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レイバーデーってどんな日？

アロマテラピー◎タウンゼント瞳
Hello! Atlanta◎鎌田桃佳

アトランタ in-Town News◎ジェムショー

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
格闘家の戯言◎高橋督
クラシファイド広告
編集後記

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。

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

詳しくは、

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

Mail：ryoji@aa.mofa.go.jp

TEL：(615)340-4300

Mail：con1@nv.mofa.go.jp

または 外務省 在外選挙

検索

まで。
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9 月のカレンダー
9 月 11 日

9

SEPTEMBER
9 月のカレンダー
9 月 07 日
９月１０日
9 月 11 日
9 月 21 日
9 月 23 日
9 月 07 日

Labor Day （労働者の日）
中秋の名月
Patriot Day （パトリオット デー）
敬老の日
秋分の日
Labor Day （労働者の日）

労働感謝の日。初めてこの日を祝ったのは、ニューヨーク市
の中央労働組合（Central Labor Union）で、1882 年 9 月 5 日
のこと。1894 年には米国議会が 9 月の第 1 月曜日を祝日にし
た。さまざまなイベントやセールも行われる。一般的に、「夏
が終わる日」とされ、夏の終わりを大自然の中で満喫しようと、
アウトドアに出かける人も多い。

９月 10 日

中秋の名月（十五夜）

旧暦八月十五日。この日の月を中秋の名月・芋名月などと呼
び、月見をする風習がある。中国から伝わった風習で、中国で
は「中秋節」と呼ばれる。日本では、この日と九月十三日の両
日に月見をする風習がある。
旧暦 9 月 13 日の夜に十三夜というお月見があります。
2022 年の十三夜は 10 月 8 日です。この十三夜は、
十五夜とセッ
トでお祝いすることが良しとされており、どちらか片方しかお
祝いしないと「片月見」などとして忌むこととされていました。

Patriot Day （パトリオット デー）

9 月 11 日もアメリカの「愛国者の日」
（Patriot Day）であり、
2002 年（平成 14 年）から実施されている。
2001 年（平成 13 年）9 月 11 日、ニューヨークの貿易センター
ビル、ワシントン DC の国防総省にハイジャックした旅客機を
激突させる「アメリカ同時多発テロ」が発生した。翌 2002 年
9 月 4 日に当時のブッシュ大統領がこの日を「愛国者の日」と
して宣言した。テロの犠牲者や救助作業に携わって犠牲となっ
た消防士らに黙祷を捧げる日である。
9 月 19 日

敬老の日

1966 年に「国民の祝日に関する法律」が改正され「多年に
わたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」祝日と
して敬老の日が制定された。この日は、723 年、聖徳太子が四
天王寺に、貧しい人や病人、孤児などを救済する悲田院（ひで
んいん）を設立した日とされており、それにちなんだもの。
（日
本）
2002 年（平成 14 年）までは 9 月 15 日を「敬老の日」と
していたが、「祝日法」の改正でハッピーマンデー制度が実施
され、2003 年（平成 15 年）からは 9 月の第 3 月曜日となった。
9 月 23 日

秋分の日

「国民の祝日」の一つ。1948 年（昭和 23 年）に公布・施行
された「国民の祝日に関する法律」（祝日法）により制定。
「秋の彼岸」の中日でもあるため、
「祖先をうやまい、なくなっ
た人々をしのぶ」ことを趣旨としている。
この日は二十四節気の一つ「秋分」で、9 月 23 日頃にあたる。
昼と夜の長さが同じになる日とされるが、実際は昼の方が若干
長い。「秋分の日」の前後三日間とこの日は「秋の彼岸」であり、
墓参りをする人が多い。
戦前の旧祝祭日では大祭日の一つ「秋季皇霊祭」であったが、
1947 年（昭和 22 年）に廃止された。祝祭日ではなくなった
が、
「秋季皇霊祭」は宮中祭祀の一つであり、歴代の天皇・皇后・
皇親の霊を祭る儀式として、現在も「春分」（3 月 21 日頃）に
おける「春季皇霊祭」とともに宮中で行われている。
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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：

ボブ・ディラン（Bob Dylan）

生

1941 年 5 月 24 日

国

：
：

職業：

米国（ミネソタ州ダルース）
アメリカのミュージシャン

アメリカ中西部のミネソタ州ダルースに生まれる。生まれた
ときの名前はロバート・アレン・ジマーマン。後に本名もボブ・
ディランに改名。祖父母は現在のウクライナやリトアニアから
の移民で、両親はアシュケナジム（東欧系ユダヤ人）の一員で
あった。
幼少時、ボブ・ディランは家にあったピアノを独習。レコー
ド店に入り浸り、ギターやピアノを弾いて育つ。高校時代、ロ
カビリー全盛期のときにエルヴィス・プレスリー（1935 ～
1977）らにあこがれバンドを始める。18 歳でミネソタ大学に
入学。半年後には授業に出席しなくなり、
ミネアポリスでフォー
ク・シンガーとしての活動を始める。この時にボブ・ディラン
と名乗る。
「ボブ」は自身のロバートの愛称ボビーから、「ディ
ラン」はイギリスの詩人ディラン・トマス（1914 ～ 1953）
にちなむといわれる。
1961 年、20 歳のときに大学を中退。ニューヨークのグ
リニッジ・ヴィレッジ周辺のフォーク・ソングを聴かせるクラ
ブなどで弾き語りを始める。彼はコロムビア・レコードにその
才能を見出され、
1962 年 3 月にアルバム『ボブ・ディラン（Bob
Dylan）
』でレコードデビュー。
ボブ・ディランはビートルズやローリング・ストーンズなど
の英国のミュージシャンと交流。1965 年頃のジョン・レノン
はボブ・ディランに傾倒し、作風から精神面、スタイルに至る
までディランに触発されたという。
多大なる影響を人々に与えてきたボブ・ディラン。現在も「ネ
ヴァー・エンディング・ツアー」と呼ばれる年間 100 公演ほ
どのライブ活動を中心に活躍している。ボブ・ディランはロッ
クの殿堂入りも果たし、2012 年にはアメリカの文民最高位の
勲章である大統領自由勲章を受章。2016 年、歌手としては初
めてノーベル文学賞を受賞している。

僕が本当にしたいことは、君と友達になることなんだ。
All I really want to do is, baby, be friends with you.
君が僕と同じように感じたり、理解したり、
君が僕のようになるなんて望んではいない。
I ain’t looking for you to feel like me, see like me, or be like me.
日々生まれ変わるのに忙しくない人は、日々死ぬのに忙しい。
He not busy being born is busy dying.
すべての美しいものの陰には、何らかの痛みがある。
Behind every beautiful thing there’s been some kind of pain.
世の中のあらゆる真実が積み重なってひとつの大きなウソにな
る。
All the truth in the world adds up to one big lie.
自由なものなど何もない。鳥さえも空につながれている。
No one is free, even the birds are chained to the sky.
朝起きて夜寝るまでの間に、自分が本当にしたいことをしてい
れば、その人は成功者だ。
A man is a success if he gets up in the morning and gets to bed
at night, and in between he does what he wants to do.
ヒーローとは、自分の自由に伴う責任を理解している人のこと
だ。
A hero is someone who understands the responsibility that
comes with his freedom.
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ニュースダイジェスト

ニュースダイジェスト
未成年者がサル痘に感染、米ＮＹ州で初
米ニューヨーク州で初めて未成年者が感染症「サル痘」に
感染したことが分かった。米国では３例目の未成年者の感染と
なる。

先週公表された同州のデータによると、感染した子どもは州
内在住者だがニューヨーク市内には住んでいない。性別や居住
する市区町村、感染の経路は不明。州の保健当局者は、感染者
の数が少ないため、患者情報の守秘義務から年齢も公表できな
いと述べた。
米疾病対策センター（CDC）によると、米国内では既にカリ
フォルニア州の幼児１人と、非米国居住者の乳児１人の感染が
確認された。保健当局は子どもへの感染経路の調査を進めてい
る。５月に感染が拡大して以降、サル痘の主な感染者は男性と
性交渉をする男性だったが、このウイルス自体は密接な肌の接
触があれば誰でも感染しうる。
CDC によると、子どもの場合、抱きしめたり授乳させたりす
る行為や、タオルやベッド、コップなどの共有物を通じて感染
が起こりうる。CDC はサル痘ワクチン「ジンネオス」の子ども
への接種について、特別に拡大された使用手順を通じて可能と
発表。子どもに対するサル痘の感染確認や処置、予防に関する
医療関係者向けの新指針も策定している。

バイデン氏、学生ローン返済の減免を発表
バイデン米大統領は８月 24 日、学生ローン問題に対処する
ための一連の新措置を発表した。借り手に対して最大２万ドル
（約 270 万円）の返済を免除したり、現行の返済猶予措置を年

末まで延長したりする措置が含まれる。
バイデン氏はホワイトハウスでの演説で、「教育はより良い
生活へのチケットだが、そのチケットは多くの米国人にとって
あまりに高額になっている」と言及。いまの世代は学位取得を
目指すのと引き換えに持続不可能な債務を負っていると述べ、
「債務負担があまりに重いため、たとえ卒業したとしても、か
つて大学の学位が与えてくれた中産階級の生活に手が届かない
可能性がある」と指摘した。
今回の決定に対しては既に、失望の声が多く上がっている。
左派がローンの免除額をもっと増やすべきだったと主張する一
方、右派はバイデン氏の措置は借金をしなかった米国人を罰す
るものだと主張している。ただ、米国の学生ローン制度を大幅
に改革し、現在および将来の借り手を救済するというバイデン
氏の選挙公約は達成した形になる。
教育省のローンを抱える年収 12 万 5000 ドル未満の借り手
は、「ペルグラント」と呼ばれる低中所得世帯向けの奨学金を
受給していれば、最大２万ドルの返済を免除される。年収 12
万 5000 ドル未満だがペルグラントを受給しなかった人の場
合、免除額は１万ドルとなる。

ガソリン車の新車販売を 2035 年までに禁止
米カリフォルニア州大気資源局は 8 月 25 日、ガソリン車の
新車販売を 2035 年までに禁止し、段階的な廃止に向けた暫定
目標を設定する規制案を承認した。
カリフォルニア州の経済規模や、ほかにも複数の州で同様の
規制導入が見込まれることを考えると、米国の自動車市場に与
える影響は大きい。
大気資源局の新規定では、排ガスを出さない「ゼロエミッショ
ン車」の暫定割合も定めている。2026 年モデル以降、州内で
販売される乗用車や SUV（スポーツ用多目的車）、小型ピック
アップトラックの新車は 35％をゼロエミッション車とするこ
とを義務付ける。この割合は毎年増やし、2028 年には販売さ
れる新車の 51％、2030 年には 68％、2035 年には 100％と
する。販売されるゼロエミッション車の 20％をプラグインハ
イブリッド車とすることも認める。
中古車はこの規定の対象とせず、引き続き道路の走行を認め
る。規定は 2026 年から施行される。カリフォルニア州には複
数の州が続く見通し。既にコロラド州やミネソタ州、および北
東部や西海岸の 15 州が、カリフォルニア州の以前のゼロエミッ
ション車規制に追随している。
ニューヨーク、オレゴン、ワシントン、ロードアイランドの
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各州は、カリフォルニア州と同様の規制の採用を予定している。
ニュージャージー、メリーランドの両州は、カリフォルニア州
の決定について検討していると説明。ワシントン州では同様の
計画に関するパブリックコメントが 9 月 7 日から始まる。こう
した州がカリフォルニア州に続けば、米国の自動車業界を変革
させ得ると、カリフォルニア州大気資源局のダニエル・スパー
リング委員は話している。

同社はフルタイムの出社を求める数少ない企業の 1 つとなっ
た。
フォーブスが 6 月に調査した 65 人のビリオネアのうち、
「今
後、仕事のほとんどがリモートになる」と回答した人の割合は
わずか 3％だった。一方、全体の半数以上（52％）が「ハイブ
リッドモデルが最も一般的になる」と回答し、45％が「対面で
の仕事が最も一般的になる」と答えていた。

