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ぶらりアトラン◎Amicalola Falls State Park
アロマテラピー◎タウンゼント瞳
Hello! Atlanta◎鎌田桃佳

ジョージア・日本議会コーカス懇談会◎ICAGeorgia
アトランタ in-Town News◎平和の鐘 記念式典

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◎清水デンタル

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

混ぜて焼くだけ！かぼちゃのチーズケーキ
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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11 月のカレンダー
11 月 15 日

11

NOVEMBER

11 月のカレンダー
11 月 03 日
11 月 06 日
11 月 07 日
11 月 11 日
11 月 15 日
11 月 24 日
11 月 03 日

文化の日
Daylight Saving Time（夏時間終了）
立冬「りっとう」(Beginning of winter)
Veterans Day 復員軍人の日
七五三
Thanksgiving Day
文化の日

1946( 昭和 21) 年のこの日、平和と文化を重視した日本国憲
法が公布されたことを記念して、1948( 昭和 23) 年公布・制定
の祝日法で「自由と平和を愛し、文化をすすめる」国民の祝日
に定められた。戦前は、明治天皇の誕生日であることから、
「明
治節」という祝日だった。
11 月 06 日

Daylight Saving Time ( 夏時間終了 )

終了日の午前 2 時、時計の針を 1 時間戻します。
11 月 07 日

立冬「りっとう」(Beginning of winter)

二十四節気の一つで、初めて冬の気配が現われてくる日。
天文学的には、天球上の黄経 225 度の点を太陽が通過する時。
11 月 11 日

Veterans Day 復員軍人の日

1918 年 11 月 11 日に第 1 次世界大戦が終戦を迎え、大戦
で兵役を務めた人々に敬意を表すため、11 月 11 日を休戦記
念日としたのが始まりですが、現在では合衆国が参戦した全て
の戦争の退役軍人を慰労する日となっています。この日には退
役軍人の団体がパレードを行い、また、大統領がポトマック川
を挟んでワシントン DC の対岸にあるアーリントン・ナショナ
ル・セメタリーの無名兵士の墓にリースを供えるのが慣わしと
なっています。

七五三

男の子は数えで 3 歳と 5 歳、女の子は 3 歳と 7 歳の年に、
成長を祝って社寺に参詣する。
3 歳は髪を伸ばす「髪直」、5 歳は初めて袴をつける「袴着」
、
7 歳は本仕立ての着物と丸帯という大人の装いをする「帯解」
をそれぞれ祝う意味がある。
旧暦 11 月はその年の実りを神に感謝する月であり、旧暦
15 日は二十八宿で「何事をす
るにも吉」とされる鬼宿日に当
たったことから 11 月 15 日に
行われるようになった。今日で
は 11 月 15 日にこだわらずに
10 月から 11 月の間に行われ
るようになっている。
11 月 24 日

感謝祭 (Thanksgiving Day)

11 月の第４木曜ですが、米国人の多くは続く金曜日に休暇
を取って４日の連休とし、家族や友人たちを訪ねます。この休
日は、迫害を逃れてピューリタンがマサチューセッツに渡って
きた翌年の 1621 年に端を発します。
アメリカ大陸にやってきたピューリタンのおよそ半数が死ん
でしまった厳しい冬の後、彼らは近くに住む先住民に助けを求
めました。先住民は彼らにとうもろこしなどの農作物の育て方
を教え、その次の秋にはすばらしい豊作に恵まれたため、彼ら
は感謝のお祝いをすることを思いつきました。自らの繁栄に感
謝するだけでなく、ピルグリムが自由のために払った犠牲に思
いをはせる意味もあり、この祝日は国民的なものとなりました。
今日に至っても、サンクスギビングには最初のお祝いを再現
する、ローストターキー、クランベリーソース、ジャガイモ、
パンプキンパイなどが食卓に並びます。家族や友人たちと食事
を始める前に、幸福に感謝してお祈りをすることになっていま
す。
感謝祭の次の日は，After
Thanksgiving Day で、Black
Friday とよばれる大セール
日。日本の正月の初売りのよ
うに、多くの店に朝から長い
行列ができます。この日から
クリスマスまでセールが続き
ます。
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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：

マドンナ（Madonna）

生

1958 年 8 月 16 日

国

：
：

職業：

米国（ミシガン州ベイシティ）
ミュージシャン

母の実家のあるアメリカ合衆国ミシガン州ベイシティのマー
シー病院にて、8 人兄妹の 3 番目として誕生。
父はイタリア系アメリカ人 1 世のシルビオ・チッコーネ、母
はフランス系カナダ人のマドンナ・ルイーズ・チッコーネ。幼
少期を同州ポンティアック市で過ごした後、家族が増えたこと
により同州ローチェスターヒルズ市へ転居した。
父は、GM のデザインエンジニア。実母は、マドンナが 5 歳
の時乳癌で死去し、父はほどなく再婚した。母の死や、父およ
び継母との確執は彼女の心に大きな影響を及ぼし、
「プロミス・
トゥ・クライ」
「オー・ファーザー」などの楽曲で歌われている。
一方で弟や妹の面倒もよく見ていた。習い事を幼い頃からして
おり、最初はピアノを習っていたが、父親にバレエを習いたい
と懇願し、変えてもらった。その後、モダンダンスやジャズダ
ンスなどのダンスも習っている。
ミシガン大学に進学したが中退し、1978 年、35 ドルを手に
グレイハウンドの長距離バスで郷里を後にニューヨークへ出発
した。ニューヨーク到着後、タクシーの運転手にこの街で一番
大きな場所へ行ってと言い、タイムズスクエアで降りたマドン
ナは「私はこの世界で神よりも有名になる」
（神様と同じぐら
い有名になるまで、私は幸せではない）と誓った。
同年、ニューヨークで、
『パトリック・エルナンデス・レビュー』
にダンサーとして出演。他にも数々の職に就く。81 年にソロ
となり、ポップ・スターを目指すようになった。83 年から 84
年にかけてはレジー・ルーカスの制作によるファースト・アル
バムから「ホリデイ」
「ボーダーライン」
「ラッキー・スター」
が連続ヒットとなった。ファーストは、ソウル、ダンスのファ
ンからも評価された。セカンド・アルバム『ライク・ア・ヴァー
ジン』からもヒットが出たが、セカンド以降はポップス・ファ
ンによる人気に支えられたスターになり、今にいたっている。

I wouldn’t have turned out the way I was if I didn’t have all
those old-fashioned values to rebel against.
時代遅れの価値観に反発していなかったら、今の私はいないで
しょう
No matter who you are, no matter what you did, no matter
where you’ve come from, you can always change, become a
better version of yourself.
あなたが誰であれ、あなたが何をしたにせよ、あなたがどこか
ら来たにせよ、あなたはいつでも変わることができる、より良
いあなたになることができる。
To be brave is to love someone unconditionally, without
expecting anything in return. To just give. That takes courage,
because we don’t want to fall on our faces or leave ourselves
open to hurt.
勇敢であるということは、見返りを求めず、無条件に誰かを愛
すること。ただ与えるだけ。でもものすごく勇気が必要なの。
だって顔から転んだり、傷つくようなことはみんなしたくない
でしょ？
I’m always looking for something new: a new inspiration, a
new philosophy, a new way to look at something, new talent.
私は常に新しい“何か”を探しているの。新しいインスピレー
ションにフィロソフィー、視点や才能をね。
I’m not a feminist, I’m a humanist.
私はフェミニストではありません、ヒューマニストです。
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After School
【Roswell、Sandy springs教室】
【指導内容】※曜日変更は応相談。
月曜日
火曜日

ESL

日本語／硬筆・書き方ペン

国語／算数
水曜日

珠算

木曜日

書道

字は人を表します。
日本語を身に付けながら、
丁寧で綺麗な字を書きましょう！
※中高生の受験教科指導に関しては、6時以降となり
ます。詳細はお問合せ下さい。
お問い合わせ

08

会・栄光ラーニングセンター
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窓口

ニュースダイジェスト

ニュースダイジェスト
米エクソンモービル、ロシアの石油事業から撤退
米石油大手エクソンモービルは、ロシアの石油事業から撤退
したと明らかにした。エクソンモービルは、ロシア政府が油田
の権益を「接収」したと批判している。
エクソンモービルによれば、ロシア政府がロシア極東にある
石油・天然ガス開発事業「サハリン１」の権益を一方的に消滅
させた。

エクソンモービルの広報担当は、
「我々はロシア政府や他の
ステークホルダー（利害関係者）と協力するためあらゆる取り
組みを行った。ロシア政府は、２つの法令によって、サハリン
１のエクソンモービルの権益を一方的に消滅させた。プロジェ
クトはロシアの事業者に移管された」と述べた。
エクソンモービルは今年３月、ロシアによるウクライナ侵攻
を受けて、サハリン１からの撤退の手続きを始めていた。４月
にはサハリン１からの撤退に関連して 34 億ドルの損失を計上
したと明らかにしていた。
英シェルも５月にロシアでの潤滑油や小売りの事業について
売却すると発表した。その他のロシアでの事業については段階
的に停止する手続きを進めている。

風力・太陽光発電で記録達成

ロシア依存からの脱却

欧州連合（EU）で風力発電と太陽光発電を合わせた発電量が、
電力供給量割合の 24％を占めて過去最多を更新した。気候変
動シンクタンクのＥ３Ｇとエンバーがまとめた報告書で明らか

にした。
再生可能発電量の増加に伴い、今年３～９月にかけてＥＵ加
盟 27 カ国が回避したガス輸入は 990 億ユーロ（約 14 兆円）
となり、前年同期比で 110 億ユーロ増えた。
ＥＵはロシア産ガスへの依存状態からの脱却を目指してい
る。ロシア産のガスは 2020 年の時点でＥＵの化石燃料輸入の
41％を占めていた。
報告書によると、３月以来、ＥＵ加盟 27 カ国のうち 19 カ
国が風力・太陽光発電量で記録を達成した。前年比の伸び率は
ポーランドが 48.5％と最も高く、発電量の伸びはスペインの
7.4 テラワット時（TWh）が最高だった。スペインの再生可能
エネルギー発電量だけで、17 億ユーロのガス輸入回避につな
がった。
しかし化石ガスは依然として EU の電力量の 20％前後を占
め、約 820 億ユーロのコストが発生している。３～９月の風力・
太陽光発電量はＥＵ全体で、前年同期比１３％増の３４５TW
ｈに達した。この夏の干ばつによって水力発電が 21％減少し
なければ、再生可能エネルギー発電量はさらに増えていたはず
だとしている。
再生可能エネルギーが増えればインフレは抑制されると報告
書は指摘する。欧州のエネルギー価格は高止まりが続いている。
ロシアの欧州に対するガス輸出制限の結果、欧州は第２次世界
大戦以来、最大のインフレショックに見舞われ、1970 年代の
オイルショックを上回った。2022 年 9 月のエネルギーコスト
は前年比 40.8％増となり、EU 全体のインフレ率の 36％を占
めた。

米 CDC 所長がコロナ陽性、冬に向け感染者増加の懸念
米疾病対策センター（CDC）のワレンスキー所長が新型コロ
ナウイルスの検査で陽性反応を示した。
CDC の発表によると、10 月 21 日に陽性反応が出た。同氏
は先月、最新のワクチンの追加接種を受けていた。症状は軽く、
すでに自宅隔離中。予定されていた会議にはオンラインで参加
する。CDC の幹部や濃厚接触者は通知を受け、しかるべき健康
観察の措置を取っている。
米国内の感染者は秋に入って減少傾向を示してきたが、専門
家らは過去２年間と同様、冬にまた増える可能性があると指摘
する。複数の新たな変異株も広がり始めている。
これまでの研究によれば、追加接種を受けた人は接種が遅れ
ている人に比べ、重症化や感染自体の確率が低い。特にワクチ
ンを一度も打っていない人との差は大きいとされる。

