。（フルタイム
/ パート可）コーディネイターとして引
越現場でお客様と作業スタッフの架け橋
となって頂きます。詳細はお電話または
E-mail でご連絡下さい。☎ 678-826-0200
Email: hikkoshi.atl@nipponexpress.com

アイエイアイ米国法人
営業とエンジニアを募集中。
詳細は板屋まで 678-354-9470

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

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。

倉岡クリニック受付急募

フルタイム / パートタイム、日英バイリン
ガル、要労働ビザ。永谷☎ 770-980-0000

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

植月歯科医院

（Henderson Mill Dental Care）
歯科アシスタント募集。フルタイム、福
利 厚 生 有、 要 労 働 ビ ザ・ 日 英 バ イ リ ン
ガル・コミュニケーションができる方。
E careers@hendersonmilldentalcare.com

サロンリーガ スタッフ募集

スタイリスト、アシスタント、受付、
ネイリスト、アイリスト。フルタイム、
パー
トタイムどちらも大歓迎です。
E salonlihga@gmail.com 良枝迄

Salon i スタッフ募集

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

ハナミズキ

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

イセンス者のみ ) 募集。☎ 678-762-7800

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

アクアスキン スタッフ募集

Rusan Tower Place

スタイリスト / アシスタント ( 経験者・ラ

スキンケアに興味のある方、これからラ
イセンスを取得しようとしている方も歓
迎。詳細は愛子まで 404-786-3321

寿司シェフ、サ - バ - を募集しています。
詳細は藤田迄。404-514-1585

レストラン求 人

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

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

キッチン・寿司シェフ、フルタイムサー
バー募集。$18~/hour 英語必須。詳細は
リーまで。678-580-3455

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

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

ハンデイーマン

修理，修繕等の仕事いたします。見積もり
無料です。携帯 424-200-5213 ISOKAWA

Duluth

深夜まで働ける人を募集。詳細は Liu まで。
☎ 678-428-5043 yijingryu@hotmail.com

楽ラーメン

ビ ジ ネス

SushiI Avenue Snellville

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 ☎ 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

日本人ラグビーメンバー募集

日本語でラグビーしませんか。週末にアト
ランタ近郊で練習しています。国籍、年齢、
性別、経験不問！まずは見学にいらして
ください。詳しくは Web をご覧ください。
E ppqqzzllaa@gmail.com 松谷まで
4046260864 W https://rb.gy/dkumqv

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.
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編集後記
次回 2022 年 7 月号は
7 月 5 日ごろ配布予定

今年は春先から初夏にかけて、寒暖の差が大きかった気
がしますが、皆様体調はいかがですか？すでに 6 月になり、
年の半分は終わっていきます。編集をしながら、季節を追っ
かけていると、あっという間です。
ジョージアは学校も終了となり、夏休みになりましたね。
すっかり夏になって日差しも強烈になり、蒸し暑くなって
きました。草花が太陽に向かってどんどん大きくなり、強
い生命力すら感じられます。パンデミックから始めたハー
ブの栽培も相変わらず続けていて、それらの香り豊かなフ
レッシュハーブは、お料理に奥行きが出ますし、ハーブ
ティーにも活用できます。小さなことですが、生活を豊か
にしてくれます。

ANIS ATLANTA
NO. 30
June 2022

最近のことですがヨガを始めました。基本のポーズをし
ているだけなですが、身体が固くて同じポーズがとれな
かったりします。激しい運動をしているわけでもないのに、
ものすごく汗をかき、その日の夜から先生に言われていた
通り、かなりの筋肉痛になりました。徐々にですが、身体
がしなやかになってきていて、とてもリラックスできるよ
うになりました。ヨガはフィジカルとメンタルに柔軟性を
与えてくれていると思います。健康にかける時間って大切
かもしれないと思います。
次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。
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ANIS ATLANTA は以下の場所に配布されています
ジョージア州：
アトランタ主要日本食レストラン

アトランタ総領事館 ジョージア日米協会

ウエストミンスター日本人教会

倉岡クリニック

ジョージア日本語補習校

アトランタ日本語バブテスト教会

ICAGeorgia

アトランタ公文アカデミー

ウィンタースチャペル幼稚園

日系美容室

アジアンスーパー

他

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。
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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 日頃です。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。
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