アップル社員の反発で注目「出社再開」問題

アマゾン、ロボット掃除機「ルンバ」を買収

アップルの一部の従業員は 8 月 22 日、同社が間もなく施行
する週 3 日の出社を義務付けるポリシーに反対する嘆願書を提
出した。アップルは、9 月 5 日から週に 3 日の出社を義務付け
ているが、
「アップル・トゥギャザー」と名乗る従業員グルー
プは、このポリシーが社員の健康や安全、家族のケアプランに
対して無神経だと主張している。

米アマゾンが、ロボット掃除機の「ルンバ」で知られる米ア
イロボットを約 17 億ドル（約 2300 億円）で買収することが
わかった。両社が発表した。

先週ティム・クック CEO が社内メモで発表したアップルの
ポリシーは、リモート勤務を恒久的に認める方針のエアビーア
ンドビーやツイッターなどのシリコンバレーの大手企業とは一
線を画している。
フェイスブックの親会社であるメタは、最も著名な在宅勤務
の推進派で、現時点ではほとんどの従業員に長期的にリモート
ワークを認めている。
一方で、アマゾン、マイクロソフト、アルファベットはいず
れも今年に入りアップルと同様のポリシーを導入済みで、週に
2 ～ 3 日の出社を義務付けている。
テスラのイーロン・マスク CEO は 6 月の従業員へのメモで、
「週 40 時間以上オフィスにいなければ解雇する」と脅しており、

今回の買収は株主や規制当局からの承認待ちとなっている。
アマゾンは今回の買収によって、ロボット関連の製品群を拡充
し、消費者の自宅で存在感を高めることができるようになりそ
うだ。
アマゾンは昨年、家庭用ロボットの「アストロ」を発表して
いた。アストロは価格 999 ドルで、重さは約９キロ。犬のよ
うな形態で室内を移動して、動画を撮影したり、利用者の習慣
を学習したりする。
アイロボットは 2002 年に初代のルンバを発売して以降、ロ
ボット掃除機や空気清浄機などの開発を続けていた。
専門家は、今回の買収はアマゾンにとって、「ホームオート
メーション市場へのさらなる進出」を意味すると指摘。ルンバ
のような製品を、音声認識ＡＩ（人工知能）「アレクサ」や、
有料会員サービス「アマゾンプライム」と統合することで、
人々
がさまざまな仕事や活動を一元的に管理できるようになるだろ
うとの見通しを示した。
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FOOD & HEALTH

FOOD & HEALTH
話題の日本産フルーツ「スモウ・シトラス」とは？
コジェリー・キャラハン氏が初めて「スモウ・シトラス」を
試食したのは９年ほど前のこと。
「これはすごいことになる」
と直感した。スーパーマーケットチェーンのアルバートソンズ
で農産品・生花担当副社長を務めるキャラハン氏は、青果のト
レンドを見極める立場にあり、さまざまな果物を食べたことが
あった。しかしスモウ・シトラスは独特だったと同氏は言う。

が短いという難点も逆手に取って、１月～４月にかけてのシー
ズン前と、秋の短いシーズン前には話題性を高め、このチャン
スを逃してはならないと消費者に思わせる。
ニールセンによると、2018 年 3 月以来、米国での販売は毎
年約 35％増えている。「店に入ると多くの場合、入り口のすぐ
前に陳列されて大々的に宣伝されている」とキャラハン氏は話
す。
日本で「不知火（しらぬひ）」または「デコポン」と呼ばれ
るスモウ・シトラスは、1970 年代に誕生し、1990 年代まで
に人気が高まって日本人に愛される果物になった。

睡眠不足は人を利己的にする？

一見、何の変哲もないように見えるこの果実。頭の出っ張り
が力士のまげのように見えることから、スモウ・シトラスの名
が付いた。ネーブルオレンジやブンタンの交配種で、特別に甘
いマンダリンのような味がする。出っ張りのおかげで簡単に皮
をむくことができ、指がひどくベトベトになることもない。
キャラハン氏が初めて試食した直後から、人気は徐々に高
まっていたが、流通量はそれほど多くなかった。米国ではＡＣ
ブランドが 2011 年から販売を始めて徐々に生産量が増加。販
売する店が増えるほど販売量も増え、キャラハン氏の予想が的
中し始めた。
ＡＣブランズは過去２年にわたり、スモウ・シトラスを消費
者に売り込むための大規模な宣伝キャンペーンを展開。インス
タグラムで影響力の大きいインフルエンサーの間で話題にして
もらい、大々的な雑誌広告や屋外広告に投資した。小売価格は
１ポンド（約 450 グラム）当たり 4 ドル（約 440 円）。調査
会社ニールセンによると、過去１年間の消費額は 6200 万ドル。
それでも 21 億ドル規模の柑橘（かんきつ）類市場に占めるシェ
アは極めて小さい。
ＡＣブランズはスモウ・シトラスの伝統や、一つひとつの実
に手をかける丁寧な栽培方法の宣伝にも力を入れる。シーズン

睡眠が不足しているとき（質と量、どちらの意味でも）
、私
たちは「助け合いの精神」をいくらか失う可能性があるという。
米カリフォルニア大学バークレー校の研究チームが、
「睡眠不
足は精神疾患その他の疾病のリスクを高めるだけでなく、人間
の社会的機能にも悪影響を及ぼす可能性がある」との研究結果
を発表した。
オンライン科学誌プロス・バイオロジーに発表された論文に
よると、研究チームは睡眠時間と人の行動について、3 種類の
調査を行った。一つはサマータイムの開始と寄付の関連性につ
いて調べたものだ。
サマータイム制度を導入している米国の州では、時計が 1 時
間進められ、その分の時間を失うことになった日から 1 週間、
慈善団体への寄付額が 10％減少していたという。この制度が
ない州では、同じ時期にそうした変化はみられなかった。
論文の共著者である同校のマシュー・ウォーカー教授（神経
科学・心理学）は声明で、この結果が示すのは、「1 時間とい
うごくわずかな睡眠時間の短縮でも、人間が生来持つ優しさ、
困っている人を助けたいという気持ちに明確な影響を及ぼし得
るということだ」と説明している。
もう一つの調査では、チームは 8 時間の睡眠を取った後の脳
活動と、一晩徹夜した後の脳活動を比較した。その結果、睡眠
を取らなかった後の脳は、社会性に関わる（共感したり、互い
の願望やニーズを理解しようとするときに働く）領域の活動が
著しく低下していたことが分かったという。
さらに別の調査では、チームは 100 人以上の協力を得て、
それぞれの 3 〜 4 日間の睡眠の質を測定。それらの結果と「人
助けに関するアンケート」への回答を比較した。その結果、睡
眠の質の低さは「他人を助けたいという気持ちを大幅に低下さ
せる」ことを確認したという。
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レイバーデーってどんな日？

レーバーデーって
どんな日？
アメリカでは、9 月第一月曜日は、
夏の終わりを告げる、レイバーデー (Labor Day) の祝日の三連休となります。
夏の終わりを楽しむアメリカの祝日の過ごし方をご紹介します。
レイバーデーとは？
楽しかった夏も、9 月第一週目の月曜
日、レイバーデー (Labor Day) の日を最
後に、非公式ではありますが、夏の終わ
りとなります。今年は９月５日が祝日と
なり、３連休のロングウィークエンドと
なっています。
夏の最後の連休に、旅行を楽しんだり、
バーベキューやピクニックなど、アウト
ドアパーティを楽しむ人たちがいっぱい
です。レイバーデーの 3 連休には、全米
各地で、様々なイベントが開催されます。

14

ANIS ATLANTA - September 2022

レイバーデー (Labor Day) とは、労働
者の日を意味する日ですが、もともとは、
19 世紀後半、労働運動や労働者の権利を
讃えるためにつくられた祝日でした。
オレゴン州では 1887 年に、アメリカ
の国としては 1894 年に始まりました。
レイバーデーに毎年行われるパレードは、
レイバーデーが祝日として制定される前
の 1882 年にニューヨークで行われたス
トライキを兼ねたパレードが起源となり
ました。

レイバーデーの過ごし方
アメリカの夏のはじまりの日を告げる
のが、メモリアルデーで、終わりの日を
告げるのが、レイバーデーとなります。
9 月は、アメリカの新しい学年の始ま
りの月でもあり、新生活を始める人々も
多い月です。
（新学年は、州により異なり
ますが、8 月または 9 月に始まり、5 月
または 6 月に終わります ）9 月の第一週
目の 3 連休の週末を最後に、夏休みモー
ドが終わります。
レイバーデーの三連休は、夏最後の週
末ということで、家族やお友達と集まっ
て BBQ やピクニック、旅行などを楽しむ
週末となります。レイバーデーのセール
も大々的に行われるので、ショッピング
もお得に楽しめます。
夏の最後の旅行に出かける人もとても
多く、レイバーデーウイークエンドの前
後の週は、旅行者が多くなります。

アメリカンフットボールシーズン
の開催時期
NFL やカレッジフットボールと言った
アメリカンフットボールのシーズンが、
レイバーデーの時期に開催されます。
アメリカンフットボールは、秋から冬
にかけて開かれるためレイバーデー・サ
ンクスギビングデー・クリスマスといっ
たアメリカ人が大好きな祝日の時期と被
り、アメリカンフットボール観戦は、こ
のような連休に楽しめるウィンターシー
ズンのイベントとして親しまれています。

レイバーデーの起源と歴史
今では、すっかり夏休みの最後を飾る
祝日となっている、レイバーデー (Labor
Day) ですが、労働運動の末、19 世紀末
に誕生した歴史ある祝日です。
労働者の日と言うと、世界的に有名な
のが、5 月 1 日のメイデーで知られる、
International Workers’Day ですが、北
米のアメリカとカナダでは、歴史的な経
緯から 9 月の第一月曜日に当たる、レイ
バーデーが、祝日となっていて、労働者
の日として、広く知られています。

金アップ、子供の労働禁止、福利厚生な
ど労働条件の改善を求めていきました。
アメリカでのレイバーデー設立のきっ
かけとなったのは、労働者組合のリーダー
だった Peter J. McGuire さんで、トロン
トを訪れた際に見かけた、労働者たちに
よるパレードに感銘を受け、アメリカで
もパレードが行われるようになったそう
です。7 月の独立記念日と 11 月のサン
クスギビングデーの中間ということで、
9 月の第一月曜日が、パレードの日とな
りました。
労働省ウエブページにもありました
が、同時期に、ニューヨークでのパレー
ドを主催した労働組合のリーダーの一人
として活躍した名字が同名の Matthew
Maguire さんが、発案者だったという説
もあります。両者共に、アイルランド系
移民で、同時期に労働組合のリーダー的
な立場で、労働環境改善に向けて活動し
た人物です。
アメリカで最初のレイバーデーパレー
ドは、ニューヨークで行われ、1882 年
9 月 5 日に、なんと一万人もの労働者が、
仕事を休み、無給で集まり、シティホー
ルからユニオンスクエアまでパレードし
たそうです。
その後、アメリカ各地に広がり、オレ
ゴン州で 1887 年に、初の州の祝日となっ
て以来、様々な州で祝日となり、最終的
に、鉄道製造会社の労働者のストライキ
に軍を出動させることになった Pullman
Strike を契機に、1894 年に、連邦政府
の祝日となりました。
ちなみに、メイデーの起源とされてい
るのが、1886 年 5 月にシカゴで起こっ
た事件、Haymarket affair で、こちらは、

8 時間労働制を求める労働者の平和なデ
モが、無政府主義者による爆破事件によ
り一転し、多くの人が亡くなった他、後に、
労働組合のリーダーたちが処刑されるな
ど、過激な出来事だったため、平和裏な
パレードが行われていた 9 月の第一月曜
日が採用されたようです。