ANIS ATLANTA - November 2022
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米国ではすでにワクチン接種を完了していた５歳以上の子ど
もと大人を対象に、従来株とオミクロン株の BA.4、BA.5 に対
応した２価ワクチンの追加接種が進められている。前回のワク
チン接種から少なくとも２カ月、感染した場合はそれから少な
くとも３カ月経過した時点での接種が推奨される。
米政権内部ではこれまでに、ファウチ大統領首席医療顧問と
ベセラ厚生長官が６月に、バイデン大統領が７月、ジル夫人が
８月に、それぞれ陽性反応を示し、すでに回復している。

米国で過小評価されている旅行先
ディズニー・ワールドやタイムズスクエアなどは観光客で大
にぎわいかもしれないが、米国内には旅行客がいまだにノー
マークの場所が数えきれないほどある。ここでは都市や国立公
園、さらには州全体まで、依然として過小評価されている旅行
先を紹介する。
マサチューセッツ州中央部
マサチューセッツ州の見どこ
ろは、西部のバークシャーや、
東部のボストンやケープコッド
だけではない。
中央部にあるスプリング
フィールドは、1891 年にバスケットボールが誕生したネイス
ミス記念バスケットボール殿堂や児童文学作家ドクター・スー
スを記念した博物館などがある。
LGBTQ（性的少数者）フレンドリーなノーザンプトンも訪
れる価値がある。コネチカット川を渡り、北部の森を通過する
ニューイングランドトレイルをハイキングするのもお薦めだ。
ロードアイランド州ブロック島

島の 10％が野生生物保護区や
自然保護区として保護されてい
るブロック島。自然保護団体の
ザ・ネイチャー・コンサーバン
シーは、西半球における
「最後の
素晴らしい場所 12 選」
のひとつ
にブロック島を指定している。
日中は海水浴やサイクリング、海岸と内陸部をつなぐトレッ
キングなどが楽しめる。日没後は「キャプテンニックス」や「イ
エローキッテンズ」といった地元のバーに繰り出そう。

ニューヨーク州バファロー
かつては五大湖とエリー運
河の合流地点にある新興都市
として栄えた州北部のバファ
ローだが、20 世紀の大半は
ほとんど目立たない存在だった。
そのため、多くの伝統的な建造物が今も数多く残っている。
ギリシャ復興様式のバファロー歴史博物館、植物園内にある
ビクトリア様式のグラスハウス、フランク・ロイド・ライトの
マーティンハウスなどは、その一例に過ぎない。
ウォーターフロントも生まれ変わった。エリア内にはショッ
ピングやエンターテインメントの地区のほか、ハイキング・サ
イクリングコース、海軍海事博物館、穀物倉庫が象徴的なサイ
ロシティーなどがある。また、ナイアガラの滝もすぐ近くにあ
る。
ペンシルベニア・ワイルズ
フォレストカテドラルの原生
林や大西洋岸中部のグランド
キャニオンとして知られるパイ
ンクリークなど、ペンシルベニ
ア州の北中部には手つかずの自
然が残されている。
ミシシッピ川以東で最も人口の少ない地域のひとつであるワ
イルズには、アレゲニー国有林のほか、２９の州立公園、国立
原生景観河川に指定された２つの河川、チェリースプリングス
にある世界有数の天体観測センターがある。１８８２年の開通
当時「世界８番目の不思議」と呼ばれたキンズア橋も残ってい
る。
ウェストバージニア州
歴史ファンやアウトドア愛好
家にとって天国とも言える場所
がウェストバージニア州だ。
ハーパーズフェリーでは、
1859 年に奴隷解放の運動家
ジョン・ブラウンが南北戦争の引き金となった襲撃事件を起こ
した。その３年後に起きたハーパーズフェリーの戦いでは、南
軍のロバート・Ｅ・リー将軍とストーンウォール・ジャクソン
将軍が北軍を攻撃し降伏させた。同地はまた、アパラチアン・
トレイルやチェサピーク・オハイオ運河ウォークの出発点にも
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なっている。
2020 年後半には、ニューリバーゴージ国立公園が米国で最
も新しい国立公園に登録された。ホワイトウォータースポーツ
やハイキングのほか、巨大なニューリバーゴージ橋からとび降
りるアクティビティーが楽しめる。
ノースカロライナ州ダーラム
かつてたばこ産業で栄えた
ダーラムは、たばこ工場跡地に
オープンした複合商業施設のア
メリカン・タバコ・キャンパス
を中心に科学、芸術、スポーツ、
エンターテインメントの中心地
へと進化し、活気あふれるダウンタウンに生まれ変わった。
全米で最も有名なマイナーリーグの野球チーム、ダーラム・
ブルズの試合観戦や、地球上で最も希少な哺乳類のひとつ、キ
ツネザルが見られるデューク・リーマー・センターの見学など
ができる。市内にあるクラフトビールの醸造所を訪れるのもい
いだろう。
ジョージア州カンバーランド島国立海岸
ジョージア州最大級の堡礁
（ほしょう）島であるカンバー
ランド島では、馬、ウミガメ、
ワニなど数多くの野生生物を見
ることができる。
旅行客の多くは日帰りで島を
訪れるが、宿泊する場合はビーチサイドのキャンプ場が利用
できるほか、鉄鋼で有名なカーネギー一族が経営するグレイ
フィールド・イン（1900 年建設）に泊まるのもお薦めだ。
島内にある教会では過去に、ジョン・F・ケネディ・ジュニ
アとキャロリン・ベセット（ともに故人）が結婚式を挙げている。
フロリダ州の「忘れ去られた海岸」
メキシコ湾沿いのポートセン
トジョーとセントマークスを結
ぶこの海岸。セントジョセフ半
島とセントジョージ島のビーチ
には真っ白な美しい砂浜が広が
り、州内の有名なビーチと比べ

て人も少ない。ワクラスプリングス州立公園やセントマークス
国立野生生物保護区には、マナティーやオオカバマダラなどの
野生生物が生息している。
セントマークス・ストーンクラブフェスティバル（10 月）
とアパラチコーラで開催されるフロリダシーフードフェスティ
バル（11 月）では、とれたての新鮮な貝に舌鼓を打ちながら
生演奏を堪能しよう。
アーカンソー州ワシタ山地
ワシタ山地南東端の谷間にあ
るホットスプリングス国立公
園は、初めて公共浴場ができ
た 1830 年代から人気観光地と
なっているが、それより高地に
まで足を踏み入れる観光客はほ
とんどいない。
だが、近隣のオザークスと異なり、ほとんど観光地化されて
いないワシタ山地は、ハイキングや釣りを１人で存分に楽しみ
たい人にとっては理想的な場所だという。
一方、同州の最高標高地点を誇るマガジン山は、ハンググラ
イダーのメッカであり、マウンテンバイクのルートも充実して
いる。
オクラホマ州
オクラホマ州は過小評価され
ている場所のひとつだが、早め
に訪問することをお薦めしたい。
特にパセオ、プラザ、アップタ
ウン 23 区、アジア地区では多
彩なグルメが満喫できる。
国立カウボーイ＆ウェスタンヘリテージ博物館とオクラホマ
シティー国立記念博物館は必見。アウトドア派は、市内中心部
にあるリバースポート OKC でラフティングやスカイトレイル
などを楽しもう。
歴史ある国道 66 号線沿いには、昔ながらのダイナーや博物
館などが点在している。タルサには地元の英雄を記念した、ウ
ディー・ガスリーやボブ・ディランの博物館がある。西部開拓
時代の面影が残るメディスンパークやウィチタ山地近郊にも足
を延ばしてみよう。
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ぶらりアトラン◎ Amicalola Falls State Park

ぶらり
アトランタ
Amicalola Falls State Park
大自然を楽しもう！
アミカロラフォールズ州立公園＆ロッジは、ジョージア州
ドーソンビルのエリジェイとダロネガの間にある 829 エー
カーのジョージア州立公園です。アトランタから車で 1.5 時
間程です。
公園の名前は、
「タンブリングウォーターズ」を意味する
チェロキー語に由来しています。公園には、ジョージア州で
最も高い 729 フィートの滝、アミカロラの滝があり、600
段以上の階段を上り、滝を下から横から上からと眺められま
す。もちろん車で上部に行くことも可能です。公園やピクニッ
クエリア、上部にはジップラインも眺望のよいホテルもあり
ます。またアパラチア山脈へとつながるトレイルもあり、ご
家族で楽しむことができますよ。

CHECK OUT!
Burt's Pumpkin Farm
秋の思い出作りに

418 Amicalola Falls State Park Rd, Dawsonville, GA 30534
(706) 265-8888
https://www.amicalolafallslodge.com/

ハイキング帰りに、パンプキン・パッチ（Pumpkin Patch）
と呼ばれる、ハロウィンの飾り用のカボチャが売られている
バーツ・パンプキン・ファームに行ってきました。
広大な敷地一面に、オレンジ色のカボチャが転がっている
のは圧巻です。畑の中にはフォトスポットがたくさんありま
す。併設するショップではハロウィンのデコレーションやク
ラフト商品も扱っています。

5 Burts Pumpkin Farm Rd, Dawsonville, GA 30534
(706) 265-3701
https://www.burtspumpkinfarmga.com/
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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
アロマでウイルス対策
11 月に入りだいぶ秋も深まってきましたね。秋の長いジョージア州は寒暖差こそ激しいですが、気持ちの良い季節を
長く堪能できるのは素敵な特権です。カラッとした空気に美しい紅葉は嬉しいですが、それには乾燥と寒暖の差によって
流行る風邪やインフルエンザがつきもの。今月はそんな厄介ものにアロマでできる対策をご紹介します。

予防と弊害
風邪やインフルエンザ、新型コロナなど症状や経過など異なっているところもありますが、予防法は基本的に同じです。
手洗い、手指や身の回りの消毒、室内の空気の浄化など、体内に病原菌が侵入する前に予防できることはたくさんあります。
しかし、手洗いや消毒により肌荒れ、ただれ、ひどい時は火傷をひき起こします。また細菌やウイルスを死滅させる消毒
スプレーは、目に見えない粒子が長い間空気中に留まるため、それが呼吸器の異常を引き起こしたり、目がしばしばする、
皮膚が痒くなるなど体にさまざまな悪影響を与えることもあります。特に小さなお子さんやペットは体が小さく敏感です
ので影響を受けやすくなります。そこで頼れるのがエッセンシャルオイルです。

エッセンシャルオイルの効果
エッセンシャルオイルは天然の抗菌、抗ウィルス剤として効果を期待できるだけでなく、他にもさまざまな効果があり
ます。たとえば、咳を鎮めたり、痰をやわらかくし鼻の通りを良くしてくれたり、関節の痛みや頭痛を和らげてくれる効
果もあります。病原菌の侵入を抑える身体づくりを助け、症状の進行を抑えることにつながります。

どんなオイルが効果的？
細菌やウイルス侵入を防ぐのによく使われるエッセンシャルオイルはい
ろいろありますが、ティーツリー（別名：メラルーカ）タイム、シナモ
ン、クローブ、ペパーミント、ローズマリー、ヘリクリサム、ラベンダー、
レモン、ユーカリ、ジュニパーベリー、サイプレス、オレンジなどがあ
ります。単体で使うのももちろんいいですが、ブレンドして使うことで
相乗効果が期待でき、香りも豊かになります。もともとブレンドしてあ
るものをつかうのもいいでしょう。