レイバーデーセール
アメリカの大セールの日
レイバーデーというと、よく耳にする
のが、レイバーデーセールです。
アメリカの大セール日 のひとつで、9
月は、アメリカの新しい学年の始まりの
月でもあり、新生活を始める人々も多く、
新生活応援のような、生活必需品なども
色々お得になる、おすすめのショッピン
グデーです。
夏物の商品が大セールになるのはもち
ろん、新学期の始まりに合わせ、パソコ
ンやステーショナリーなども大セールに
なるので、学生たちのショッピングデー
でもあります。
レイバーデーの始まる前の週から少し
づつセールは開催され始め、3 連休の週
末は、レイバーデーウィーケンドセール
で大盛り上がりとなります。

アトランタのイベント
各シティでも行われていますので、チェッ
クしてみてください。
• ATLANTA BLACK PRIDE FESTIVAL
• Stone Mountain Park
• DRAGON CON NIGHT AT GEORGIA
AQUARIUM
• BIG PEACH SIZZLER 10K & 5K
• LABOR DAY BBQ ON THE BELTLINE
AT TWO URBAN LICKS

アメリカとカナダでは、19 世紀に、急
速に産業発展が進みましたが、そんな中、
工場などを所有する資本家が富を蓄積す
る一方、長時間労働や、低賃金など、労
働者の労働環境は悪化していきました。
そんな状況を改善するために巻き起こっ
た運動が、労働運動で、パレード、デモ、
組合など様々な方法で、8 時間労働、賃
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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
アロマでナチュラルクリーニング
〜悩む生活臭とその対処法〜
９月に入り、まだまだ暑いですが少しずつ秋も見えてきましたね。秋になるとパンプキンスパイス、シナモン、クロー
ブなどアメリカの秋らしい香りが店いっぱいに広がりますよね。いい香りは気分がいいですが、生活臭を消そうとして臭
いを包み隠すために強い香りで隠しても香りがキツくなるだけで、問題の解決にはなりません。しかも人工的な香りは体
調の不調をもたらします。今月はそんな生活臭の対策についてお話ししたいと思います。
家の匂い、誰かの家を訪問した時に最初に感じるものはその家の臭いです。家の匂いが厄介なのは自分の家の匂いは住
んでいる人には分からないものなのです。悪臭の元になる原因はいくつかあります。食べ物、靴、汗臭、排泄臭、エアコン、
排水溝、ペット臭、ゴミ、カビ、タバコなどです。生活しているのですから、完全に生活臭をなくすことはできませんが、
住んでいる住人が快適に過ごせることと、訪問者を気持ちよく受け入れられる空間を作れるようにしたいものです。臭い
の素を取り除き、エッセンシャルオイルで快適な空間を作る工夫を今月号と来月号の 2 回に分けて紹介します。

場所別による対策
【玄関】
ガレージにつながっている家族用の入り口、お客様用の表の玄関、など家族とお客さん用の入り口が別のお宅が多いか
と思いますが、どちらの入り口も心地よくしたいものです。入り口で靴をぬぐ習慣のあるお家では脱いだ靴から臭いがす
ることがあります。これは靴の中の汗が雑菌と混ざり悪臭を放つのです。濡れた靴はすぐに洗濯するか風通しのいいとこ
ろにおいて乾かすことをお勧めします。風通しがわるく湿気の多いガレージに靴箱を置いている人は要注意です。家の中
は空調が効いているのでむしろ家の中に靴を入れることをお勧めします。脱いだ靴にはレモングラスを垂らしたコットン
やティッシュなどを入れておくと香りが良くなるだけでなく雑菌効果もあるので匂いにくくなります。お客さんをお迎え
する時には玄関近くでエッセンシャルオイルの入ったディフューザーを炊くのもお勧めです。空間も浄化され気持ちよく
来客をお迎えできます。
【トイレ】

特に男性が立ちながら用をたしているご家庭は要注意です。どんなに便器と便器の周りを掃除しても匂いが取れない場合は壁や
便器の裏側や蓋の付け根などにも飛び散っていることがよくあります。便器の蓋は意外と簡単に取り外すことができます。臭いが
気になる場合は掃除のたびに外して拭き掃除をするといいでしょう。トイレのペンキの壁がフラット / マット仕上げの場合は水分
を吸収してしまう可能性があります。可能であればエッグシェル仕上げなど水分や汚れがつきにくいペンキに塗り替えると掃除が
しやすくなります。壁にもスプレーをして拭きます。壁紙の場合は見えにくいところで試すといいでしょう。トイレの水は流すと
見えない水飛沫が壁に飛び散るため、蓋を閉めて流すことをお勧めします。

万能掃除スプレー
材料
空のスプレーボトル.............................. 16oz(470ml）
Borax ( ホウ酸）
........................................ 小さじ 1
Distilled White Vinegar ....................... 30ml
Castile soap............................................... 小さじ 1
ぬるま湯..................................................... 14 〜 15oz (410 〜 440ml）
エッセンシャルオイル.......................... 10-15 滴

作り方
1. Borax とぬるま湯 1/4 ほどを入れてよく溶かします。
2. ホワイトビネガーを入れボトルの９割までお湯をたします。
3. さらにソープとエッセンシャルオイルを加えたら上の方まで
ぬるま湯で充たします。
4. 蓋をしてよく振ります。使うごとに振ってからお使いくださ
い。１ヶ月で使い切りください。

＊ Borax ( ホウ酸）はスーパーの掃除コーナーで購入可。＊ Distilled White Vinegar（ホワイトビネガー ) は食品コーナー。
＊ Castile soap（Dr. Bronner など ) は大型スーパーなどで購入可 (dish soap で代用可）。＊ 16oz(470ml) 入るスプレーボトル。
＊エッセンシャルオイルは（レモン、ペパーミント、オレンジ、グレープフルーツなどがお勧め。ブレンドしてもよし）
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トイレの消臭スプレー
材料
ガラスのスプレーボトル....................................... 160ml
ベルガモットエッセンシャルオイル................ 15 滴
ラベンダーエッセンシャルオイル..................... 10 滴
レモングラスエッセンシャルオイル................ 10 滴
消毒用アルコール（Rubbing alcohol）
............ 大さじ２
グリセリン（vegitable glycerine) .................... 小さじ１
蒸留水 (distiled water)............................................ 120ml

作り方
1. ボトルにエッセンシャルオイルと消毒用アルコールを入れて
よく混ぜる。
2. そこにグリセリンを入れてよく振る。
3. 溢れないように水をたし蓋を閉めてさらによく振り完成。
4. 使うたびによく振り、用を足す前に便器の水に３、４回スプ
レーする

＊ Vegitable glycerine は CVS や Walgreen などの薬局や Amazon などで購入可

【尿臭】
小さなお子さんがいるお家や介護などをされている方は尿の匂いに少なからず悩まされた経験はあるかと思います。尿
は時間が経つと雑菌と反応してアンモニア臭を出し悪臭を放ちます。尿がついてしまったら放置せずにすぐに処理をしま
す。汚れや臭いのひどいものは単品で洗います。臭いがとれなかった衣服や寝具はクエン酸で洗うと臭いが落ちます。そ
れはアンモニア臭がアルカリ性だからです。ただし、クエン酸は洗濯機のゴムの部分を痛めてしまう可能性があるため、
洗濯機での使用はあまりお勧めできません。つけ置き洗いをお勧めします。また半乾きは雑菌が繁殖しますのでよく乾い
てから乾燥機から取り出します。すすぎの際、エッセンシャルオイルを数滴加えると良い香りが洗濯物に残るだけでなく、
殺菌効果もあります。レモン、グレープフルーツ、ユーカリ、ティーツリーなどがおすすめ。
｛クエン酸によるつけ置き洗濯の仕方｝
４リットルのぬるま湯に大さじ３のクエン酸を溶かして匂いのきつい衣類や寝具を１、２時間ほどつけ置きにします。匂いだけで
なく、衣類に残った洗濯洗剤のカスなどもとれます。よくすすいだのち、普通の洗濯洗剤（アルカリ性）で洗濯すると汗や皮脂の
汚れがとれます。
｛寝具の匂いとりスプレー｝
シーツやブランケットを洗うことができてもマットレスの丸洗いはなかなかできません。そういうときはスプレーを使って汚れと
匂いを取り除くことができます。

消臭スプレー
材料
消毒用アルコール（Rubbing Alcohol) ........... 小さじ１
お湯................................................................................ 180ml
クエン酸（cttic acid) ............................................. 小さじ１
スプレーボトル......................................................... 200ml
マットレスについた汚れや水分はあらかじめ取り除いておきます。臭いのする場所
にスプレーし気になる場所は硬く絞った他水拭きの雑巾などで拭き取ります。ルー
ムスプレーとしてもつかえます。使う時には毎回よく振って１ヶ月以内に使い切る
こと。

作り方
1. お勧めのエッセンシャルオイルを全て３滴づつ（もしくは選
んだオイルを合計 15 滴）ボトルに入れます。
2. そこに無水エタノールを入れてよく振ります。
3. 別の容器にお湯 180ml とクエン酸を一緒に入れて溶かし、
お湯が冷めたらエッセンシャルオイルの入っているボトルに
入れてよく混ぜます。

次回はカーペットのケア、ペットなどの臭い対策などについて続きをお伝えします。
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 - September 2022

17

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

【JapanFest 2022】
9/17( 土 )10am 〜 6pm・9/18( 日 )10am 〜 5pm
Gas South Convention Center
(6400 Sugarloaf Pkwy, Duluth)

〜幾何学アクセサリー編〜

シンプルな図形の羅列
小学生の時、クラスでも下から何番目というレベルで勉強が出来なかった私を中学
受験させようと思った母は、どうかしていたと思います。母は気付いていなかったけ
れど、毎日カラのランドセル背負って学校に通っていました。死ぬほど勉強が嫌いだっ
た私が「どうしてこんなに勉強しなきゃいけないのか？なんで皆と同じ中学に行くの
じゃダメなのか？」と母に問うと、「今勉強するのは中学高校と勉強しなくて済むよ
うにするためだ」と説明。「じゃあ中学入ったらもう勉強しなくていいのか？」とい
う念押しに、「いい！」と答えた母。その後中学に上がり、本当にいっさい勉強せず
幾何のテストで 19 点をとって帰ったら、死ぬほど怒られました。その時初めて「勉
強は終わらない」という不条理を知りました。将来のため、生きていくため、勉強は
その可能性を広げる手段の一つとして有効なのでしょう。でも好きだったことわざや
漢字など文系に関する事は今も覚えているのですが、代数幾何に関する事はビックリ
するぐらい覚えていないのです。ですが図形は好きです。シンプルで完成された図形
達は、目にする世界のそこら中にあふれ、欠かせない存在です。幾何学模様は、△や
□など多角形や、○やーなどの図形を連続し用いて構成させた模様のこと。図形は組
み合わせるとポップで現代的な印象になります。○や△、U 字型を用いた幾何学アク
セサリーを作りました。毎年 9 月に開催される、日本のお祭り屋台を満喫出来るジャ
パンフェスト。ここ 2 年は開催中止されていましたが、今年は久しぶりに開催予定で
す。私も出店します。幾何学アクセサリーや天然石、
淡水パールを使ったアクセサリー
の他に、ジョージアポスターやタッセル付きカゴバッグなど多数用意しております。
皆様のお越しをお待ちしています！
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アトランタ in-Town News ◎ジェムショー