空気の浄化
ホリデーの季節がやってきたので、人が集まることも多いでしょう。
そんな時は皆が集まるところにディフューザーを焚いておくと、除菌に
なるだけでなく、いい香りが部屋の雰囲気作りを助けてくれます。柑橘
系のオレンジやレモンは万人向けなので、柑橘系とブレンドするのがお
すすめです。また咳など呼吸器系の症状があるときにはユーカリ、サイ
プレス、ローズマリー、ペパーミントなどをブレンドしてディフューズ
すると空気の洗浄になるだけでなく呼吸も楽にしてくれます。寝るとき
には枕元でディフューズすると呼吸が楽になり安眠も期待できます。
外出の際にはアロマスティックなどにオイルを垂らして持ち歩いた
り、マスクを使用する場合にはマスクにエッセンシャルオイルを垂らした
ティッシュなどを挟んだりすることでウイルスの侵入を防ぐだけでなく呼
吸を楽にしてくれます。（エッセンシャルオイルが直接肌に触れないよう
に気を付けてください）
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ハンドソープ
抗菌、抗ウイルスのソープはたくさん出回っていますが肌
にも刺激が強く肌荒れの原因にもなります。ナチュラル系
のソープを使うのもいいですが、簡単に安価で安全なハン
ドソープを作ることができます。材料もスーパーで簡単に
手に入れることができます。
【材料】
空の泡ボトル..............................................................（200ml 入るもの）
無香料の Castle soap ............................................. 50ml
（Dr. Bronner のベビーソープがおすすめ。
）
ぬるま湯....................................................................... 150ml
エッセンシャルオイル............................................ 10 滴

ハンドサニタイザー
手洗いができる環境があれば手洗いすることが一番ですが、す
ぐに手洗いができない環境などには便利でいいですよね。ただ
肌荒れも心配ですが、市販されている多くのハンドサニタイザー
にはトリクロサン (triclosan) という抗菌剤が含まれていてホルモ
ン機能に影響します。そして抗菌剤は良いバクテリアも死滅さ
せてしまうため、肌の免疫機能を低下させてしまうのです。安
全なものを手作りしてみましょう。ハンドサニタイザーもとて
も簡単にできます。
ジェル状ハンドサニタイザー
【材料】
ウォッカか Grain Alcohol...................................... 65ml
アロエべラジェル..................................................... 大さじ２
エッセンシャルオイル............................................ 5 ～ 10 滴

【作り方】
1. 使用済みの空の泡ボトルを使う際はよく洗って乾かしてか
【作り方】
ら使用する。
1. アルコールとアロエベラジェルをきれいなボールの中に入
2. Castle soap を容器に入れ、そこにエッセンシャルオイルを
れて泡立て器でよく混ぜ合わせます。
垂らす。
2. エッセンシャルオイルを加えて混ぜたらアルコールで消毒
3. ソープとオイルが混ざったらぬるま湯をゆっくりとボトル
した小さな容器に入れ替える。
の９割ほどまで入れる。蓋をし、よく混ぜる。
おすすめのブレンド
•

メラルーカ５滴 , ラベンダー３滴 , レモン２滴

•

オレンジ４滴 , シナモン２滴 , クローブ２滴 , ローズマリー２滴

•

ジュニパーベリー５滴 , サイプレス３滴 , オレンジ２滴

スプレー状サニタイザー
【材料】
空のガラススプレーボトル.................................. (60ml 入るもの )
エッセンシャルオイル............................................
オレンジ 5 滴、ティーツリー 5 滴 , レモン 5 滴など
ビタミン E オイル 5 滴（あれば）
....................................... 適宜
精製水（Distilled water）
ウォッカか Grain Alcohol...................................... 大さじ３
【作り方】
1. ガラスのボトルにアルコールを入れて一度すすぐ。
2. 新たにアルコールを入れ直し、エッセンシャルオイルとビタ
ミン E オイルを入れて軽くふり混ぜる
3. 精製水を９分目まで入れたら蓋をし、使うたびによく振って
から手にスプレーする。
いかがでしたか？ナチュラル生活は意外と簡単で節約にもな
るのでぜひ簡単なところから始めてみてください。また風邪や
インフルエンザなどの予防には健康な体で免疫システムをしっ
かり働かせることが第一です。体を動かし、健康な食生活をし、
しっかり睡眠をとり、これから来る冬に備えてください。

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 - November 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

〜秋色雑貨編〜

冬の前の匂い
私の母校では、毎年 11 月にバザーを開催していました。生徒、保護者、歴代
卒業生達のハンドメイド作品や季節のリース、輸入菓子など盛り沢山で、学校
行事の中で文化祭の次に好きな行事でした。生徒達は各自決められた数のハン

【イミテーショ
ンブック】
中は空洞の箱。
結構大きめの
サイズなので、
ベッドサイド
に溜まりがち
な細々した物
を収納するの
にも便利。
(Shoppe
smitten)

ドメイド作品を出さなければならないのですが、自分で作る事を放棄し母親に
作ってもらう子もいるので、出品物はピンキリとはいえかなりクォリティーが
高い物が出るのです。しかも値段は出品した本人がつけるので、中にはチャリ
ティーである事を踏まえても驚愕するような安値をつける人もいて、掘り出し
物の宝庫！ちゃんと手足が動く可愛いはぎれ布を使ったテディベアとかが、数
百円で埋もれていることも。当時バザーで買った、お花の手刺繍が可愛いクラッ
チバッグ。時代が変わっても未だ可愛く、捨てられません。当時それが何なの
か知らないまま購入したブルーのメダイユ ( 聖母マリア像が彫られたチャーム
でお祈りの道具 )。
『天空の城ラピュタ』の飛行石のペンダントのごとく特別感
を醸し出し、中二病真っ盛りだった思春期乙女心にクリティカルヒット。これ
も未だ捨てられません。毎年生徒の手描きの絵をフードパックの包装紙に使っ
ていたのですが、卒業後数年経てからバザーに訪れた際、学生時代の私のイラ
ストを印刷した物が未だに使用されていて、ものすごく感動しました。秋にな
りそこかしこで開催される Fall Festival の看板を見掛けると、母校のバザー
を思い出し郷愁の念にかられます。踏み締める落ち葉の色や町並みのデコレー
ションが暖色系になっていくと共に、購買意欲も高まります。本格的冬に突入
する前の、秋の匂いを感じる秋色雑貨を紹介します。
【ウッドベース】
小学生の時色白の子と並ん
で い た ら、 先 生 に「 白 豚
ちゃんと黒豚ちゃん ( 私 )
だね。」と言われた事を思
い出すウッドベース。
( 白：The Gibson Co.
黒：MAGNOLIA)

【U 字ピアス】
画家の友人が同じお店に
卸してるジュエリー作
家さんのピアスをくれたのがキッカケで知った
BROKEN ANKLES。ハードなブランド名と裏腹
にキュートなジュエリー。
(MADE MERCANTILE)

【チーズグリル皿】
和食器のような面持ちだけど、チーズグリル皿。
(Pine and Pigment)
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【横長クッション】
横ライン一本のみの
シンプルクッション。
(Target)
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【収納カゴ】
フェルト素材で温かそうな収納カゴ。
(Target)

【キャンドルホルダー】
真鍮だけれど想像して
いたより茶色い子が届
き ま し た。 ト 音 記 号 の
よ う な、 一 筆 書 き の 曲
線がユニーク。
(Shoppe smitten)

【花冠】
自分でかぶる為に購入しましたが、
何か？ Milton にある
ドーナツ屋 Bloom
Roadside のオ
ーナーでもある
ナオコさんの、
秋色で束ね
られた華奢
な花冠。
子供用も。
(tsubamef lowers.
com)
【マロン色花瓶達】
無性にモンブランが食べたくなる秋色の花瓶達。
(Target)

【羽根のアート】
茶系のアートは部屋馴染
み が 良 く、 ど こ に で も
飾りやすいです。
(Target)

【木製チェーン】
インテリアに一つ加える
と映えるチェーンデコ。
(T.J.Maxx)

【秋色造花】
ほんのりピンク
がかったスモー
キーベージュが、
枯葉色の中で温
かい。
(Hobby
Lobby)
【グレーラグ】この柄のクッションカバー流行ってまますね。流行の取り入れ方とコスパが優秀過ぎる！ (Target)
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ジョージア・日本議会コーカス懇談会◎ ICAGeorgia

The Georgia-Japan Legislative Caucus Delegation
visit to International Charter Academy of Georgia
10 月６日（木）
、ジョージア・日本議会コーカスの懇談会が
ジョージア・チャーター学院にて行われました。
はじめに、フェリーシャ・タッカー＝ジョーンズ校長及び学
院理事長のロバート・ジョンソン氏より、ジョージア・チャーター
学院の日本語と英語のデュアル・イマージョン・プログラムや、
チャーター・スクールのファイナンスなどについて、コーカス
代表団へプレゼンテーションがありました。
• バイリンガル・コーラスとソーラン節の披露
3 年生と４年生が日本の童謡「ふるさと」を日本語で、そし
て「イッツ・ア・スモール・ワールド」を日本語と英語の 2
言語で披露しました。５年生は、2 カ月に渡り練習をしてき
たソーラン節を踊りました。元気のある子供たちのパフォー
マンスに、代表団のみなさんも笑顔であふれていました。
• 学校見学
デュアル・イマージョン教育の現場を実際にご覧いただくた
めに、各学年の教室へご案内しました。英語そして日本語の
授業を興味深く見学し、教室や廊下にある児童の展示作品な
どを鑑賞していただきました。
• ジョージア・チャーター学院フード・パントリー＆リソース
ルーム
今学年度、校内に開設したばかりのフード・パントリー＆リ
ソースルームの見学。マッキニー・ヴェント法の説明や、地
元コミュニティへの協力のプラン、そしてニーズのあるファ
ミリーが誰でもアクセスできる部屋としてオープンした背景
など、熱心にお聴きいただきました。

この懇談会により、ジョージア州のチャータースクールとし
て、ユニークな環境で日本語と英語のイマージョン教育を提供
する公立学校を紹介する良い機会となりました。
ディナー・イベント『ダイニング・ウィズ・スカーラー』
2023 年 4 月 21 日、学校のチャリティー・イベントとして、
『ダ
イニング・ウィズ・スカーラー』セミフォーマル・ディナーイ
ベントを開催します。
ジョージア・チャーター学院のサポートにご興味のある方は、
学校オフィスへ E メール（info@internationalcharteracademy.
org）もしくは電話 770-604-0007 までご連絡ください。
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アトランタ in-Town News ◎平和の鐘 記念
式典

アトランタ
in-Town News
平和の鐘 記念式典
本総領事館並びにジェトロアトランタが協力して、日本とジョー
ジア州の人々の友情のシンボルとして、カーターセンターにあ
る平和の鐘を収める鐘撞堂が完成し、9 月 30 日に式典が行わ
れました。
ジミー・カーター元大統領は、10 月 1 日に 98 回目の誕生日
を祝い、数十年ぶりに日本古来の平和の鐘が鳴るという贈り物
を受け取ることになりました。

在アトランタ総領事の竹内一之氏は、ジョージア日米協会、
ジョージア日本商工会議所、日本貿易振興機構の指導者を集め
ました。 彼は、日本とジョージアの友情の永続的なシンボルを
築きたいと考えていました。
「この鐘撞堂は、ジョージアと日本の友好の象徴であり、将来
の発展において両国の関係に非常に役立つため、私の夢が実現
しました」と語られました。また、土曜日に一年中フリーダム
ファーマーズ マーケットが開催される場所であるとも述べ「将
来、平和と友情の象徴として、笑いと喜びの鐘が毎週鳴ること
を願っています。」と語られました。

ジミー・カーター元大統領の孫であり、カーター・センター
の評議員会の会長であるジェイソン・カーター氏は、9 月 30 日
の式典でスピーチをされ、彼の祖父母は、ジョージアと日本の
間の協力と友情の象徴に感謝していると語りました。

平和の鐘を収めた鐘撞堂は、日本に息づく素晴らしいクラフ
トマンシップとそのディテールは、息をのむような美しさです。
日米の永遠のシンボルとして平和の鐘が、国際交流のシンボル
となっていくことを祈ります。

ジョージア日米協会、ジョージア日米商工会、アトランタ日
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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
経済の状況が徐々に変わりつつあり、米国ではレイオフをす

離れた場所から指導する能力、フィードバックを明確に伝える

る大手企業のニュースを耳にすることもあります。そんな状況

能力などが不可欠とされています。反対に企業文化があまり良

下、労働者が仕事を探す際に求めているものも変化してきてい

いものではないと労働者が感じている場合、現職に残る可能性

ます。これまでは、リモートワーク、ハイブリッドワーク、フ

は 39％まで下がるという結果が出ていますので、企業文化のイ

レキシビリティといった、柔軟性に関する項目が仕事を探す上

ンパクトがいかに大きいか理解できると思います。

での筆頭条件でしたが、最近では、ワークエクスペリエンスが
非常に重要視されていることが分かっています。

ポストパンデミックの世界では、仕事そのものが着々と変化
しています。仕事が変われば、ワークエクスペリエンスも進化

グローバルコミュニケーション企業である BCW が、15 か国

する必要がありますので、企業は労働者がベストを尽くしたい

13,488 名に実施した調査によると、労働者は現在、下記のよう

と思う場所を提供することが大切です。一方、労働者は色々な

な条件を求めています。

変化に対応できる柔軟性を持ち、楽しむことも必要です。変化
が起こる、ということは、新しいことを創造する絶好のチャン

• 52％ - 経済的に安定した企業での雇用保障を重要視している

スとなります。会社に条件を望むだけではなく、自ら考え進ん

• 50% - 安全で快適な職場を望んでいる

で行動してみましょう。あなたのワークエクスペリエンスもど

• 49% - 高額な給与と十分な休暇を望んでいる

んどんポジティブなものに進化していくことでしょう。

• 48% - 企業文化を重要視している
参照 : Forbes“Forget Hybrid And Flexible Work. What People
今まで労働者が求めていた、勤務する場所については優先順

Want Now Is Job Security”

位がかなり低くなっており、同社の調査では、51 番目に位置付
けられていました。以前は、オフィスワークに戻らなければい
けないために転職活動をする、と話していた求職者が多かった
のですが、最近では、その様な声もあまり聞かなくなりました。
企業文化を最も重視しているという回答は意外かもしれませ
んが、実は非常に大きいインパクトがあります。BCW の調査で
は、今後 1 年間で、半数は現職に留まる可能性があると答えて
いますが、雇用が安定していたり、給与や職場環境が良い場合は、
現職に留まる可能性が 18％増加し、企業文化が気に入っている
場合は、更にプラス 24％が現職に残ると答えています。
特に Z 世代では企業文化は非常に重視されています。雇用主
がオープンで且つ誠実なコミュニケーションを取り、帰属意識
と価値観、リーダーシップ、ウェルビーイングなどに注力して
いることが非常に大切だと言われています。
また、リーダーシップに於いて、労働者が求めているリーダー
シップは以前と異なり、人々にインスパイア―を与える能力、

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

Akiko Komura
ANIS ATLANTA - November 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。

米国市民権の選択肢

日本人でグリーンカードを申請する人は多くいますが、米
国市民権申請を希望する人は他国民に比べ比較的に少ないと
いえるでしょう。その理由の一つには、日本政府は二重国籍を
認めていないことがあげられます。将来は日本に帰るオプショ
ンを維持しておきたいという声をよく聞きますが、しかしなが
ら、様々な理由で米国籍取得を検討する場合があります。下記
にその主な理由について説明します。

を取得した場合は実質 3 年以上アメリカに滞在していること
が条件となります。また、申請直前の５年間の半分（結婚によ
る永住権であれば３年間の半分）は米国に滞在していなければ
なりません。したがって、２年半以上（結婚による永住権であ
れば、18 ヶ月以上）米国を離れていれば、米国市民権申請の
条件を満たさなくなるで、米国を離れる前にあらゆる選択肢を
検討したほうがよいでしょう。

夫婦間の相続税：配偶者がなくなった場合、米国市民権保持者
であれば夫婦間の遺産相続税は免税されますが、残された配偶
者が米国市民権をもっていなければ多大な遺産相続税が課せ
られることがあります。これを回避するためには、一旦遺産を
信託に預け、残された配偶者を生涯受益者として任命し、元本
を次世代に相続して税金の支払いを先延ばしにするか、もしく
は配偶者が永住権保持者であれば事前に米国市民権を申請・取
得し、夫婦間の税金を免除してもらうことも検討できます。

子供の留学・就職：永住権取得後に子供が日本に留学・就職を
希望し米国を長期不在にする場合、不在中も永住権を維持する
には、上記同様、米国を離れる前に再入国手続きを行わなけれ
ばなりません。ただし、日本での留学や就職が４年を超えた場
合、米国に永住する意思を証明することが難しくなり、再入国
手帳の延長が難しくなります。従って、再入国手帳が有効な間
に米国に戻るのか、或は５年以上日本に滞在するのであれば米
国市民権を申請してアメリカ人として日本に留学・就労にいく
かなど、米国を離れる前にあらゆる選択肢を検討したほうがよ
いでしょう。米国市民権をとった場合、日本に入国するために
は、入国目的にあわせて日本の学生ビザや就労ビザを申請する
必要がでてきます。

親の呼寄せ：日本に親の面相を見る人がいなくなり、親を米国
に呼びよせる必要がでてきた場合、親はビザ免除プログラム
の ESTA をつかって 90 日以内米国に滞在することができます。
しかし、ESTA はアメリカ国内での滞在期間を延長することが
できません。B2 観光ビザであれば、米国内で滞在期間の延長
申請をすることはできますが、B2 ビザで永遠にアメリカに滞
在することはできません。ESTA も B2 観光ビザも短期滞在者
用の滞在資格なので、日本に戻る予定がないのであれば、永住
権の申請を行わなければなりません。しかしながら、永住権保
持者は親の永住権をスポンサーすることはできません。永住権
保持者が米国市民権を取得すれば、米国市民スポンサーとして
親の永住権を申請することができるようになります。
親の看病：日本にいる親の看病のために長期日本に戻る必要が
でてくる場合があります。しかし、永住権保持者が１年以上ア
メリカを離れていると、原則として永住権は失効してしまいま
す。また、１年間のうち半年以上米国を不在にしていても、米
国に永住する意思がないと判断されれば、入国時にグリーン
カードを没収されることがあります。米国不在中もグリーン
カードを維持するには、事前に再入国手続きを行うことができ
ます。この手帳は２年間有効で、この間は米国を離れていても
米国の永住権を維持することができます。再入国手帳を延長す
ることはできますが、米国不在期間が４年を超えると、米国に
永住する意思を証明することが難しくなり、延長が難しくなり
ます。その他の選択肢として、米国市民権を申請する方法があ
ります。しかしながら、自らの意思で米国市民権を取得した場
合、日本のパスポートの更新ができなくなります。その場合、
日本への滞在ビザを申請して日本には外国人として入国する
ことになります。ただ、米国市民権を申請するためには、永住
権取得時から実質 5 年以上、米国市民との結婚により永住権

二重国籍問題：上述のようなアメリカのビザ事情により、実際
問題として、日本での就学や就労に興味のある子ほど、米国籍
を選択しなければ日本に長期滞在できないという矛盾した状
態におかれています。欧米諸国の多くは自国との二重国籍をみ
とめていますが、日本をはじめ多くのアジア諸国では自国との
二重国籍を認めていません。日本国憲法第十一条では、自らの
意思で外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失うとされ
ています。従って、今の日本の国籍制度では、将来日米間の架
け橋となる子供たちをみすみす外国籍選択に追い込んでいる
傾向にあり、日本の少子化に拍車をかけているようにもみられ
ます。日米の両カ国で育った子供にどちらかの一方の国籍の選
択を義務化するのは、父親か母親の一方を選ぶように強制して
いるかのようで、少し酷であるように思われますが、日本政府
が二重国籍を認めるには、兵役問題など様々な問題が残ってい
るようです。
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）
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

（35） 野呂利

歩

中国脅威の現実
2017 年、中国はワシントン DC の国立植物庭園の一角に、豪
勢な中華ガーデンを建設する計画を申請した。
”日米友好”を表
看板に、総工費一億ドルを投じ Capitol Hill と目と鼻の先に作る
という。ＤＣ当局は新たな観光スポットとして旅行者集客が期
待できると計画を歓迎した。だが FBI スパイ防止部門が計画を
精査したところ、次々と Red Flag が上がった。計画が怪しいの
である。
まず、US Capitol からたった２マイルの高台に建設するとい
う約 20 ｍ高さの仏塔パゴダ。パゴダ内に傍受機器を備えれば、
政治の中枢である Capitol ビル及び周辺から発せられる情報が
傍受可能となる。更に、パゴダの建設資材関連は全て中国本土
から外交官関連物品として持ち込むという。検査されては困る
物を持ち込むということだ。計画は不許可となり中国の目論み
は頓挫した。
中国はオバマ政権の初期、米国内で Hwaway 機器を使用し
た携帯通信網の建設拡大に”静かに”乗り出した。携帯通信網
が手薄な田舎で、かつ米軍事施設がある地域に照準を合わせ、
Mid West の大手プロバイダーと契約、格安プランで次々と顧
客を獲得していった。FBI が”格安”の内容を精査したところ、

民間企業では考えられない採算度外視の大幅コスト割れ価格で
販売していたことが判明、周辺 5 州で約 1000 の通信タワー建
設に到達していた。
もちろん、民間用と軍事用では使用可能な周波数が異なり、
民間プロバイダーが軍事周波数を傍受することは禁止されてい
る。しかし、Hwaway の機器が表向き FCC 基準に準拠したも
のを装着したとしても、セミコンダクターのレベルで密かに傍
受可能なプログラムを仕込み、北京サイドが必要となった時に
Activate することは技術的には可能である。それ以外にも中国
系企業による土地の取得、市との”おいしい”共同開発の提案、
姉妹都市を巧妙に利用した協力などでの Stealth Activity の実態
が明かとなった。
2019 年 FBI は中国脅威に関する報告書を大統領に報告、
Hwaway 製品の締め出し、スパイ活動の Hub であったヒュース
トンの中国領事館退去を決めた。
翻って日本はどうか。FBI のような地域を超えた全国横断的
な一元的捜査組織がないので、隙間だらけである。中国は日本
ではやりたい放題なのである。

聖書の言葉
彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。その言葉が、
それを聞いた人々と、信仰によって結び付かなかったためです。
ヘブライ人への手紙 ４章２節 b
旧約聖書時代のエピソードから、モーゼに率いられ、エジプ
トを脱出したイスラエルの民にとって神の言葉は何の支えにも
なりませんでした。彼らが、神の言葉を信仰によって自分たち
の生活と結び付けなかったからです。同様に、今日の私たちに
とっても、同じ聖書の言葉が、ある人には、人生が 180 度転回
するような神の言葉として臨んで来ても、他の人には、特別に
意味のある言葉ではありません。
聖書に、
『静まって、
あなたの神を知れ』という言葉があります。
静まるとは、動きを止める事です。信仰は、人間側の業をやめ
て、ただ、神の働きを待つことです。静まって聖書の言葉に心
の耳を傾け、神の御心を知り、聖書を自分の生活に結びつける時、
聖書が生ける神の言葉になっていきます。聖書が自分の生活と
無関係なら、それは、他人事で、神と無関係な者には聖書の言
葉を命がけで信じるのはおかしいことでしょう。
聖書には、幼子のように素直に神の国を受け入れなけれ ば、
そこに入ることは決してないと言われています。幼子が親を信
頼しているように、神を、自分を愛してくれている父親のよう
に信頼して受け入れる、幼子のような姿を、神様は喜ばれます。
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By ますみ