アトランタ
in-Town News
ジェムショーにいきました
お友達に誘われて、ジェムショーに行きました。場所は、
のどかな風景を見ながら、アトランタから車で 2 時間ほど、
北へ走ったところにあります。
あー！看板が見えたと思ったら、駐車場にはすでに沢山の
車が止まっています。指定されたエリアに車をとめ、ベンダー
のテントのお店の中をみていきます。大きなクリスタルクォー
ツが山ほど売っていて、うっとり。とりあえず全部見てから
と思いながら、めぼしいものをチェックします。
どちらかというとジュエリーとかではなく、輝石がたくさ
ん売られている感じです。家に一つ置いたら、ヒーリングエ
ネルギーを作り出してくれるかと思い、丹念にチェック。で
もあまりにたくさんありすぎで選べない。
そんなところに、シンギングボールのお店に遭遇。シンギ
ングボールは、その澄んだ響きで 7 つのチャクラを活性化し、
心身のバランスを整え、精神をより高次元に導くとされてい
ます。店主の方がいろいろと丁寧に説明してくれます。
ヒーリングに使われるツールは、数多く存在しています。
そんな中で、
最近注目を浴びつつあるのが「シンギングボウル」
と呼ばれるチベットが起源のものです。シンギングボウルを
木のスティックを使って鳴らすと、非常に美しい音色が出ま
す。トラウマの解消やストレス、不眠にも効果があります。
最終的に輝石ではなく、シンギングボールを購入。実はこ
この店主はチベットの方で、シンギングボールの先生で本も
出版しているすごい人だったことが発覚！出会いってあるも
んだなぁと話しながら、帰路につきました。

大自然の中を走っていると時々小さな町があり、そこにか
わいいレンガづくりの Flea Market がありました。勿論、中
をのぞいてみました。ここではたくさんのレコードが売られ
ていて、懐かしいレコードジャケットにしばらく釘付け。こ
の当時のアートワークって素晴らしかったですね。アーティ
ストの個性によってアートワークの印象もガラッと変わるし、
その音楽を聴きたいと思わせるかどうかも変化、レコードに
とってジャケットは重要な要素になっていました。
この後、Clayton のダウンタウンにも立ち寄ってみました。
以外にも、おしゃれな雑貨屋さんとかが立ち並んでいて、中
を覗いてみるとアーティストの作っている個性的で、素敵な
小物がいっぱい。ナチュラルな感じも街にあっている。
甘いものが食べたくなり、ちょうど通りかかったアイスク
リーム屋さんに入りました。手作りドーナッツがおすすめら
しく、イケメンのお兄さんが丁寧にドーナッツのオーダー説
明をしてくれました。中に入れるクリームからトッピングな
どをカスタマイズでき、オーダーしてから作るので、フレッ
シュなドーナッツを食べることができます。
山と太陽、そして緑と大きな自然に囲まれて過ごした一日
は、とても楽しく、癒しのひと時となりました。場所はご自
身で調べてね。

ANIS ATLANTA - September 2022
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ジョージア日米協会・年次晩餐会
The Japan-American society of Georgia
去る 8 月 16 日 ( 火 )、チェロキータウンクラブにてジョージア日米協会（JASG）主催の年次晩餐会が催されました。会の
出席者はジョージア州で活躍される日米の企業、学術、医療関係の方々を中心に 250 名に及びました。
オープニングでは、ジャパンフェストでもおなじみの Junko Fujiyama 氏のピアノ演奏と日本の歌を楽しみました。また今
回はカーターセンターに設置される平和の鐘の鐘楼堂の祝賀も行われました。
恒例の晩餐会は、アトランタの異文化理解交流の場となっており、ジョージア州でビジネスを行う日本人リーダーの方々
をはじめ、州内の米系企業はもとより日本でビジネスを展開する米系企業の方々等が参加されております。
ジョージア日米協会主催の次回の晩餐会として、12 月に行わる忘年会があります。また多くの方々に出席いただき、楽し
い夕べをお過ごししていただけますようお願い申上げます。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。
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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
面接の際に、過去の会社を辞めた理由を聞かれることがよ

してくれるのか、という点です。前職から何を学び、ど

くあります。その際、どう答えればいいのだろう、と迷う方

う成長したのか、また、自分が持っているスキルやそれ

も多いと思います。会社を辞める、ということは時としてマ

をどう貢献していくことができるか、ということを織り

イナスのイメージが先行するかもしれませんが、必ずしもそ

交ぜ、話しを進めていきましょう。

うとは限りません。今回は、その答えにくい質問に対し、ど
のように回答をするのが良いかを見ていきましょう。

退職理由を聞かれるのは、面接時間を考えたらほんの一瞬
です。面接でのポイントは、新しい職場で、どんな活躍がで
きそうか、というところなので、前職を辞めた理由に絡め、

① 面接官に正直に理由を話す
当然のことのように聞こえますが、悪く思われたくない

自分のスキル、価値観、向上し続けるマインドセットなども

一心で、正直に話すのを恐れる方もいらっしゃいます。

しっかりアピールしましょう。もし、どのように退職理由を

解雇をされたとしても、自主退職でも、客観的な説明を

話せばいいのか悩んでしまう、という方は、ぜひパソナにお

するようにしましょう。事実に基づいてシンプルに説明

気軽にご連絡下さい。経験豊富なリクルータが、どう話すの

をし、もし質問されたら答えるようにしましょう。大し

がベストなのかを客観的な立場からアドバイスいたします。

たことがない問題を隠したりして、不審に思われるきっ
かけを作ったり、ここぞとばかりに前職の悪口を言った

参考 :

CareerBuilder“How to explain past employment

らアウトです。面接官は、率直で真実味のある説明をす

issues in job interviews”

る候補者に高評価を付けます。起こったことのどの部分
が自分の手に負えないものであり、新しい仕事を探すきっ
かけになったかを説明すれば、雇用主もしっかり聞いて
くれます。
② 前向きなことを話す
辞めた理由を話す際、前の雇用主について否定的なこと
を言わないように気をつけなければなりません。どんな
悪い状況や挫折にも、ポジティブな面があるものです。
感情的にならず、その過程で考えたことを将来に結び付
けて話すと前向きな印象を与えられます。
③ 自分のスキル・実績・成長について話す
面接官が重要視しているのは、なぜ辞めえたのか、とい
う事実より、求職者が信頼できる人で、会社にどう貢献

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

Akiko Komura
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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。

H-1B 年間枠達成！

2022 年８月 23 日、米国移民局は H-1B の年間枠が達成した
と発表しました。3 月に会社登録・抽選があり、当選者は 4 月
から６月までに移民局に申請書類を提出しますが、年間枠分の
申請がなかったら、７月に残存枠の再抽選を行います。当選し
なかった人はオンラインのシステムの“submitted”というス
テータスが“Not selected”に変更になりました。
H-1B には 6.5 万の普通枠とアメリカの修士号以上の学位取
得者向けの追加 2 万枠の計 8.5 万枠がありますが、これに対し
今年の抽選には 48 万件以上の登録がありました。コロナによ
る人手不足のせいか、今年の当選確率は 18％に満たない状態
でした。H-1B の抽選に漏れても OPT 就労カードがまだ有効で
あれば、その有効期限まで米国内で就労することができます。
OPT 失効後の選択肢としては、下記のオプションが挙げられま
す。
1) H-1B 年間枠免除機関を通して H-1B を申請する。
2) 再度学位取得のプログラムに入り、F-1 学生滞在資格を延
長する。
3) 米国内でその他の滞在資格へ変更する。
4) OPT の猶予期間失効前に出国する。
【H-1B 枠免除機関】非営利団体の大学機関、非営利団体の大学
機関と連携プログラムがある機関（たとえば、
大学からインター
ン生をうけいれている病院など）
、もしくは政府や民間の非営
利のリサーチ団体などは、H-1B の年間枠制限の対象ではない
ので、年中いつでも H-1B を申請することができます。また、
H-1B はフルタイムでもパートタイムでも申請できます。枠免
除の雇用主が H-1B を申請すれば、枠免除の雇用主のもとで就
労が続く限り、枠免除でない雇用主も第２雇用主として H-1B
を申請することができます。ただし、この場合、枠免除の雇用
主との雇用関係が終了すれば、枠該当の雇用主での雇用も無効
となります。枠該当の雇用主が単独で H-1B をスポンサーする
ためには、翌年の年度枠で新たに H-1B を申請しなければなり
ません。
【F-1 滞在資格延長】学校の他のプログラムに再入学して F1 学
生滞在資格を延長し、来年度再度 H-1B を申請する方法もあり
ます。また、学位が異なるプログラムであれば、学校に９が
月在籍すれば、再度 OPT やＣＰＴを申請することができます。
また、学校内の仕事（On-campus employment）に就くことも
できます。
【その他滞在資格へ変更】
• 就労ビザ＜ E ビザ＞ 専門的な職務経験のある人で、雇用
主が E ビザの条件を満たしていれば、E ビザ申請を検討す
ることもできるでしょう。
＜ L1 ビザ＞また、米国外の関連会社で１年勤務をして、１
年後に関連会社間転勤用の L ビザを申請するオプションも
あります。

• 研修ビザ＜ J-1 ＞ 研修目的であれば、米国外の大学を卒
業して１年間の関連経験があれば、18 カ月間（旅行関係は
12 ヵ月）実地訓練のできる J1 研修ビザを申請することも
できます。米国外の大学を卒業していなければ、米国外で
５年間の関連職務経験が条件となります。
＜ H-3 ＞また、アメリカでの研修に関連する学歴や職歴が
ない場合は、H-3 研修ビザの申請を検討することもできる
でしょう。ただし、H-3 は J-1 とは異なり、教室内での研
修が主体となるため、実地研修は最小限にとどめなければ
なりません。最長２年間までですが、２年間を全部使うと、
国外に半年でていないと H-1B や L ビザを申請できなくな
ります。
• 日本人以外＜ H-1B ＞チリ・シンガポール人には H-1B 普通
申請の 6.5 万枠の中から 6,800 枠が別枠として設けられて
いるので、この枠がなくなるまで H-1B の申請ができます。
＜ E-3 ＞オーストラリア人で大学の専攻が職種と一致し
ていれば、E-3 ビザを申請することができます。E-3 には
10,500 の年間枠がありますが、この枠がなくなるまで申請
が可能です。
＜ TN ＞カナダやメキシコ人には年間枠のない TN ビザがあ
ります。TN ビザは主に STEM 分野の特定ポジションに限定
されていますが、文系では会計、経済分析、カウンセラー
などが職種リストにあげられています。
• 観光ビザ＜ B-2 ＞上記どのビザにも該当しない人で、とり
あえずアメリカでの滞在期間を数か月延ばしたい場合は、
B2 観光ビザ滞在資格への変更申請をすることができます。
B2 滞在資格では就学、就労することはできません。また運
転免許を更新することもできませんが、この間に引越しの
準備、或は旅行などすることは可能です。
【出国】上記どれも該当しない、或は B2 観光滞在期間も使い果
たした場合、一旦日本にもどり、来年度の H-1B に再登録し、
当選すれば H-1B を申請して、10 月１日の H-1B 開始日前の
10 日前に戻ってくることができます。また、アメリカ国外の
関連会社で１年間勤務し、関連会社間移動用のＬビザを申請し
て戻ってくることも検討できるでしょう。その間アメリカ国外
で雇用されていれば、ESTA で短期出張することもできます。
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）
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。
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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

ニュージャージーの Third Rail
Third Rail ？日本語では「第三軌条」と言われ、鉄道従事者
やマニア以外には聞きなれない言葉だが、電車が二本のレール
上を走る際、それに平行して設置された三本目の高圧給電レー
ルのことで、ここから電気を取り入れる。鉄道王国日本では、
その後、架空電車線方式が主流となったが、東京大阪のみならず、
世界中でまだまだ第三軌条方式は健在である。
さて、ロシアのウクライナ侵攻で石油が高騰し、ガスステー
ションでのガス泥棒が横行している。このガスステーション、
アメリカではセルフばかりだと思いがちだが、おっとどっこい、
例外がある。
アメリカに来た当初、バケーションで NY へ車で行った時の
事。NJ に入って初めての給油で驚いた。若いニイチャンがさっ
と出てきて、
どのくらい入れるか？と聞く。初めて NJ 方式を知っ
た。セルフ給油禁止州はニュージャージーと部分的禁止のオレ
ゴンだけである。このガスステーションにも歴史がある。
最初のセルフはスェーデンで始まりヨーロッパに拡がった。
アメリカに登場したのは 1915 年だが、当初はガスステーショ
ンが閉鎖されている夜間に緊急に給油が必要な事態に備える補

助的なものだった。
もともとアメリカのガスステーションの役割は、単に給油だ
けでなく、オイル交換バッテリーチェックなど、整備全般のサー
ビスを提供することで成り立っていたのだが、時代とともに整
備関係が独立した業態として専門特化していく中で、給油のみ
でビジネスを存続させる方策として 1980 年頃よりセルフとい
う形で主流に躍り出た。その後はコンビニショップ併設のスタ
イルで今日に至っている。
では、何故 NJ と OR はセルフに移行しないのか。セルフに反
対の理由を３つ挙げている。①火事の危険②老人身障者に不便
③雇用喪失。確かに間違ってはいないが、殆どの州が問題なく
運用している中で、これらの主張は時代にそぐわない。識者は
もはやこれは理屈ではなく”NJ に深く根差した文化である”と
称している。
その一方で、この問題は政治的問題でもある。この問題を正
面切って取り上げると選挙票を失い自滅するという。高圧電流
が流れる第三軌条のレールに触れた途端感電死する、という意
味だ。NJ ではこの問題は Political Third Rail issue という触れ
てはいけない問題なのである。

聖書の言葉◎ますみ

聖書の言葉
人の心には多くの計画がある。しかし、主のはかりごとだけ
が成る。
箴言 19 章 21 節

By ますみ

自分ではなく、神様から発されるということが大切です。こ
れから起ころうとすること、成すべきことの背後に、神様が働
いておられるの だという認識の上に立つ時、
「ノー」は「イエス」
と同じ意味を持ち始めます。自分の人生に「ノー」が与えられ
ても、そこで、自分に何ができる、何をしようと焦ったり、あ
るいは、あきらめたりしないで、神様が、必ず、最善の場所に
導いて下さることを期待しましょう。
神様は、私たちの為に、初めから完全な計画を持っておられ
ます。進路が閉ざされたのは、自分の思いが、神様の思い（計
画）と違っていたのです。神様は、我々を神様の完全な計画に
引き戻し、正しく導いてくださいます。人生における「ノー」を、
神様の意思として受け取りましょう。目の前の道が閉ざされた
なら、開かれた道から進めばよいのです。別の、はるかに良い
道が用意されています。マ ザーテレサの言葉ですが、
「無理な
ことをどうこう思い悩むのは無駄なことです。出来ないことは
神様がお望みでないのだと思いなさい。」 なるほどですね。そ
れらを体験するには、神様と語り合うことが出来るような良い
関係が必要です。 神様と良い関係を持ち、関係を保ち、それ
を深めていくことが出来るように祈りましょう。

人生には、思いもかけず、目の前で道が閉ざされることがあ
ります。それは、誰もが、仕事や対人関係、その他さまざまな日々
の出来事で経験したことがあるのではないでしょうか。 今ま
でそのような経験をしたことが無く順風満帆で生きて来たとい
う人がいたら、その人はとても幸いな人です。 ただ、その人も、
これからそういう経験をするかもしれません。 その時の為の準
備が大切ですね。
信仰者の生活においても同様なことが起こります。行き詰ま
りは、神様から「ノー」を突きつけられたようで、とても厳し
く感じます。
「ノー」は、進路だけではなく、まるで、自分自身
が否定されてしまったように感じてしまいます。自分の計画に
反して、思ってもいない方向へ向かわなくてはならなくなった
時、人は失望し落胆してしまいます。
ある人は、彼の目の前の道が、次々と、塞がれていきました。
進もうとすると、閉ざされていきました。そこで、自分の思い
で自分のしたいことをするのを止め、
「神様が、自分に何をさせ
たいと思っておられるのか」と、考えを変えました。彼がその
ように考え、祈り始めると 、目の前に一つのなすべき事が示さ 『わたしは、あなたたちのために立てた計画をよく心に留めて
れ、道が開かれました。彼は、神様の思い（計画）を確認し、
いる、と主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計
働き始めました。 自分の思いで進んでいた時は、よく、途中
画ではない。将来と希望を与えるものである。（ エレミヤ 29：
で挫折し、行き詰まり、諦めて、投げ出していたのに、神様か
11) 』神様は御前に近づく者を決して拒否されません。 神は
ら始まった事は、成し遂げられていくことを体験しました。
愛です。 私たちは愛されています。
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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

子供と読書

読者として優れた能力をもつ子ども

に本は人間に対する理解を助けます。本を読むと、世の中には

多くの子どもたちから学んだことは、子どもは読者として。

いろいろな人がいて、いろいろな考え方があることがわかりま

大人の多くが失ってしまった能力を持ち、大きなポテンシャル

す。そてて、どんな時、どんな行動をとるか、それがどんな結

をもった存在だということです。しかも大人と違った特別の読

果につながるかがわかり、基本的な行動規範が育ちます。また、

み方をします。子どもの読書には、大人と違った意味、大切さ

本の中に自分と同じ感じ方をする人を見つけて共感したり、自

があるのです。では、それはどんなことでしょうか。第一に、

分もそうなりたいという目標を見つけたりすることもでき、生

子どもには言葉がもっている、何もないところに何かを立ち上

き方を選ぶ大きな助けとなるでしょう。

げてくれる不思議な力を信じる力、一度聞いた言葉をはっきり
心に刻む力があります。言葉をまず音として聞いて、そのおも

新しい力を蓄える場に

しろさや美しさに敏感に反応する。表面の文字に現れたところ

本は想像することの楽しさも教えてくれます。本の中の架空

ではなく、底に流れている何か深いものを本能的にキャッチし

の出来事を主人公とともに体験した子どもは、自分でも空想の

ているよです。

糸を紡ぐようになり、自分の中に空想の世界を作り上げるよう
になります。現実とは別に、自分だけの想像の世界をもつこと

空想の世界を楽しむ

は、今を生きる上でも大切です。困ったことに直面したとき、

次に、大きな意味をもつのが、子どもの空想力。この空想力

想像の世界はそこに逃げ込み、気持ちをしずめ、新しい力を蓄

とは、想像力よりももっと桁外れの突拍子もないことまで想像

える場となるからです。このように本を読むことで身に付いた

できる力のことです。子どもは初めから、本と言う架空の世界、

力は、何本もの「つっかえ棒」として、子どもたちを支えてく

空想の中の出来事に当事者として参加します。現実の世界から

れます。もちろん、本だけが子どもに生きる力を与えるわけで

まっすぐ空想の世界に入り込み、魔法の絨毯で空を飛び回った

はありません。何より大事なのは、子どものそばにいる大人の

り、おいしい料理を味わったり、本の中で主人公のすることを

存在、大人が子どもに注ぐ愛情です。愛情で結ばれた人間関係

体験します。つまり本を読むことは、子どもにとっては「冒険」

の中に本が登場する時、本は最大の力を発揮するでしょう。

なのです。
「何かを何かに見立てる力」
「何かになったつもりに
なれる力」
「見えないものを見る力」は子ども特有の能力であり、

今回のテーマは東京子ども図書館名

それゆえに大人より深くその冒険を深く体で楽しむことができ

誉理事長さんのお話を紹介しました。

るのです。このように主人公と一体化して体験することは、子

読書は人生を豊かに生きるための最大

どもだけに許された特権。だからこそ、この特権のある時期に、

の力になるものだと私は思います。何

おもしろい本をたっぷり読んでほしいと願わずにはいられませ

十年もたくさんのお子さんを見ていて

ん。

感じることは、読書力のある子ども達
はいろんな可能性を見つけ出し、それ

繰り返し読む
子どもの読書といえば、もう一つ同じ本を繰り返し読むこと

を見事に楽しんでいるようです。豊か
な読解力は人生を豊かにします。

も特徴です。大人からすると、
「いいかげん、飽きないのかしら」
と思うかもしれませんが、子どもは一日一日成長しているので、
読むたびに新しい発見をしています。また、その時々に子ども
が必要としているものを得ているのでしょう。繰り返し読みた
い本に出会った子どもは幸せです。本をすみからすみまで味わ
い尽くしたときには、本のもつ大事な栄養素が吸収され、その
子の精神の血肉になるのです。
本は子どもを強くする
本はしっかり読んで内に蓄えることができれば、本は子ども
を強くしてくれます。いろいろな意味で子どもを助けてくれる
からです。まず、本は言葉の力を養ってくれます。言葉は精神
の構成要素です。言葉によって自分の気持ちや考えを整理し、
それを過不足なく表現できると、人は精神的に安定します。次
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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
テンション（tension）
一言にカイロプラクティックと言っても、実にその技法（テ
クニック）は 250 以上あると言われています。カイロプラク
ティックという１つの治療手段にこれだけのテクニックがある
のは、数多のドクターがより良い治療法を求めさまざまな工夫
を編み出した結果です。先人たちの努力の賜物です。そして、
現在もより良い治療法を求め新たなテクニックが誕生していま
す。

な箇所を施術していく Q S M ３だからこそ、心身共に緊張度を
保ち繊細な治療を心がけることが必要なのです。
講習会では、他にも姿勢や症状が似ていても身体の歪みの始ま
り方、つまり外傷などのトラウマを庇うために歪んでいるのか、
長年の悪姿勢によって徐々に歪んでいるかで施術方法が全く変
わってくるなど、興味深い内容がたくさんあり、とても充実し
た２日間でした。

私が使っているテクニックは上部頸椎法の中の Q S M ３とい
うテクニックです。上部頸椎法という大きい技法の中からさら
に派生した QSM ３はまだ新しいテクニックで開発されて十数
年です。故に、今でも日々進化を遂げるべく定期的に講習会が
開催されています。
従来の上部頚椎の施術方法は、上部頚椎のみのレントゲン撮
影で頚椎の歪みを判断し治療していますが、Q S M ３は頚椎だ
けではなく背骨全体のレントゲン撮影を行い、頚椎〜背骨〜骨
盤までの状態を分析して、体全体の歪みを治療しています。カ
イロプラクターによっては症状が重度でないとレントゲン撮影
を行わないオフィスも多いのですが、当院では、初診時と３ヶ
月後、その後も半年〜 1 年ごとに定期的にレントゲン撮影を行
ない、患者さんの背骨の状態をチェックして治療計画に役立て
ています。また、施術のたびに姿勢計測器で肩や骨盤の歪みや
捻りの左右差など約１０箇所をミリ単位、0.1lb（パウンド）単
位で計測し、常に身体のどこに歪みがあるかを把握するように
しています。Q S M ３テクニックでは、客観的なデーターから
身体の問題点を把握することを大事にしています。
Q S M ３はまだ開発されて十数年の新しいテクニックなので、
毎年、講習会が開催され最新技術の習得やテクニック・知識の
アップデートをします。先月も開催され、参加してきました。
やはりとても刺激になりました。毎回、新しい発見や気付きが
あり、それを学び、施術で実践し、患者さんにより良い治療と
して還元できるのは、私の何よりの喜びです。

Q S M ３の施術方法はバキバキや痛みを伴う治療は一切なく
無痛施術です。施術ポイントも頚部のみで腰や背中をどうこう
することはありません。（患者さんの希望や治療上必要とした判
断した場合は行うこともあります。）カイロプラクティックに興
味はあるけど、よくわからない、不安と思っている方は一度当
院で Q S M ３を試してみてください。安心安全な治療をご提供
します。
9 月 17 日・18 日に行われるジャパンフェストでもブースを
出展し、ドクターによる姿勢の歪みチェックをします。ぜひお
立ち寄りください。お待ちしています。

今回、もっとも私が興味深かったテーマは『テンション
（tension）
』でした。施術時、患者さんが施術台に横たわる時は
適度な身体のテンション（張り≒筋肉の伸長）を保つ姿勢（リラッ
クスしすぎない）をとってもらうと同時に、私（施術者）の身
体のテンションの強さを一定にして（機械で引っ張られる糸の
ように強度を一定させる）安定した力 ( ちから ) 加減で施術を
行うことで、患者さんの患部のテンション（筋肉や身体の痛み
やこわばり）をリリースする。それぞれのテンションがうまく
かみ合うことで良い治療ができる、というものでした。講義の
際は違和感なく聞いていたのですが、持ち帰ってこうして文字
にしてみると、全てをテンションの一言で表していることにな
かなかの衝撃でした。
（笑）それだけ英語のテンション（tension）
にはいろんな意味があるのはもちろんですが、Q S M ３の治療
において、テンション、いわゆる張りや緊張というものがいか
に大事かを改めて感じました。治療の際、首というデリケート
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矢島