時に、「不信仰者で」と、たいへん謙遜のように言う信仰者が
いますが、その様な事は言わないほうが良いのです。それを言
うなら、その弱さをどう助けられ、強められているかと考えて、
感謝するほうが良いのです。批判を恐れて謙遜を装い「不信仰
でございます」と言う信仰者が多いのは残念ですが、その弱さ
をも助けて下さ る神様の憐れみこそが神の恵みです。
弱い者は知らない、要らないと言うような神様ではありませ
ん。聖書の神は、どんな弱い者をも愛し支えて下さる御方です。
神様は、人を愛し、赦し、救い、また、必要としておられます。
神の御業は、信じる人を通して現されます。聖書の言葉は、愛
の神様のことばですから信頼できます。静まって神の言葉 に耳
を傾けましょう。
『さて、私たちには、もろもろの天を通過された偉大な大祭司、
神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い
表している信仰をしっかり保とうではありませんか。 この大祭
司は、私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されな
かったが、あらゆる点において、私たちと同様に試練に遭われ
たのです。 だから、憐れみを受け、恵みにあずかって、時宜に
かなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうで
はありませんか。 』ヘブライ 4:14-16

聖書の言葉◎ますみ

神は愛です。

私たちは愛されています。

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

数学力と国語力は車の両輪

あっという間に夏休みも終わり新学期の真っ只中です。公文
式指導を 32 年、それ以前に補習校教師として６年の教育現場
を見てきて日に日に思うことが、今月のタイトル『数学力と国
語力は車の両輪』であるということです。つまり、長い人生を
しっかり走っていくためにバランスのとれたパワフルな前輪
駆動の両輪で走れることが、人生を幸せに生き抜いていける事
だと、生徒たちを見ていて思うからです。最近、古本屋さんで
出会った本がまさにこのことを代弁しているので、私なりに要
約して紹介します。
文科系の学生は比較的文学好きで、ロジカルシンキングとい
われるものが得意ではありません。論理的説明はなにも法律家
や研究者たちだけが必要なことではありません。日常生活の対
話の中でも、わたしたちは自分で筋道をたてて対処しないとい
けない状況が多々あるのです。一方的な論理で用意したものを
単に無機質に説明していくだけでは足りなく、その場の状況に
応じて理論の流れを変化させられる、かなり柔軟な力が必要に
なります。その時々の状況で常に新しいポイントや視点を見出
していく発見の部分がないと、論理的につながっていかないの
です。論理の力は文脈を読む力だと考えることができます。論
理力、読解力があれば、今までは話しの流れがこうつながって
きたので、次にどんな手を打ては相手とともにもう一歩先に進
むことができるかがわかります。ただ一方的に自分の考えを主
張するのではなく、相手とのやり取りに応じた、次の一手を進
める柔軟な論理力をもつことが大切なのです。
国語力があるタイプの人には、ああ言えばこう言うというよ
うな、機敏な反応ができる人が多いと思います。人に何かを
言われたら、必ずしも論理的な反応ではないかもしれないけ
れど、延々と言い返すことができる。それが国語力のある人が
持っている大雑把な傾向です。しかし、数学的論理力、つまり
構造を示す力と、自分の心の襞 ( ひだ ) や感情にあるニュアン
スを的確な言葉でリアリティをもって伝えることができる能
力、この二つがないと国語力があるとは言えません。彼らは、
この二つを両輪として回した時に大きな力を発揮するわけで
す。

後の最後までとっておかないと、なかなか上手くいきません。
一方、日本の場合は最後に言い渡す肝心な文、裁判でいう主
文の準備がないまま、ただ何となく話を始めてしまい、説教が
延々と続いてしまったりする傾向があります。これは、両極端
な話ですが、物事の本質的な部分をズバッと指摘して終わり
する人がいる一方、他方にはいつまでたっても本質に至らず
に、互いの気持ちや気分をやり取りするという日本独特のコ
ミュニケーションのとり方があります。これが数学的な論理力
のある人と、ない人の違いに対応しているのだと考えます。で
すから、この両輪が真ん中に歩み寄ったところ、もしくは両方
の良さを含みこんだハイブリッドな論理力、あるいは混合力と
いうものを持つことができれば、環境や人に優しい論理力とい
うか、人の感情に気を使いつつ肝心なところは押さえてるとい
う、優れた交渉術や論理力を持つことにつながります。
『読み書きソロバン』とはよくいった言葉で、この社会で生
きていく上で必須のものです。どんなに貧しい国でも算数と国
語の教科はあります。国語は嫌いだからとか、数学がわからな
いからとほっといて良い物でしょうか？自分の考えているこ
とを他人によく説明できず、もんもんとして集中力のない生徒
がいます。いつもデイドリーム状態で、現実逃避をし、自分に
甘く努力をしない生徒など、このまま大人になったらどうなる
んだろうという子供たちをたくさん見
てきました。好きなことだけをやって
きて後悔し、大学も有名な大学を出て
いるのに一家を十分養うだけの職業に
つけず、勉強をやり直すために教室に
尋ねてくる大人も多々います。新しい
学年がスタートした今、今一度お子さ
んの国語力、数学力のバランスや強さ
を考えてみてください。公文式は数学・
国語（日本語）
・国語（米語）があります。
いつでもご相談ください。

ある外資系で働く人が、外資にもかかわらず自分の上司から
「君の話はストレートすぎる」とよく注意された経験から自分
を変える努力をしたそうです。ストレートに要点をつく話ばか
りしていると、とりつくしまがなく、会話が成り立たないこと
が多いわけです。言うことがあたっている時はことにそうで、
当たっているから受け入れやすいのではなく、当たっているか
らこそ受け入れがたいことがこの社会には往々にして起こり
ます。だから、時には外堀から攻めたり、オブラートに包んだ
りしながら、相手が自分の言葉を受け入れやすい状態をつくり
あげ、そこではじめて結論を言い渡します。決定的な命題は最
ANIS ATLANTA - November 2022

27

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
消化エンザイム
今年ももう 11 月。年末年始はイベントが多くてついつい食
べ過ぎて不調気味に…。そんな方には、ホリデイシーズン限定！
当院の「消化エンザイムキャンペーン」をぜひお試しいただき
たい。摂取した食物の消化にエンザイム（酵素）が欠かせない
ことは、先月のコラムでもお話ししましたが、今月は人にはそ
れぞれ消化が苦手な栄養素がある、というお話です。
人は皆違います。体質や体癖も様々なように消化機能や体内
酵素量も違います。タンパク質の消化が苦手な人、糖質（炭水
化物）の消化が苦手な人、脂質の消化が苦手な人、乳製品の消
化が苦手な人。消化が苦手な栄養素があるのは体質なので仕方
がありません。しかし、だからと言って何の対策もせずに摂取
し続けると、やがて体に不調をきたし病気になってしまうかも
しれません。体内の酵素が足りなくなるといのは、それくらい
大事なのです。例えば、タンパク質の消化が苦手な人は、肉や
魚、卵を一度にたくさん摂取すると消化不良を起こします。こ
れは、タンパク質の消化を促すプロテアーゼ酵素が少ないため
です。また、脂質の消化が苦手な人は油ものや濃い味の料理や
辛味料理を多く摂取すると片頭痛や倦怠感、女性の方は生理痛
がひどくなることもあります。脂肪の分解を促すリパーゼとい
う酵素が不足がちなため、有害ミネラルが体内に蓄積しやすく
なるからです。
このように体内の足りない酵素・栄養素の他、炎症や免疫系、
自律神経系、内分泌系などの不調を見極めて治療していくのが
当院のエンザイムセラピー（酵素治療）です。問診・触診・尿
検査の３つの検査をします。問診では、事前に 40 項目の質問
票と１週間の食事日誌を記入・提出していただきます。それに
基づき、現在の体調や健康状態、既往歴、気になる事などの聞
き取りを行います。触診は、全身や背骨 40 箇所のポイントを
触診し、身体のどこの部位にストレスがかかっているかを調べ
ます。尿検査は、24 時間の間に排出されたご自身の尿を全て採
取していただき、一部を提携先のラボに送付します。この 24
時間の間に排出された全ての尿が必要な理由は、一般的な尿検
査のタンパク質、血液、糖などの異常の他に、一日の尿量や濃度、
尿中の沈殿物、尿に含まれるミネラルやビタミン栄養素の分類、
体質のペーハー指数（酸性・アルカリ性）
、各臓器のストレス負
荷を調べるためです。この３つの検査で、
酵素の中でも何を消化・
分解・吸収する酵素が足りないか、また体が吸収しにくい栄養
素はなにか、それに伴う臓器への負荷やストレス値などがわか
ります。その上で、それぞれに合った栄養・食事指導、生活習
慣指導、そして、足りない栄養素を補うエンザイムサプリメン
トの摂取と神経・内臓の働きを活発化させるカイロプラクティッ
ク施術の併用治療を行います。
しかし、24 時間分の尿採取はハードルが高い、もう少し手軽
に自分の消化体質を知りたい、という方には、冒頭の「期間限
定！消化エンザイムキャンペーン」がおすすめです。エンザイ
ムセラピーが多岐にわたる検査・特定するのに対し、当キャン
ペーンは、消化に特化した 20 分ほどの簡易検査（食事日誌・6
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カ所の触診・問診）で苦手な栄養素を特定し、補うエンザイム
サプリメントのご提案をいたします。期間中はサプリメントも
割引価格にてご提供しています。
年末年始はイベントや旅行で暴飲暴食、運動不足などつい不
摂生になりがちです。ご自分の
体の苦手を知って対策すること
で、きっといつもより快適で元
気な年末年始を過ごせますよ。
女性の方でご希望される方に
は、女性スタッフの田口が対
応します。先月、彼女もエンザ
イムセラピーのスペシャリスト
認定試験に合格しました。触診
や女性特有の体のデリケートな
お悩みも安心してご相談くださ
い。当院の患者さんでなくても
もちろん大歓迎！！お気軽にご
相談・お問い合わせください。
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
11 月になり本格的に寒くなってまいりました。これからの
時期はイベントや旅行など、人に会う機会が多くなりますね。
みなさま楽しいイベントに備えて髪のアップデートはできて
いますか？写真を撮ることも多くなるのでしっかりと髪もお
洒落にしておきたいですね！今回は冬におすすめなヘア施術
を紹介させていただきます。
まずはヘアカラーについてお話します。みなさま冬のヘア
カラーといえば明るい髪と暗い髪どちらを想像しますか？カ
ラーのカウンセリングの際に「冬なので暗めで、落ち着いた
感じで」とご希望されるお客様が多いです。しかし冬こそ明
るめのカラーをおすすめします！冬って暗めや濃いめの服を
着ることが多くなりますよね。服装が暗めなのに髪まで暗い
と全体的にメリハリがなく地味な印象になってしまいます。
せっかく色味にこだわってカラーしても暗い背景に吸われて
髪色が全然映えないんです。服装が暗めな場合は髪が明るい
ことによりコントラストが生まれ一気に華やかになります。
なので冬こそ思いきって明るめのカラーに挑戦してみてくだ
さい！明るくても伸びてきた時に気になりにくいデザインな
ども可能なのでお気軽にご相談くださいませ。
続いて冬はパーマもおすすめです。なぜパーマがおすすめ
なのかと言いますと、この時期は服にボリュームが出てくる
ため、ヘアスタイルだけすとんとコンパクトだと全体的なバ
ランスが悪くなる場合があります。もちろんこのバランスは
長さやスタイルによって変わりますが、髪に動きがあったほ
うがバランスが取りやすいと思います。また、ストレートな
ヘアスタイルはクールな印象を与えるのに対し、カールや
ウェーブのあるヘアスタイルは柔らかく温かい印象を与える
ので冬にはぴったりですね！
最後におすすめな施術はトリートメントです。冬は乾燥に
よる摩擦や静電気により髪がダメージを受けやすいです。服
とこすれたりブラッシングによるバチバチッを繰り返してい
るとどんどん髪の表面をおおっているキューティクルが傷つ
いて切れ毛や枝毛になり、ツヤのないパサパサ毛になってい
きます。お肌と一緒で髪にもしっかりと保湿とケアが必要な
んです。髪にツヤがあるだけで若々しい印象を与えるため、
トリートメントによるヘアケアはとても大切です。
サロンリーガでは上記のようにさまざまなヘアメニューが
ございますので、ご興味ありましたらぜひご相談くださいま
せ。ご来店をお待ちしております！
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教えて歯医者さん◎清水デンタル

教えて歯医者さん！
歯とお口に関するデンタルコラム

先月号でデンタルフロスの種類についてお話ししました。
今月は、デンタルフロスの正しい使い方とその効果について説
明します。
デンタルフロスは歯と歯の間の汚れを取り除く口腔清掃に欠
かせないアイテムです。ただ、間違った使い方をすると期待さ
れた効果が得られなかったり、逆に歯肉を傷つけてしまうこと
があるので、正しい使い方を習得してご使用ください。

< デンタルフロスを使うことによる効果 >
＜デンタルフロスの種類＞

1. 歯と歯の間の歯垢除去効果がアップ！
歯と歯の間はハブラシの毛先が届きにくいため歯垢が残りや
すい場所です。歯ブラシとデンタルフロスを併用することで、
歯と歯の間の歯垢を落とす効果は大幅にアップします。
2. むし歯や歯周病の予防になる
歯垢はむし歯や歯周病の原因になります。毎日のフロッシン
グで歯垢をよりキレイに落としてむし歯や歯周病を予防しま
しょう。

1. ホルダータイプ
「ホルダータイプ」はホルダーにフロスが取り付けてあり、

3. 口臭の予防や改善につながる
口臭も、食べかすや歯垢などの汚れが原因になります。口臭

手間がかからずにすぐ使えるので、デンタルフロスを初めて

は自分では気付きにくいですが、もし使用したデンタルフロ

使う方におすすめです。ホルダータイプには、前歯に使いや

スのニオイを嗅いで「臭い」と感じたら口臭がしているかも

すい「F 字型」と、挿入しにくい奥歯にも、前歯にも使いや

しれません。毎日のフロッシングで歯垢をしっかり取り除く

すい「Y 字型」があります。

ことで、口臭を予防したり改善したりできます。
4. むし歯や歯周病、詰めものなどの不具合を早期発見できる
デンタルフロスを使っていて、「いつも同じ場所で引っかか
る」「フロスがばらけてしまう」「フロスが切れてしまう」な
どが気になる時は、むし歯ができている、もしくは詰めもの
や、かぶせものに不具合がある可能性があります。また、デ
ンタルフロスを使うと「歯肉から出血
する」場合は、歯周病の疑いがあります。
不具合を感じたら一度歯科を受診しま
しょう。

2. ロールタイプ

参考：Lidea ライオン株式会社ウェブサイト

「ロールタイプ」は腕の長さほどのフロスを切り取り、指に
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巻きつけて使用します。はじめは少し扱いにくいですが、慣

清水デンタル

れてしまえば簡単で、しかも経済的です。

院長
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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

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。
鼻・頬・T ゾーンの毛穴を引き締め、ふっくらモチモチ肌に
レーザー治療機器「ジェネシス」は鼻・頬・T ゾーンなどの
細かい毛穴に最適です。毛穴を引き締め、メイクのノリが格段
UP します。繰り返し照射することで肌がふっくらモチモチ、穏
やかなハリ感も得られツヤ肌になります。また、ジェネシスは
毛穴だけではなく
・目元や目じりの小じわ、クマでなんとなく老けた印象
・原因のはっきりしない「なんとなく赤い感じ」
・ニキビやニキビ痕の赤みがしつこく残っている
・キメがあれた肌トラブル
毛穴の開きと同時に肌の明るさ・キメも解決
ジェネシスを 1 ～ 2 週間ごと繰り返すと肌のキメが安定して
整います。さらに、余計な毛細血管が次第に減っていき、肌全
体に明るさも出てきます。くすみの原因はメラニン色素だけで
はなく、毛細血管なども関係してきます。
ジェネシスでの毛穴対策を受けることは、同時に余計な毛細
血管（頬の赤味など）を減らし、くすみをケアしていくことに
もつながります。
ビタミン C は毛穴を引き締める効果があるということは有名
なので、ビタミン C 美容液や化粧水などでトライしている方も
いるかと思います。ですが、それでも「何か一歩進んだ肌ケア
を受けようかな？」と考える方は、毛穴治療で使われるレーザー
治療機器とジェネシスとの違いを理解しておいた方が良いで
しょう。
化粧水や美容液などの基礎化粧品で普段から地道に栄養補給
することももちろん大切ですが、さらに効果を出したい方はジェ
ネシスでの毛穴引き締めをお試しください。

ダウンタイムなく毛穴治療ができる。
ダウンタイムとは、レーザー治療後から普段通りの生活がお
くれるようになるまで回復する期間のことを言います。
レーザーの種類や方法によっては、治療後にかさぶたが出来
たり、一定期間テープを貼ったりする強いダウンタイムが伴い
ます。それに比べてジェネシスは赤みや腫れなども出ないので、
ダウンタイムがありませんので、すぐにメイクが可能。
赤みが出ても、一時的なほてり感であることがほとんどで、
クーリングやパック・保湿クリームですぐに治まります。治療
後すぐに化粧が可能ですので、お仕事やプライベートの合間で、
気軽に治療を受けて頂くことができます。
デリケートな鼻・頬・T ゾーンなどの細かい毛穴のお悩みを
解決するのに、ダウンタイム無しのレーザージェネシスは最適
と言えるでしょう。
また、マイルドなピーリング効果も併せ持っているので、毛
穴をメインテーマとした方が、まず初めにトライするのにもお
ススメ。
今回で４回のレーザージェネシスの治療を完了しました。ダ
ウンタイムもないので、気軽に治療を受けることができました。
治療を受けた後に一番効果を感じるのは、洗顔をしたときの
お肌の手触りだと思います。つるつるですべすべの感じになり、
ちょっとびっくり。お肌はちょっと突っ張ている感じです。
鏡でよくみてみると、確実に毛穴が締まっています。私の場
合は、鼻よりも、口の下あたりの毛穴が気になる感じでしたが、
レーザー治療を受けた後は、毛穴がめだたなくなり気にならな
くなりました。
毛穴は放っておくと、良い状態ををキープし続けることはあ
りません。できる範囲で、メンテナンスをすることが大事だと
思いました。毛穴を引き締めることは、新しいコラーゲン産生と、
その刺激が波及することによって、お肌表面の引き締めやハリ
感へとつながります。この良い刺激が 連鎖反応を起こす不思
議な効果も期待できます。もちろん、ハリやたるみへの効果で
ナチュラルな良い印象もじわじわと出てくると思います。
毛穴の構造は複雑な上に厄介で、毛穴トラブルに悩んでいる
方は意外に多くいらっしゃいます。
「毛穴は気になるけど、このくらいでクリニックに行くのは…」
と思われる方も多いですが、毛穴は見た目年齢を左右させてい
る原因の１つ。また、毛穴のトラブルは肌トラブルの原因にも
なってしまいます。
やはり毛穴ケアは、シミやたるみと同様、プロのケアがおす
すめです。毛穴が改善されると様々な肌トラブルを起こしにく
くなり、若々しい印象を与えてくれます。プロの効果的な毛穴
ケアで、毛穴の目立たない、つるんとした肌を目指しましょう。
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「歯」の話◎植月歯科医院

植月 歯科医院 から「歯」の 話
～アメリカの一般歯科医と歯科専門医について その３～
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。
矯正歯科医（Orthodontists）
歯科矯正医はかみ合わせ、歯並びなどの顔面構造の管理、誘導、矯正に関する治療をする専門医です。アメリカでは、永久歯
はすべて生えそろうと歯並びを治すために歯科矯正をする子供たちが大変たくさんいます。日本でも最近は歯科矯正が受け入れ
られてきているようですが、歯科矯正がそれほど進んでいない日本人からすると、歯並びが悪くカッコが悪いから子供のころか
らすると思われがちですが、歯並びを治す理由は他にもあります。見栄えを良くするだけでなく歯並びをよくすることによって
噛み合わせを治し食べ物を良く噛めるようになったり、歯がきれいに並んでいると歯磨きも楽になり、むし歯や歯肉炎、歯周病
になりにくくなります。これらの利点が得られるため、最近アメリカでは歯科矯正をする患者さんの約 40% が成人だそうです。
歯科矯正は一般的に歯に小さな金具（ブラケット）をつけてそこにワイヤーを取り付けて歯を動かします。それ以外に最近で
は、透明の薄いプラスチックでできたマウスピースをつけて歯を動かす方法もあり、矯正をしていることがあまり目立たないの
で、この方法は成人に人気があります。
口腔外科医（Oral Surgeons）
口腔外科医は抜歯やインプラントをはじめ顔面や顎に関する病気の診断と手術を行う専門医です。アメリカでは、親知らずが
生えてくると問題が出る前に抜いてしまうことが多く、その場合口腔外科医に紹介され、一度に全部抜歯してもらいます。口腔
外科医は麻酔についても十分な訓練を受けていますので、局部麻酔だけでなく静脈麻酔を使って抜歯をしてもらうことができま
す。静脈麻酔は点滴から鎮静剤を注入し寝ているような状態になり、治療の感触や音などから来る不安や恐れを感じることなく
治療を受けることができます。
最近は抜けてしまった歯を人工歯根により再生するインプラントが頻繁に行われるようになり、口腔外科医がインプラントを
するケースが増えてきています。その場合、必要に応じて歯槽骨の移植も口腔外科医によって行われます。
その他、口腔外科医は上下顎骨の治療や軟組織の治療、顔面の病気、外傷の治療、先天的疾患の手術や治療を行います。
補綴歯科医（Prosthodontists）
補綴（ほてつ）歯科とは、歯や顎が欠けたり失われた場合に、冠、クラウン、入れ歯（義歯）やインプラントなどの人工物で
補うことをいいます。補綴歯科医は新しい材料や治療技術を研究しその治療によって噛める、しゃべる、飲み込むといった機能
の回復と見た目の自然観を回復することで、健康が維持されることを目指しています。口腔外科医と共同で欠損した顔、口腔の
一部などの顎顔面補綴を行うこともあります。
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。
404-409-6273 泉まで
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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】過去のトラウマから抜け出すこと
ができそうです。特に、家族との関係の中
で受けていた心の傷が自然と癒えていきそ
うな気配です。なんとなく苦手だった人、
物があれば、なぜそうなったのか、いつか
らそうなったのかをあらためて思い出して
みるとで立ち直る切っ掛けをつかむことに
もなりそうです。
【恋愛運】恋愛に関する悩み事を抱えてい
るのなら、それが解消される気配です。ネ
ガティブな思考は持たないように心掛けま
しょう。
【金 運】金運は、低い状態にあります。月
に使える予算を見直しておいた方が良いか
もしれませんし、欲しい物リストを作って
いる人はそちらも見直しておきましょう。
予想外の金額が出ていきそうです。