敬朗

カイロプラクター

髪 & ヘアケア◎サロンリーガ

髪＆ヘアケア
今回は「ヘアサロンあるある」についてお話ししたいと思い
ます。お客様側とスタッフ側と捉え方が少し違う事を知りまし
た。
※ カット中の会話でよく聞かれる「今日はこの後どうするんで
すか？」「今日お休みですか？」の美容師からの質問
【お客様】これ何故いつも聞くの？あまり今後の予定とか聞
かれたくない。結構ウンザリ。目をつぶっていたら会話苦手
なの察して欲しい
【スタッフ】天気の話題の様な感じで当たり障りのない話題
として、ついつい軽い感じで聞いてしまいます。
【おまけ】私 ( 美容師 ) もサロン以外でバッタリお客様にお会
いすると、ます一言目に「あれ？？今日休みなんですか？？」
と必ず聞かれます w
※ シャンプー中に頭を上げる
【お客様】頭が重いだろうから、スタッフの負担を軽くする
為に上げている。( 私達スタッフに気を遣って下さっている )
【スタッフ】実は頭が上がっているとシャンプーがしづらい
のです。そのままシャワーの水が背中に流れてしまうので、
力を入れずにそのままリラックスして頂いた方がシャンプー
がしやすいです。
※「普段ワックスとかつけますか？」
【お客様】って聞かれるけど、つけてるとつけてないとで
は切り方変えるの？意識高い人とそうじゃない人の見分け
方？？
【スタッフ編】確かにそれにより切り方は変えます。つけな
いのであれば、前髪は目に入らないように、髪が立ちやすい
部分は立たないように、など。意識高い、高くないの基準で
は決してありません！
※「カラーご自分でされてます？」
【お客様】自分でも塗り残しがある事くらい分かっているか
らわざわざ聞かないで欲しい。人前で改めて聞かれると恥ず
かしい。
【スタッフ】カラーヒストリーをきちんと把握していないと
これからするカラーに影響があり、それによってレシピを変
えているので必要な情報になります。
※ ドライヤー中の会話
【お客様】【スタッフ】お互い 7 割聞こえてません w
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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

質問：

の辺縁が歯肉に当たることでも歯肉退縮が起こります。

歯がしみるので虫歯かと思い歯医者に行ったら、歯肉退縮に

こうした場合には詰め物・被せ物を修正する必要があり

よる知覚過敏と言われました。歯肉退縮になる原因と治療法

ます。

を教えてください。

7.

加齢

回答：

加齢も歯肉退縮の原因になります。歯肉もその他の組織・

歯を支えている歯肉が何らかの理由で下がる現象で、見た目

器官と同様に年を重ねるごとに退化したり委縮したりす

が悪くなるだけでなくお口の問題の原因となる細菌に感染し

るものです。お口の中を常に健康に保つことで、加齢に

やすくなり、歯やその周囲にさまざまな症状を引き起こすた
め注意が必要です。

よる歯肉退縮の速度は遅らせることが可能です。
8.

タバコ
タバコの煙に含まれる一酸化炭素やニコチンは、歯肉の

＜原因＞

血流を悪くし歯周病のリスクを上昇させます。また、歯

1.

歯周病

肉自体も委縮することで歯肉退縮が促進されます。喫煙

歯肉退縮の主な原因は歯周病です。歯周病は歯肉に細菌

は、歯肉の慢性的な栄養不足・酸素不足をもたらします。

感染が起こり炎症反応が生じる病気で、進行すると歯を

2.

支えている歯槽骨まで壊されるため骨の位置に沿って歯

その他、元から歯肉が薄い場合や、ホルモンバラスの崩れ、

肉退縮が起こります。

爪を噛む癖なども歯肉退縮の原因となることがあります。

歯ぎしり・食いしばり
歯ぎしりや食いしばりなどの習癖があると、歯や歯肉、
歯槽骨に過剰な負担がかかり、歯の破折や亀裂を招くだ
けでなく、歯肉に炎症をもたらし歯肉退縮を引き起こす
のです。ちなみに、歯ぎしりによってかかる力は 100kg
を超えることもあり、その程度によっては寝るときにマ
ウスピースをつけるなどの対策が必要になります。

3.

歯並びや噛み合わせが悪い
歯が均等にかみ合っていないと、特定の歯や歯肉に過度
な力がかかり歯肉退縮を引き起こします。

4.

ブラッシングが強すぎる
歯磨きするときに、急いで雑に磨いたり、反対に一生懸
命磨こうと力が入りすぎると、歯肉が傷つき退縮してし
まいます。同時に歯の表面も傷つけることにもなるため、

5.

まずは、口の中を清潔に保つことです。ブラッシングの仕

適切な力で歯磨きすることが大切です。

方や力加減を見直し、ホームケアがしっかりできているか確

矯正治療の影響

認しましょう。

矯正治療においても歯肉退縮が見られることがあります。

6.

＜対策と治療法＞

また、歯科検診を定期的に受け、歯と歯周組織が健康に保

適切な矯正力を働かせている限りは歯肉も退縮しません

たれているかチェックしてもらい、付着している歯垢や歯石

が、装置に不具合が生じて過剰な力が歯肉に加わると退

を除去してもらいます。

縮を引き起こします。そんな矯正治療による歯肉退縮は、

歯周病に罹患している場合は適切な治療

矯正治療中であれば装置を調整することで改善できます。

を受けましょう。歯肉退縮が進行している

詰め物や被せ物が合っていない

場合は、歯肉移植手術で退縮した歯肉を元

虫歯治療の後に装着した詰め物や被せ物が合っていない

の地に戻す外科手術が可能です。

場合歯肉退縮が起きることがあります。例えば、被せ物
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が高すぎると噛んだ時の力がその歯に集中するため、歯

清水デンタル

肉にダメージが及びやすくなります。あるいは、被せ物

院長
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レーザージェネシス（トーニング）
レーザー治療って興味あるけど、ちょっと不安…。メスで
切らない、痛くないって聞くけど、本当のところどうなのか
しら？という素朴な疑問にお答えします。レーザー未経験の
あなたも、経験者のあなたも、レーザー治療の魅力をお伝え
します。
ジェネシスは美肌効果
をもたらし、皮膚疾患の
治療にも活用できるレー
ザー治療です。治療時の
痛みが少なく、ダウンタ
イムもほぼありません。
レーザーのエネルギーが真皮に作用してコラーゲンを増や
す働きをします。また、皮膚の表面の古い角質を取り除くピー
リングのような効果もあり、みずみずしい新しい肌に生まれ
変わらせます。
これらの結果、肌にハリを与えてキメを整え、小ジワ、ニ
キビ痕や毛穴の開きを改善させます。さらに、真皮の浅いと
ころにある微小な血管にレーザーが作用することで、赤ら顔
にも効果が期待できます。

③赤ら顔の改善
赤ら顔や毛細血管拡張症の治療法としても有効です。ジェネ
シスのレーザーは、真皮層に位置する微小血管を加熱し、血
管壁や赤血球を破壊します。このメカニズムによって血管が
見えにくくなり、顔面の赤みを目立ちにくくします。
顔全体に対して広くレーザーを照射するので、広範囲にわた
る赤みも改善可能です。

①小じわ改善や毛穴の引き締め
真皮層に働きかけることで真皮層のコラーゲンの生成を促し、
リフトアップ効果が期待できます。
コラーゲンが生成されるとハリのあるきめ細やかな肌へとな
り、小じわの改善が可能です。また、ピーリング効果で毛穴
に詰まった汚れや角質も除去されるので、毛穴の引き締めに
もつながります。

今回は、レーザージェネシスの施術をお願いしました。
ちょっとドキドキだけど、とても楽しみです。
お肌の汚れやメイクをクレンジングで落とします。施術を
するので、お化粧をしていったわけではないですけど、日焼
け止めは塗っているので、肌についている余分なものを取り
除いていきます。肌をゆっくりマッサージしながらのクレン
ジングは、気持ちいい。
クレンジング後は、ゴーグルで目の保護をしてから、顔全
体にレーザーを照射していきます。レーザー照射中はパチパ
チとした刺激があり、温かい光のシャワーを浴びてるような
感覚ですが、だんだんお肌が熱くなってきます。痛みはあっ
てもわずかで、耐えられないとかそういう感じはないのでご
安心下さい。照射している時間は 15 分ほどなので、あっと
いう間に終了です。
施術後にパックをしていただいたのですが、レーザー治療
後のお肌のほてりを緩めてくれる感じで、とても気持ちよかっ
たです。こういうちょっとした贅沢な時間って必要。こころ
もお肌もリラックスしますね。
その後、保湿、日焼け止めを塗ってもらい、説明を受けて
終了しました。約１時間ぐらいですべて終了しましたので、
おもったよりとても速いです。直後は少し頬のあたりに赤み
がありましたが、腫れたりすることもありませんでした。
夜には、お顔がつるつるになっている感じで、少しつっぱ
る感じはありましたが、特に問題はありませんでした。翌朝、
洗顔した時には、特に何の違和感もなく、赤みもなくなって
いつものお顔に戻っていました。

②ニキビ・ニキビ跡の改善
悪化したニキビやニキビ跡の改善が可能です。ニキビ跡には
赤みがかる肌になるものと、クレーター肌になるものの 2 種
類があります。そのうち、ニキビ跡による肌の赤みや色素沈
着は、メラニン色素やヘモグロビンが原因です。ジェネシス
の照射によってターンオーバーを正常に保ち、メラニン色素
やヘモグロビンの排出を促して症状を改善します。
また、クレーター肌（皮膚の凹み）は、ニキビの炎症によっ
て真皮層の組織が破壊され、新しい皮膚の回復が遅くなるこ
とでおきます。ジェネシスは皮膚の奥にエネルギーを与える
ことで、コラーゲン産生を促して、皮膚細胞の再生・凹みの
改善が可能です。

レーザージェネシスはハリのある肌へと導き、たるんだ印
象を与える毛穴を目立たなくさせるため、若々しい印象を与
えることができます。まんべんなく色んな効果が期待できる
反面、穏やかな効き目なので月 1 などで繰り返し治療を受け
る必要があるようです。
私の場合は、前回ピコレーザーを施術したその後の施術と
いうこともあり、お肌がもっちりし、お肌のくすみが改善し、
ワントーン白くなったと思います。また毛穴ががキュッと引
き締まり、お肌がピンとしてハリが出たと実感。ダウンタイ
ムや治療時の痛みもなく、いつでもできるのでお勧めです。
ピコレーザーに関しては、来月ご報告させてください。こ
の治療も画期的です。

皮膚の奥深くまで作用するジェネシスのレーザーは、様々
な効果が期待できます。
•
小じわ改善や毛穴の引き締め
•
ニキビ・ニキビ跡の改善
•
赤ら顔の改善
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「歯」の話◎植月歯科医院

植 月歯 科医院 から「歯」の 話
～アメリカの一般歯科医と歯科専門医について その２～
専門歯科医
米国歯科医師会によると以下にご紹介する歯科の専門医はアメリカの歯科医の約 20％を占めているそうです。

歯内療法科医（Endodontists）
歯内療法科医は歯髄の治療を専門に行います。
一般的には、神経治療といわれている歯の神経をとる治療（歯内治療）
です。
歯の内部は歯根管と呼ばれる空洞になっています。この中は歯髄と呼ばれる軟組織で、血管、神経、結合組織から成り立っ
ており、歯冠から歯根の先まで広がっています。歯髄は歯ができかかっている時期には大変大切なものですが、いったん
歯が生えてしまうと、歯は歯髄がなくても生きていけます。このように歯の内部の歯髄、根幹、歯根尖（歯根の先の骨に
囲まれている部分）周囲の病気を治療することを歯内治療と呼んでいます。

歯周病科医（Periodontists）
歯周病科は歯を支えている組織である歯肉と歯槽骨に関する疾患を治療する歯科です。一般的に歯周病と呼ばれている
これらの疾患は歯を顎骨の中に保っている歯肉、歯槽骨、その他の組織が細菌に感染して起こる病気です。細菌はプラー
クと呼ばれる無色でねばねばした、歯の表面に膜を作るものの中にいます。このプラークは毎日の歯ブラシとデンタルフ
ロスで除去できますが、そのままにしておくと石灰化して硬くなり歯石になります。
この歯石は毒素を作り、それが歯肉の炎症の原因になります。痛みがないからといってこの炎症を放っておくと歯肉と
歯槽骨の組織を破壊してしまい、元に戻らなくなってしまいま
す。
歯肉炎や歯周病の初期の場合は一般歯科で治療ができること
が多いのですが、歯周病がそれ以上進行してしまうと歯周病科
医に治療をしてもらう必要が出てきます。その場合、スケーリ
ング、ルートプレーニングという手術をしないでする歯石除去
治療と、さらに症状が進行すると手術で歯肉を切って歯石除去
をする治療があります。さらに最近は歯周病科医が骨の移植や
インプラントをするケースも増えてきています。
歯のこと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
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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】マイペースを心掛けた生活をして
いれば、自然とあなたの方へ良い気が流れ
て来ることでしょう。
焦り、
戸惑い、そういっ
たネガティブな感情を湧き起らせないこと
が、成功への第一歩になりそうです。
【恋愛運】出会い自体はありそうですが、す
ぐに恋愛に発展するようなスピード感はな
さそうです。2 ～ 3 年のうちに良い関係に
なるかもしれませんが、そうならない可能
性もあるような縁が見えています。
【金 運】金運をはじめ、仕事運や勝負運が
向いているので、好調と言えます。ただ、
実感はあまりないかも。それはなにもしな
くても調子が良いのではなく、いったん波
に乗ったら調子良く物事が進み出すから。
勢いを大事にして、アクションを起こしま
しょう。

【全体運】少しの変化がありそうな月で、良
い変化もあれば状況が悪い方向へと進む変
化もあるので、一喜一憂といったところで
しょう。変に抵抗せずに、変化を受け入れ
て流されてみるのもひとつの選択かもしれ
ません。良い変化としては、対人運と仕事
運に表れそうです。

座

【全体運】発見と気付きの月。人生に楽しみ
を発見すると共に、魅力や才能の気付きを
得て考え方や目標に変化が生じてくる可能
性が高いでしょう。変に構えることなく、
また先入観を持たずに人と接すると良いで
しょう。

【全体運】や月始めと月終わりに上昇を見る
運気をしています。なにをするにもまず動
き、早めに物事を完了まで進めるスピード
感を持ちましょう。順調に進めばよし、上
手くいかなかった場合は月末まで時間を置
いて、再チャレンジするようにしましょう。

【恋愛運】カップルや夫婦間で、相手のこと
を疑心暗鬼になるような出来事がありそう
です。それにより、ややギクシャクし始め
ることもあるでしょう。

【恋愛運】徐々に下降する恋愛運ですが、月
末にドンと急上昇する気配も持っています。
そのときに出会う相手とは、最初から好印
象、恋愛感情を持った距離感になりそうで、
関係進展も早いことでしょう。

【恋愛運】恋愛運は全体的に好調な様子。出
会いもあれば恋人との仲が進展することも
あり、また不倫関係の人は後腐れなく清算
できたり、彼が前向きで大きな決断をして
くれたりの可能性があります。

【金 運】仕事で波に乗れば、その流れで金
運も好調な様子になれそうです。慎重さは
必要ですが、必要以上に慎重になってしま
うと好機を逸してしまうことにもつながる
ので気を付けておきましょう。

【金 運】なかなか運気は好転せず、引き続
き苦い時間を過ごすことになりそうです。
耐えた先にある明るい未来を思い描き、あ
れこれ予定を立てておくと気がまぎれるか
もしれません。

【金 運】いつも以上に慎重な判断力が求め
られる月。失敗を取り返すのが難しいので、
一歩がなかなか踏み出せないかもしれませ
ん。博打を打つには向かない運気をした月
で、特に大きな金額を動かすことは控えた
方が良いでしょう。

♥ 幸運日：4 15 27
× 危険日：9 19 23

♥ 幸運日：2 18 23
× 危険日：6 14 26

♥ 幸運日：8
× 危険日：1

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

【全体運】つらい出来事が何度かありそう
で、精神的なマイナスが大きくなってしま
いそうな気配です。メンタルの安定を優先
させて、細かいことをいちいち気にしない
のが良いでしょう。
【恋愛運】恋愛運は高くないものの、決して
低いこともなく平凡な状況。出会うことも
ありますが、第一印象では惹かれるところ
もなさそうで、あまり良い印象を持たずに
いるかもしれません。
【金 運】好調の金運をしており、直感がこ
とごとくヒットしそうな気配です。思った
ことは口に出して、周りにアピールするこ
とを忘れてはいけません。自分の出柄を横
取りされないように注意をしておき、評価
の上下に気を配っておきましょう。
♥ 幸運日：7
× 危険日：2

14 25
19 30

【全体運】なにやら周りが慌ただしく動く予
感。新しい縁が結ばれたり、逆に長年の縁
が切れたり遠ざかったりと、出入りが激し
いひと月になりそうです。仕事運も上昇す
るようで、適材適所といった具合の異動も
ありそうな気配です。
【恋愛運】新しい縁に期待が持てます。相性
の良さを最初から感じられそうで、すぐに
仲が深まることでしょう。友人や身内から
の紹介には、快く応じて会ってみましょう。
【金 運】仕事運の上昇に伴い、ポジティブ
な運気がやって来そうです。自分を律せず、
物欲に負けてしまうようならもちろん論外
ですが、この 9 月はあまり物欲も起こらな
い傾向にありそうです。本当に欲しいもの
をあれこれ物色しておき、吟味する時間に
しても良いでしょう。
♥ 幸運日：9 15 28
× 危険日：5 17 24

16 27
19 29

♥ 幸運日：4
× 危険日：2

【全体運】ややトーンダウンした刺激の少な
い月になりそうです。バランス重視型の天
秤座の人なので、変に波乱が起きるよりは
安定している方が合っているので、過ごし
やすい月だと感じるかもしれません。
【恋愛運】恋愛運は好調で、良い出会いに期
待が持てますし、弱かった立場が逆転する
気配もあります。つまり、意中の相手があ
なた以外の人と交際中だったのに、あなた
へ気持ちを向けるとか、ライバルに傾いて
いた気持ちがあなたの方へと向かう等々。
期待を持っておいても良いでしょう。
【金 運】ややトーンダウンの金運。ただ良
いことに、物欲も起きないようですから、
そちら方面での出費は抑えることができそ
うです。際費はほどほどに使いつつ、人と
の関係は良い状態を保つようにしましょう。
♥ 幸運日：3
× 危険日：1

15
16

25
20

16
12

座

【全体運】全体的に見ると好調ですが、油断
禁物といったところ。最後の最後でひっく
り返される可能性もゼロではなく、油断や
慢心は大いに気を付けておくべきことです。
少し遠出をして、気分を入れ替えると良い
でしょう。
【恋愛運】新しい出会いよりも、今身近にい
る人との関係進展に期待が持てる運気です。
片思いの相手、
あるいはそこまで好意を持っ
ていないけれど、どこか惹かれるところが
あると感じていた相手との距離が詰まり、
良い雰囲気になれることがありそうです。
【金 運】金運はあまり良くなく、なにかと
物入りな出来事に見舞われるようです。財
布の紐を締めようとしても、あれこれと理
由をつけてお金が出て行ってしまいそうで
す。
♥ 幸運日：4
× 危険日：8

15 24
19 27

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】ひと休みの月。自分のことも他人
との関係も、あるいは仕事に関しても、いっ
たん距離を置いてそれぞれを見詰め直す時
間を持つと良いでしょう。あれこれと気付
きを得れば、上昇していくことができます。
【恋愛運】変化がありそう。友人として接し
ていた異性にときめきを感じて、恋人同士
になる可能性があります。相性の良い、性
格の良い、趣味や好みが合う異性はいませ
んか？その人との距離を縮めてみるのも良
いでしょう。
【金 運】徐々に上昇していく 9 月の金運。
ですので最初は辛抱しつつ、後半に動き出
すのが良いでしょう。あれこれ計画を立て
て、実行に移すのは後半です。勝負事も後
半にしておき、前半は有利に見えても挑発
に乗ったりしないようにしましょう。
♥ 幸運日：6
× 危険日：8

15 27
19 24

25
20

座

【【全体運】不安定な運気。体調面での不安
も多少あり、なかなか無理をできない状況
になりそうです。踏ん張りがきかないので、
いざというときに力が発揮できずに成果を
逃すこともありそうです。次回に挽回すれ
ば良いと前向きな気持ちを持つことをお勧
めします。

【全体運】落ち着いたひと月になりそうで
す。日常も仕事も特に大きなイベントに見
舞われることなく、人生を左右するような
出来事とは無縁の時間を過ごすことができ
るでしょう。不要な物を捨てたり売ったり、
整理や掃除をすることで良くない運気を祓
い去り、良い気を取り入れてください。

【恋愛運】恋愛運は好調。新たな出会いもあ
り、パートナーとの信頼関係も深まり、交
際に不満を感じることはないでしょう。心
に余裕が出て来るので、あなたが愛のキュー
ピッド役を買って出るのも良いでしょう。

【恋愛運】恋愛運は平均的なもの。特に波も
無く、出会いもあれば別れもありそうな感
じです。別れにしても決して後ろ向きな別
れではなく、お互いの成長につながるよう
な前向きな別れになりそうです。

【恋愛運】パートナーがいる人は、お互い別
の方向へと目を向けることになりそう。決
定的な別れにはならないものの、意識が相
手に向かない小さな溝が生まれそうな印象
です。
刹那的な出会いや恋愛に気持ちを持っ
て行かれると、大事なものを失うので注意
しておきましょう。

【金 運】金運はやや下降しつつ、20 日前
後に一気に上昇してまた下降するといった、
難しい運気をしているようです。つらいと
感じるような状況になることはないので、
普段通りに過ごすのが一番でしょう。

【金 運】金運は上昇後に下降。そのまま底
まで行きそうな、あまり良くない運気をし
ていると言えそうです。良いときの状態を
引きずってしまうと、ドンドン酷い状況に
なっていってしまうので注意しましょう。

【金 運】金運は好調なので、溜まっていた
欲求を吐き出してみても良いでしょう。人
と会う機会も多く作り、交際費を惜しむこ
となく出しても良いでしょう。ですが投資
などには向かない運気なのは注意点です。

♥ 幸運日：3
× 危険日：8

14
13

22
27

♥ 幸運日：7
× 危険日：3

19 28
14 22

【全体運】なにかしらを始める準備の期間、
助走の期間になると言えそうです。計画を
立てたり、取り組むことに対して必要なも
のの用意をしたりと、実際に動く前段階に
いると言えそうです。

♥ 幸運日：2
× 危険日：1

15
11

26
23
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ATLANTA お出かけガイド
Let's plan your outing with Atlanta Hangout Guide!