【全体運】他人とのつながりに進展が見られ
る月になりそうです。誰にもわかってもら
えない、共感を得られないと思っていた気
持ちを、似たような経験を持つ人物が登場
して受け止めてくれることでしょう。一時
的な出会いで終わることなく、この先も長
く続く関係を築くことになりそうです。
【恋愛運】パートナーとの仲に注意しましょ
う。関係が長ければ長いほど、心を許して
ついついだらしなさや緊張感のなさが出て
しまいそうです。身だしなみにも気を配っ
ておき、常に相手だけではなく周りから見
られている意識を持つことが大切です。
【金 運】支出が多くなりそうな 11 月。そ
の分だけでも入ってくれば良いですが、そ
うもいかない運気のようで、大変さを感じ
てしまいがちです。

【全体運】悩み事、問題事が発生したとき、
その答えは内面に見付けることができそう
です。自己を顧みることで、パッと目の前
が開けてくれることでしょう。特に自分の
生き方に関して、心の底まで見詰めること
で良い考え、道筋が見えてきそうです。
【恋愛運】あなたから、華やかなムードが漂
うようです。多くの異性を引き付けては、
良い関係に発展することも多そうです。刹
那的な恋愛を楽しむこともできそうですが、
ほどほどにすることも覚えておきましょう。
【金 運】動き出す運気をしています。特に
停滞を感じていたのなら、今を変えるアク
ションが必要になるでしょう。どうせ買っ
ても当たらないと思って宝くじを買うので
はなく、前向きな気持ちを持って手を出し
てみましょう。

座

【全体運】新しいことに積極的になれそうで
す。過去を手放すがテーマになっており、
これまで手を出すかどうか悩んでいたこと
が馬鹿らしく思えるくらい、前に進む気持
ちが湧いてくることでしょう。
【恋愛運】出会い運があります。ただ、恋愛
運自体が良いので、とても満たされること
が多そうです。身近な異性に注目するのも
良いでしょう。あなたの相談事に対して、
とても親身になってくれるようです。
【金 運】仕事では、なにかと後輩や年下に
頼られるようで、その点が評価をされるか
もしれません。できることは少々面倒でも
受けておき、
後々につなげるのも良いでしょ
う。また、アンテナをいくつも張っておく
ことで、お得な情報にありつけそうです。

♥ 幸運日：3 18 26
× 危険日：1 14 22

♥ 幸運日：2 16 28
× 危険日：8 20 29

♥ 幸運日：5 17 22
× 危険日：9 15 28

♥ 幸運日：3 15 26
× 危険日：9 19 30

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】たくさんの情報が飛び込んで来る
月になりそうです。仕事や勉強で、あるい
はプライベートの趣味など、あらゆる面で
変化が始まり、目まぐるしいひと月を過ご
すことになりそうです。
【恋愛運】恋の駆け引きをしても、余裕を感
じることさえありそうです。パートナーと
のデートなどは、
余裕を持たせたスケジュー
ルを組みましょう。シングルの人は、異性
からの急な誘いや相談がありそうなので、
これも同じく毎日の計画には余裕を作って
おくことが大切です。
【金 運】整理整頓をして、気の流れを良い
状態に向かわせることが第一でしょう。積
読とか、部屋が汚いとか、気の淀みを作る
行為や状態はとても良くありません。すぐ
に対処すべきでしょう。
♥ 幸運日：1 15 24
× 危険日：9 18 27

【全体運】色々な面で敏感な意識を持つこと
ができて、優しい気持ちがあふれる期間に
なりそうです。感受性が大いに豊かになり、
他人の気持ちを理解できて、痛みを共感で
きて、自分のことのように対処することが
できるようになりそうです。

【全体運】人間関係であなたにとってプラス
の出来事が多くありそうな気配です。周り
の人と、より深いレベルでのお付き合いを
求める気持ちが湧いてきそうです。たくさ
んの友人や知人に囲まれていても、常にな
にかが足りないと感じてしまいそうです。

【恋愛運】あなたが異性として意識していな
かった人から、なんらかのアプローチを受
けそうです。それを受け入れても、拒絶し
ても良いでしょう。

【恋愛運】恋愛運は高め。思い切ったアク
ションが、良い結果につながることも多そ
うです。憧れの人には、自分から積極的に
近付くと良いでしょう。

【金 運】新しい情報を得て、仕事運や金運
に還元できるようです。常にアンテナを張っ
ておくことが、運気上昇の切っ掛けには必
要のようです。他者から、ネットから、テ
レビから等々、新しい情報や役に立つ情報
を仕入れておきましょう。

【金 運】ネットショッピングに吉を見出せ
そう。お得な買い物ができて、上手くポイ
ントを手にできるので、出費を抑えて欲し
いものを手に入れることが叶いそうです。
仕事でも自分の意見が上手い具合に通るの
で、ストレスをためずに毎日を過ごせるこ
とでしょう。

♥ 幸運日：6 18 24
× 危険日：1 13 30

♥ 幸運日：4
× 危険日：8

座

【全体運】メリハリのある態度が幸運の鍵に
なりそうな気配です。行動は大胆に、あれ
これ迷わず実行しましょう。いつもならた
めらったりするようなことも、思い切りの
良さを発揮して動きましょう。
【恋愛運】身近な異性に注意を向けましょ
う。まだ見ぬ相手とか、高い理想とかは一
旦置いておいて、身近にいる相性の良い相
手との距離を詰めてみましょう。ちょっと
した相談相手から始まり、良い関係にすぐ
転じることもありそうです。
【金 運】後輩や年下との関係が、良い金運
につながっているようです。美味い話でも
あれば、積極的に乗っていくと良いかもし
れません。信頼されるように、努力するこ
とも必要です。興味を引く広告なども注目
しておきましょう。
♥ 幸運日：5 15 26
× 危険日：9 17 30

16 26
19 29

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】対人運の良さを感じるひと月にな
りそうです。特に、あなたのことを導く文
字通り指導者のような尊敬できる人物との
出会いに期待が持たれます。思う通りに行
動していれば、そういった人物との縁が自
然につながることでしょう。
【恋愛運】引き続き、良い恋愛運をしていま
す。また、内に眠っていた魅力が花開くよ
うで、異性受けも良いでしょう。誰に対し
ても公平に接して、おおらかな態度を崩さ
ないことが運気をキープするためには肝心
です。
【金 運】金運はドンヨリと停滞気味。低い
位置で推移するので、贅沢は期待できそう
もありません。交際費が出ていく機会も増
えそうですが、どこかで自制心を働かせる
必要がありそうです。
♥ 幸運日：4 16 25
× 危険日：9 19 27

【【全体運】冴えに冴えて、頭の回転がいつ
もより早くなりそうです。様々な場面で、
そのとき最適な道筋、言葉、選択を見付け
ることができて、成功をつかむことができ
そうです。
【恋愛運】恋愛運は活気付く時期に入ってい
るようです。人の良い部分に目が行くよう
になり、異性にときめきを覚える機会も多
いことでしょう。パートナーがいる人は、
自分の、そして相手の浮気に注意を払って
おく必要があります。
【金 運】自分磨きに時間をかけると良いで
しょう。趣味や勉強のために投資を惜しま
ないことが、金運に限らず全体的な運気の
向上に役立ってくれそうです。人の縁は、
充分に見極めることが肝心です。
♥ 幸運日：6
× 危険日：1

18
13

24
27

【全体運】自分の居場所と言えるような環境
を見付けることができそうな気配です。心
身共に落ち着ける場所が手に入ることで
しょう。どんな環境が合っているのか、自
分が本来の強さを発揮できるのは？、活気
あふれる毎日を送る方法など、気付きを得
ることでしょう。
【恋愛運】恋愛運は可もなく不可もなくと
いった平凡な状態です。異性と距離が縮ま
ることはあるのですが、サバサバした関係
になるようです。
【金 運】予想外の出費が一度や二度でなく
あるため、家計は大いに逼迫してしまうこ
とでしょう。雑誌やネット、身近な人から
節約術の情報を得て、すぐに実践してみる
のも選択肢として考えておくべきです。
♥ 幸運日：3
× 危険日：8

16
20

25
29

座

【全体運】ひと言で言えば準備に充てる期間
でしょう。今すぐなにかを成したい、手に
入れたいと願っても、良い結果にはつなが
らないようです。成果を求めるための助走
期間だと思って、準備に集中すると良いで
しょう。
【恋愛運】感情が大きく揺れ動き、異性との
関係に影を落とすことになるでしょう。苦
手なタイプに良い寄られるとか、三角関係
になってしまうとか。気を付けておくには
限ります。
【金 運】交際費がかなり出ていく気配を
持っています。ですがそれを無理に抑える
必要もないようです。出て行った分は、あ
なたの良い人脈作りに役立ってくれること
でしょうし、仲間との貴重な時間は良い影
響を与えてくれそうです。
♥ 幸運日：3
× 危険日：6

15
17

23
27
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ATLANTA お出かけガイド

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

Event
Cirque du Soleil: Kurios
Atlantic Station
1380 Atlantic Dr NW Atlanta, GA Atlanta, GA 30366
https://www.cirquedusoleil.com/kurios
■■ 10 月 13 日－ 12 月 24 日

Stranger Things:The Experience
Pullman Yard - Building One
225 Rogers St NE, Atlanta, GA 30317
■■ 10 月 13 日－ 12 月 31 日

TASTE OF ATLANTA
Downtown Chamblee
Chamblee, Brookhaven and Doraville communities
https://www.tasteofatlanta.com/
■■ 11 月 4 日 -5 日

CABBAGETOWN CHOMP AND STOMP
Cabbagetown
https://chompandstomp.com/
■■ 11 月 5 日

Native American Festival
and Pow Wow
Stone Mountain Park
1000 Robert E Lee Blvd, Stone Mountain, GA 30083
■■ 11 月 3 日 -6 日

Decatur Wine Festival
Downtown Decatur
https://decaturartsalliance.org/dwf/
■■ 11 月５日 12:30 - 4:30pm

Atlanta Air Show
https://airshowatlanta.com/
■■ 11 月５日 -6 日

Spor ts

■■ 12 月 02 日 ( 金 )

PGA TOUR

■■ 11 月 3 日 - 6 日
World Wide Technology Championship at Mayakoba
El Camaleón Golf Course at Riviera Maya, MEX
■■ 11 月 10 日 - 13 日
Cadence Bank Houston Open
Memorial Park Golf Course, Houston, TX
■■ 11 月 17 日 - 21 日
The RSM Classic
Sea Island Golf Club , St. Simons Island, GA
■■ 12 月 1 日 - 4 日
Hero World Challenge
Albany, New Providence, BAH
■■ 12 月 9 日 - 11 日
QBE Shootout
Tiburón Golf Course, Naples, FL

アトランタファルコンズの
ゲーム案内です。

ロスアンゼルス
ノースカロライナ
シカゴ
ワシントン
ピッツバーグ

1pm
1pm
1pm
1pm
1pm

MLBS
MLBS
MLBS

NBA ATLANTA HAWKS
アトランタホークス
ホームゲームのみの案内です。
■■ 11 月 05 日 ( 土 )
■■ 11 月 07 日 ( 月 )
■■ 11 月 09 日 ( 水 )
■■ 11 月 10 日 ( 木 )
■■ 11 月 16 日 ( 水 )
■■ 11 月 19 日 ( 土 )
■■ 11 月 23 日 ( 水 )
■■ 11 月 27 日 ( 日 )

対
対
対
対
対
対
対
対

ニューオーリンズ
ミルウォーキー
ユタ		
フィラデルフィア
ボストン		
トロント		
サクラメント
デンバー		

クラシファイド ･ 求人広告 ･ 取材記事 ･ 連載コラム・
コミュニティのイベント取材依頼や告知なども受け付けております。
お問合せは Text: 404-510-8534 E-mail: infojp@anisatlanta.com
ANIS ATLANTA - November 2022

Mercedes-Benz
Stadium
1 AMB Dr NW
Atlanta, GA 30313
www.mercedesbenzstadium.com

State Farm Arena
1 State Farm Dr, Atlanta, GA 30303
☎ 404- 878-3000
www.statefarmarena.com
■■ 11 月 22 日
KThe 1975
■■ 12 月 01 日
Rod Waves

Gas South District

Coca-Cola Roxy Theatre

800 Battery Ave SE Suite 500,
Atlanta, GA. 30339
☎ 470-351- 3866 Ext 38186
www.cocacolaroxy.com
■■ 11 月 22 日
Yung Gravy & bbno$: Baby Gravy
■■ 11 月 14 日
Turnstile With Snail Mail
■■ 11 月 20 日
Gloria Trevi
■■ 12 月 02 日
A Day To Remember

Theatre
7:30pm
8:15pm
7:30pm
7:30pm
7:30pm
6pm
7:30pm
7:30pm

広告募集
34

7:30pm

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

NFL Atlanta Falcons

対
対
対
対
対

オクラホマシティ

Music

PGA プロゴルフのツアー
2022-2023 シーズンです。

■■ 11 月 06 日 ( 日 )
■■ 11 月 10 日 ( 日 )
■■ 11 月 20 日 ( 日 )
■■ 11 月 27 日 ( 日 )
■■ 12 月 04 日 ( 日 )

対

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。

ANIS

ATLANTA
Monthly Japanese Community Magazine

●● Broadway Across America
www.broadwayacrossamerica.com
■■ 12 月 06 日 -11 日
Anastasia
■■ 1 月 10 日 -15 日
Hadestown
■■ 1 月 27 日 -29 日
Riverdance
■■ 2 月 21 日 -26 日
Tina: The Tina Turner Musical

Margaret Mitchell House

Zoo Atlanta
アトランタ動物園
800 Cherokee Ave. Atlanta GA 30315
☎ 404-624-5600
www.zooatlanta.org
■■ 月―金曜日 午前 9 時半―午後 5 時半
日・土曜日 午前 9 時半―午後 6 時半

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

1000 Robert E. Lee Drive,
Stone Mountain, GA 30083
☎ 770-498-5690
www.stonemountainpark.com
◆◆ 車 1 台につき＄10

●● High Museum 横の Woodruff Art Center の劇場
■■ 11 月 12 日 -12 月 14 日 Christmas Carol
■■ 12 月 07 日 -23 日
A Gift of Love
		
with Adam L. Mcnight

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 )

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

Atlanta Botanical Garden
アトランタ植物園

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 )

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

9 時―5 時（4 月からは 9 時―7 時）

Uniquely

AT L
Centennial Olympic Park

World Of Coca Cola
コカコーラ博物館
121 Baker St NW, Atlanta, GA 30313
☎ 404-676-5151
www.worldofcoca-cola.com
■■ 8 時―6 時

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 )

Nature,Parks
Georgia Aquarium
ジョージア水族館
225 Baker St. Atlanta GA 30313
☎ 404-584-4000
www.georgiaaquarium.org
■■ 日―金曜日 午前 10 時―午後 5 時
土曜日
午前 9 時―午後 6 時

MLK Museum キング牧師博物館
449 Auburn Ave. Atlanta GA 30312
☎ 404-524-1956
www.thekingcenter.org
■■ 9 時―5 時
◆◆ 無料 ( 寄付を受け付けています )

Stone Mountain Park
Alliance Theatre

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

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 )

Atlanta History Center
アトランタ歴史博物館
130 West Paces Ferry Rd. Atlanta GA 30305
☎ 404-814-4000
www.atlhist.org
■■ 10 時―5 時半 ( 日曜日は正午から )

混ぜて焼くだけ！
材 料
かぼちゃ.....................200g
卵............................... 2 個
クリームチーズ............150g
砂糖.......................大さじ 3
薄力粉....................大さじ 4
無調整豆乳................100ml
粉糖 ( 飾り用 ).............. 適量

かぼちゃのチーズケーキ
作り方
1. かぼちゃは種とワタを取り除き、皮を剥き、1cm 幅に切ります。
2. 耐熱容器に 1 を入れ、ふんわりとラップをかけ 600W の電子レ
ンジで 4 分程加熱し、粗熱を取ります。
3. フードプロセッサーに 2、卵、クリームチーズを入れて滑らかに
なるまで攪拌します。
4. ボウルに 3、砂糖、無調整豆乳を加えて混ぜます。混ざったら薄
力粉を加えてゴムベラで切るようにして混ぜます。
5. 型に 4 を流し入れ、180℃のオーブンで 60 分加熱します。
6. 中まで火が通ったら粗熱をとり、型から外します。
7. 粉糖を振りかけたら完成です。

混ぜて焼くだけ！かぼちゃのチーズケーキ

ANIS ATLANTA - November 2022

35

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

2 泊 3 日 ( 機中一泊 ) サンフランシスコの旅
9 月 24 〜 25 日、サンフランシスコで行われた最高師範の講
習会と審査に行ってきた。思い起こせば 3 年前、サンフランシ
スコで予定されていた大会がコロナが大問題になり始めて開催
一週間前に中止になって以来のサンフランシスコである。

その後は斎藤家で食事。彼は空手の世界に入る前は料理人
だったのでクオリティは素晴らしい。ビールを飲んで良い気分
になったところで最近再生回数も増えて、やりがいが出てきた
YouTube の収録開始。

私は大会は審判の仕事があるの Must で参加しなくてはいけ
ないのだが、講習会は私がいないと困るとという事もないので
行かなくてもよいのだけれど、8 月にアラバマの本部道場で行
われた支部長セミナーに参加出来なかった穴埋めと、3 年前キャ
ンセルしたときのチケット代のクレジットがあり、久しぶりに
飛行機に乗りたかったので呼ばれてもいないのに行く事にした。

結論から言ってしまえば、この日収録したモノは没。とても
人様にお見せできる内容ではない。収録開始が若干遅すぎたせ
いで二人とも酔っぱらってしまっていて、酔っぱらいが思い出
話で盛り上がっているだけの悲惨なビデオだった。ただ極真マ
ニアにとっては興味深い内容だったとは思うが ..。

その旨、支部長の斎藤師範に伝えると本音はどうかわからな
いが「お待ちしております」とウエルカムと言ってくれる。最
高師範に伝えると、支部長セミナーに参加しなかったのにと小
言を言われると思いきや「いいじゃないですか」とこちらもウ
エルカム。ただ「オレと同じフライトにしろ」と司令が発動さ
れた。
最高師範はいつもサンフランシスコに行く時は「長いフライ
トの後は汗を掻かない気持ち悪い」と昼ごろ到着のフライトを
選び、空港から直接道場に行って汗をかいてからホテルに行っ
て、シャワーをしてから食事というのがルーティーンになって
いる。食事の時間に合わせてフライトを選ぶ私と根本的に生き
方が違う。
今回はアトランタ 2 時発のフライトでサンフランシスコ到着
が夕方 4 時なので、傘寿 ( 御年 80) を迎えてルーティーンが変
わったかとホッとした私が甘かった。今回も空港から直接道場
に行き、約 1 時間バッチリ汗を流す。もちろん私たちも一緒に
汗を流す。誰が御年 80 歳の師匠が自ら先頭に立って下の者達
を引っ張って汗をかく世界を信じるだろうか？一緒にやってい
ても信じられない。

翌日は朝 10 時半から 3 時間講習会と昇段審査。私の生徒の
審査じゃないので気が楽である。最高師範が来て行う昇級、昇
段審査は、生徒は受ける立場で緊張するだろうが、実は我々指
導者の方はもっと緊張している。最高師範は生徒の動きを見な
がら、我々が普段どんな指導をしているのか厳しくチェックし
ているのだ。生徒が根本的なミスったを犯すと我々にもダメ出
しが入るので、我々は生徒以上にピリピリしている。審査は怪
我もなく無事終了。
シャワーの後、ビールを飲んでホッとしているところで「最
高師範、酔っぱらう前に収録しましょう」2 日目は空きっ腹に
ビールを流し込んでしまったため、多少の酔っぱらいトーク感
はあるものの没はま逃れた。ただいつもはノーカットで色々手
を加えるが、今回は初めてカットするシールが多々あったので
やはり酔っぱらいトークでした。
2 日目は斎藤の黒帯で、レストランのトップシェフが斎藤家
に食材を持ち込み腕を奮ってくれるという贅沢な時間。最高師
範が集まってきた黒帯に、YouTube で話した内容を英語で話し
ているのを聴きながら、アトランタに帰るレッドアイのフライ
トに乗るため空港に向かう。今、その時収録したビデオを鋭意
編集中。乞うご期待。

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

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

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

楽ラーメン

Duluth

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

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

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

Sakura Sushi Bar

サーバー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

ビ ジ ネス
集客・セールス【無料相談】

集客・セールスを改善したいけど、どこか
ら手をつけたらいいのか…いまやってい
る施策がうまくいかない…集客のやり方
がわからない…etc. お気軽にお問い合わせ
ください。LCA コンシェルジュサービス
Email: support@atl-concierge.com
https://atl-concierge.com/

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

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

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

GOTO Peachtree City

野球・ソフトボールメンバー募集

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

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

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

ANIS

ATLANTA

クラシファイド広告募集
求人、売買、不動産、
教授、お知らせなど

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

アニスアトランタは

あなたのビジネスを応援します !!

クラシファイド申込方法
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 1 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 20 ドル、
1 行につき 5 ドル追加
◆◆ 追加料金 写真・ロゴ掲載料：1 件につき 15 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 $20 for 2 title lines and 4 main contents lines.
1 title line 13 Japanese characters or about 25 English
characters.
Additional lines $5 per line
Logo / Pictures Fee $15 each.
Translation Fee $10

●● 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 12 月号は
12 月 5 日ごろ配布予定

11 月になりました。季節は一気に秋から冬へ変わってい
きますね。さすがに朝晩が寒くて、セーターを着るか迷う
日も出てきました。昨日まで半袖だったのに本当に季節の
移り替わるのは早いものです。
秋晴れの素晴らしい日に、楽しみにしていた山に出かけ
てきました。せせらぎの川の音を聞きながら、美しい川沿
いを散策するだけでもとても癒されます。専用の階段を
登っていくと、ジョージア州で最も高い滝であるアミカロ
ラの滝が現れ、その跳ね上がる水を見ていると、その豪快
さに気持ちが洗われたように感動します。大自然が生み出
す絶景に心奪われながら歩いているうちに、地球の生み出
す大きなエネルギーが日常のすべてから解放してくれ、心
を癒してくれました。
毎日、机上の PC に向かって仕事をしていると、外の出
来事がさっぱりわからなくなります。コロナ以来、自分が
思っているよりも行動範囲が小さくなっていて、出かける
ことがおっくうになっていたのかも知れません。ジョージ
アは自然にとても近く、いっぱい楽しめるところがあるの
で、これを機会にもっと自然にふれる機会を大事にしたい
ものです。
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本当に一年早いですね。11 月になると気持ちも街の雰囲
気も年末の様相になって、なんだかソワソワ、あっという
間にお正月になりそうです。忙しい時期になります。皆様
もお風邪などひかないよう、体調管理に気をつけながらお
過ごしください。
次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。

404-510-8534
infojp@anisatlanta.com
http://www.anisatlanta.com

Publisher : Miyuki Morooka

アニスアトランタ

© ANIS ATLANTA 2022
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本誌掲載の記事・写真の無断複写、複製を禁じます。本誌
に掲載された広告内容に関しましては、アニスアトランタ
は一切責任を負いかねます。
All rights reserved. No part of this publication may be
reproduced in any form without permission from ANIS
ATLANTA. Advertisements published in ANIS ATLANTA do
not necessarily represent the views of the publisher. The
publisher is not liable for errors or omissions.

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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