Event
JapanFest 2022

■■ 9 月 29 日 -10 月 2 日.
BMW ChampionshipSanderson Farms Championship.
The Country Club of Jackson,  Jackson,  MS
■■ 10 月 6 日 9 日.
Shriners Children's Open.
TPC Summerlin,  Las Vegas,  NV

DRAGON CON
Downtown Atlanta
265 Peachtree Center Ave NE, Atlanta, GA 30303
https://www.dragoncon.org/
■ 9 月 1 日 -5 日

or ts
PGA TOUR

PGA プロゴルフのツアー
2022-2023 シーズンです。

■■ 9 月 15 日 -18 日.
Fortinet Championship.
Silverado Resort and Spa (North Course),  Napa,  CA
■■ 9 月 22 日 -25 日.
Presidents Cup.
Quail Hollow Club,  Charlotte,  NC
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アトランタブレーブス
ホームゲームのみの案内です。
■■ 9 月 03 日から マリーンズ
■■ 9 月 16 日から フィリーズ
■■ 9 月 19 日から ナショナルズ
■■ 9 月 30 日から メッツ

2 連戦
3 連戦
3 連戦
3 連戦

アトランタファルコンズの
ゲーム案内です。

Music
Mercedes-Benz
Stadium
1 AMB Dr NW
Atlanta, GA 30313
www.mercedesbenzstadium.com
■■ 9 月 22 日
Elton John

State Farm Arena
1 State Farm Dr, Atlanta, GA 30303
☎ 404- 878-3000
www.statefarmarena.com
■■ 9 月 8-9 日
Kevin hart
■■ 9 月 16 日
The Killers
■■ 9 月 27 日
Karol G

1pm
1pm
1pm
1pm

Cadence Bank Amphitheatre
at Chastain Park

Ameris Bank Amphitheatre

NFL Atlanta Falcons

■■ 09 月 11 日 ( 日 ) 対 ニューオーリンズ
■■ 09 月 18 日 ( 日 ) 対 ロサンジェルス
■■ 09 月 25 日 ( 日 ) 対 シアトル
■■ 10 月 02 日 ( 日 ) 対 クレーブランド

Mary J Blige
Keith Urban
Post Malone

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。
■■ 9 月 02 日（金）
The Australian Pink Floyd Show
■■ 9 月 23 日（金）
Alicia The World Tour

Atlanta Braves
Gas South Convention Center
6400 Sugarloaf Parkway Duluth, GA 30097
www.japanfest.org
■ 9 月 17 日（土）10am - 6pm
■ 9 月 18 日（日）10am - 5pm
アトランタの秋の訪れとともにすっかり恒例となりまし
た JapanFest。35 年目を迎えたこのイベントは、今では
20,000 名を超える入場者を迎える行事となり、日米の文化
交流においてアメリカ南東部では重要な役割を果たすイベ
ントとなりました。
今年の JapanFest は「35th Anniversary - 七転び八起き」
をテーマに、伝統、音楽、ファッション、テクノロジー、
アニメの 5 つのカテゴリーから、様々な文化をご紹介。皆
様のご来場お待ちしております。

■■ 9 月 29 日
■■ 10 月 08 日
■■ 10 月 18 日

MLBS

MLBS

2200 Encore Parkway, Alpharetta, GA 30009
☎ 404-733-5010
www.vzwamp.com
■■ 09 月 21 日 ( 水）
Florence + The Machine
■■ 09 月 28 日 ( 水）
Alice In Chains
■■ 10 月 12 日 ( 月）
Stevie Nicks
■■ 10 月 13 日 ( 火）
Pitbull

Lakewood Amphitheatre
2002 Lakewood Way SW, Atlanta, GA 30315
☎ 404 443-5090
ｗｗｗ .thelakewoodamphitheater.com
■■ 9 月 22 日 ( 木）
Wu-Tang Clan
■■ 9 月 24 日 ( 金）
$UICIDEBOY$ c
■■ 10 月 01 日 ( 木）
Kevin Gates

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。
●● Broadway Across America

www.broadwayacrossamerica.com
■■ 09 月 13 日 -18 日
Pritty Woman
■■ 10 月 21 日 -23 日
Chicago
■■ 12 月 06 日 -11 日
Anastasia

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

Atlanta History Center
アトランタ歴史博物館

Zoo Atlanta
アトランタ動物園

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 )

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

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 )

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
9 時―5 時（4 月からは 9 時―7 時）

Uniquely

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 )

225 Baker St. Atlanta GA 30313
☎ 404-584-4000
www.georgiaaquarium.org

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 )

AT L

Fernbank 自然史博物館

Georgia Aquarium
ジョージア水族館

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

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

Nature,Parks

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

MLK Museum キング牧師博物館

Atlanta Botanical Garden
アトランタ植物園

■■ 火－日

Margaret Mitchell House

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
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/

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

●● 予約したほうが確実に参加できる
■■ 9 時―5 時 (10 分おき )

アトランタ矢島カイロプラクティック主催

★ AYC CLUB ★
会 場：
		
テーマ：
日 時：
		

Brook Run Park (Dunwoody)
4770 N Peachtree Rd, Dunwoody, GA 30338
第 14 回 腰痛予防＆改善
8 月 20 日（土）
午前 10 時～ 11 時半 ※雨天の場合は中止

		

10 時～ 10 時半：散歩 / 10 時半～ 11 時半：体操＆筋トレ

参加費：
持ち物：
集合場所：

無料 ※お申し込み不要
飲み物、運動のできる格好
公園内駐車場（左図参照）

★お問い合わせは WEB または電話 434-228-6815 まで
ANIS ATLANTA - September 2022
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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

ついに…リングへ
稽古の後に、ウチのメンバーであるアーネストが「シハン、
来週の日曜日アトランタで試合があるのだがもしよければマ
ネージャーをしてくれないか？」と言ってきた。実は私はその
ポジションを密かに狙っていたので「もちろん！」と即答。
当日、指定された会場に到着。パーキング係員に「$25.00」
と言われるが「リングに上がるのだが」というと、選手用のパー
キングスポットに案内された。ここですでにテンションが上が
り始める。裏口は VIP の入り口でもあるのでチケットを要求さ
れるが「アーネストミラーとリングに上がる」というとすんな
り通してくれた。
会場に入るとアーネストの奥さんが待っていてくれて、すぐ
に控室に案内してくれた。アメリカのプロレス興行の控室に入
るのはこれで二度目。１度目は、ウルティモドラゴンという日
本人の覆面レスラーの付き人のような形で一緒に入ったが、今
回は私も参加する立場なので気合が違う。
アメリカのプロレス（略してアメプロ）興業の控室は、参加
選手全員同じ控室で対戦相手も一緒の部屋だ。
アーネストが彼等に私を「オレの空手のインストラクターだ。
今日はマネージャー役だ」と紹介すると、向こうに「え？」と
動揺が走ったのを見逃さない ( 笑 )。
アーネストが毎週テレビ出ていた時代はヒール（悪役キャラ）
だったが、今日はベビーフェイス（善玉キャラ）である。にも
かかわらず、私は上下黒スーツに扇子をパタパタさせている超
ヒール風怪しい東洋人。友人にその写真を見せたら一言「反社」
と言われた。
出番の直前リングへの花道の後ろにスタンバイしていると、
前の試合を終えたばかりの選手が「痛い～！ベルトで頭を殴ら
れた」と叫びながら帰ってくる。その後すぐに相手の選手が入っ
てきて「悪かった」と謝っていたのを見て「いい世界だな」と

うれしくなった。
アーネストの試合はタッグマッチ。テーマ曲が会場全体に鳴
り響くといよいよ入場。アーネストは両手を上げて歓声に応え
ながら、私は扇子をパタパタさせながらリング周りを練り歩く。
観客は大騒ぎ。これは気持ち良い！キャパ 400 人位の会場でこ
の高揚感。楽しすぎる。一緒にリングに上がり指示などできる
立場にはないのだが、内緒話をしている子芝居を打ってから、
リング下に降りる。
相手の選手のマイクがパフォーマンスの最中、いきなり私に
向かって着ていた T シャツを投げつけてきやがった。こうやっ
て煽られたらそのに乗るのがアメプロだ。
試合中は試合の邪魔にならないように、扇子をヒラヒラさせ
ながら相手選手を挑発する言葉を連発してやる。これで相手に
私を嫌いになる理由を与える。
試合はアーネストチームの勝利で終わったが、相手チームは
試合前から私の存在が邪魔だったという事で、私に突っかかっ
てきた。その結果、相手チームのマネージャーと乱闘までさせ
てもらうオマケ付きで私のデビュー戦（？）は終了した。
控室に帰ってから、T シャツを投げつけてきた選手に「あな
たが T シャツを投げてくれたから、切っ掛けができた。ありが
とう」とお礼すると「あなたがいて良い試合になった」と言っ
てくれた。
相手のからはお礼を言われたけど「アーネストはどうだった
んだろうか？」心配していたら、次の稽古で「シハン、プロモー
ターが俺たちの試合が一番盛り上がったと言っていた。サン
キュー。オス」
本家悪役日本人マネージャーのサニーオノオさんに電話する
と「なかなか良かったみたいじゃない。あれは誰なんだって訊
かれたらボクの弟だって言っておくよ」と言ってくれた。
これでサニーさん公認。でも空手の師匠には言えないよな…。

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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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

清水歯科

スタッフ募集

スタッフ募集、日英バイリンガル、土曜
出勤可能な方、要労働ビザ。詳細は篠原
まで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

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

アクアスキン スタッフ募集

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

Healing Touch Iyashi

フロントスタッフ募集。日英バイリンガ
ル、 時 給 $15/hr（ ト レ ー ニ ン グ 期 間 中
$10/hr）月－日曜日の週２－３回も可能。
詳細は 404-883-3056 まで

レストラン求 人
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
フロントを募集しております。
お問合せは☎ 404-873-6582 もしくは
E yumiko@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

ビ ジ ネス
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

TANAKA レストラン

教

サーバーを募集しています、
詳細はお電話にて☎ 770-740-1488

ハナミズキ

Duluth

楽ラーメン

Duluth

ダンスレッスン

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

サーバー、キッチンシェフを募集。学生、
未経験者大歓迎。詳細は木下まで。
☎ 404-786-3307

Gekko Sushi スタッフ募集
寿司シェフを募集しています。
詳細は Jack まで☎ 770-906-6936

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

Sakura Sushi Bar

サーバー募集と寿司シェフを募集してい
ます。Lower Roswell エリア。
☎ 678-896-0026 Tim まで

Rusan Tower Place

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

SushiI Avenue Snellville

寿司ヘルパーとキッチンヘルパーを募集
しています。お問合せは☎ 770-985-1800

GOTO Peachtree City

サーバーとキッチンアシスタントを募集。
詳しくは 678-431-2059 Wooja まで

日本食シェフ募集 オーガスタ

オーガスタダウンタウン、アパートあり
☎ 404-451-5447 詳細はヨシまで

MIYABI サバナ GA

寿司シェフ、マネージャー補佐募集。
詳細はE miyabisavannah@gmai.com
☎ 912-352-7300 瀬尾まで。

寿司 KOJI グリーンビル SC

寿司シェフ、ウエイトレスを募集を募集
しています。詳細は☎ 864-569-7769 まで

寿司勝 グリーンビル SC

寿司シェフ、サーバーを急募しています。
詳細は☎ 864-288-2227 まで

花水木レストラン FL

授

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

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。詳しくは当店のウエブ
www.hanamizuki.us 求人情報欄をご覧く
ださい。花水木レストラン 407-363-7200

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 10 月号は
10 月 5 日ごろ配布予定

９月に入ってから、残暑の中に秋の気配が感じられるよ
うになりました。なんとなく 8 月とは空気が違って、ほっ
とするような毎日ですね。夏の疲れが出ている方もいらっ
しゃるのではないでしょうか。
先月に失ったドライブの保存データですが、専門の業者
にリカバリをお願いしました。最初の出来上がりは、こん
なものなのかという感じでしたが、必要なデータ部分がリ
カバリされていないと話したところ、もう一度やりなおし
てくれ、まぁほぼ満足ができる状態になりました。
なんなの？最初のはいいかげんだったのか？の疑問と、
締め切りに間に合わすために、必要ファイルの復旧は完了
しており、古いデータがいるのか？の疑問もありましたが、
あったほうがいいに決まっているので、懐は少々さみしく
なりましたが、やってもらってよかったとなりました。

ANIS ATLANTA
NO. 33
September 2022

今年は久しぶりに日本のお祭り「JapanFest」が開催され
ます。あまり外に出る機会がなかったこともあり、久しぶ
りにいろいろな人とお会いできるのかと思い、とても楽し
みです。
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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