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 ヒューストン日本商工会は令和三年度（2021-2022）を迎えました。

10月度常任委員会・年次総会・懇親会は、コロナ禍が継続している

ため、昨年同様に、オンラインでの開催となりました。10月27日（水）

に、常任委員会は書面決議、総会はZoomを利用したWeb会議で行

われ、懇親会はZoomのブレイクアウトルームを利用したWeb会議で

開催されましたので、ご報告致します。 

 午後3時より正個人会員と準会員も参加されて

の年次総会（50名参加）では、酒井幹事からの

総会の趣旨説明に引き続き、設立54年を迎える

商工会の設立時の目的に立ち返って活動を盛

り上げたい旨の抱負、コロナ感染状況の中での

経済・政治状況を踏まえて、引き続き商工会を

盛り上げていきたく協力をお願いしたい旨の川

上商工会会長からのご挨拶がありました。引き

続いて、佐川首席領事（総領事代理）による総領事館連絡として、総領事

のご異動、コロナ禍の下、制約を受けていた外交活動も10月頃から再開し

つつあること、他団体のイベントも再開し始めており、総領事館においても

1月・2月のレセプションを再開したい旨のお話がありました。 

 また、前年度役員・特命理事・委員長・部会長・事務局による前年度の

活動報告が行われた後、続いて酒井幹事から新理事委員の紹介、常任

委員（110名）の選任の報告がありました。さらに、

川上会長から総領事館へ発出予定となっている

日本入国時の水際措置の緩和に関わる要望書

についてもご紹介がありました。 

 他方、常任委員会はメールによる書面決議とな

り、幹事報告で新理事委員の紹介、会計報告で

商工会の令和2年度決算の報告と承認、令和3年

度予算案の承認が行われ、他団体・日本庭園関

連報告や年間行事予定などの連絡もあり、新年度の始まりが確認されまし

た。  

 その後、午後3時50分より行われたブレイクアウトルームを使っての懇親

会（30名）では、事務局から開催方法の説明の後、20分ずつ2回のセッ

ションが実施され、5・6名で歓談されました。各セッションでは、事務局に

予め指名された司会担当者によって、参加者の自己紹介や意見交換が

スムーズに運ばれ、20分の時間が短く感じられました。時節柄、コロナ禍

の社内の状況や災害対策などの話題が多かったようですが、商工会内で

のネットワーク構築の良い機会となりました。 

 10月25日時点での正団体会員数は110社、正個人会員数は730名、名

誉会長および名誉会員は9名、準会員は43名、会員総数は782名となっ

ております。ヒューストン日本商工会の全ての会員と配偶者の皆様、本年

度もどうぞ宜しくお願い致します。  

 11月4日、ヒューストン日本商工会の川上篤樹会長と名川譲特命理事

（他団体対応・日本庭園担当）が在ヒューストン日本国総領事館の佐川 

昌也首席領事（総領事代理）と齋藤厚領事を訪問し、日本入国時の水際

措置の緩和に向けたお願い として要望書を提出しました。 
  
 本件は、ニューヨーク日本商工会議所の高岡英則会頭から在ニュー

ヨーク日本国総領事館の山野内勘二総領事・大使への要望書の発出を

受け、当会においても同様の要望書を作成し、当地の総領事館へ提出す

ることを理事委員会で承認、10月27日の総会にて報告されたことにより実

現する運びとなりました。 
  
 一方、全米日本商工会議所・商工会グループにおいては、幹事代表で

ある冨田裕司氏（北加日本商工会議所）の呼び掛けにより、全米の主要

都市に所在する十数団体が一致して同様の要望書を11月1日に在アメリ

カ合衆国日本国大使館の冨田浩司特命全権大使宛に発出することを決

定しました。 
  
 新年度を始めるにあたり、この要望書提出への取り組みは、当地の日系

各社・団体を代表するヒューストン日本商工会として、設立目的の原点に立

ち返る意味でも重要な第一歩となりました。日本政府の早期の対応により

規制が緩和さ

れ、日 米 両 国

民の往訪再開

に よ る 日 米 経

済活動の活性

化と、在留邦人

の 生 活 な ら び

に交通利便性

が改善されるこ

とを切に願いま

す。  

   （事務局） 

商工会が総領事館へ要望書を発出 
「日本入国時の水際措置の緩和に向けたお願い」 

2021‐2022年度 商工会総会・懇親会 開催 

佐川首席領事 

左から 齋藤領事、川上会長、佐川首席領事、名川特命理事 

川上会長 

https://3a9a79a0-995e-4ac0-b19b-3101c66029dd.filesusr.com/ugd/66ffda_a4a54881427e4e709e7c23fce55d021a.pdf
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 新理事委員ご紹介   PART１ 

第一副会長    

 
Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc.  

早坂 晃 
  

 昨年8月にヒューストンに赴任して以来、はや一年以上が経過しま

した。 

 以前から、出張ではヒューストンに何度も訪れていましたが、今回

住んでみて改めて街の魅力や将来的な可能性に気付かされていま

す。地球温暖化対策の潮流が、石油、ガス産業の中心地である

ヒューストンにも、今後大きな変化をもたらしそうですが、その只中に

いられる事も幸運だと感じています。 

 商工会におきましては、今年度第一副会長を務めさせて頂く事に

なりました。川上会長をしっかりとサポートし、商工会の活動を通じて

ヒューストンにおける日本のプレゼンス向上、会員間でのコミュニ

ケーションや連携の活発化を進めることができればと考えています。 

 私生活では、最近はアメフトや野球といったスポーツ観戦に出向く

機会も増えてきました。 

 今後は、ヒューストンの生活を満喫しつつ、商工会を通じて地域社

会への貢献に尽力できればと思っています。  

 ヒューストン生活（単身）も4年半を迎え、着任時に決めた「日本

帰任までに50州全州踏破」の目標も、残すところアラスカ一州とな

りました。 

 その間に商工会の理事の皆様も代替わりされ、私はすっかり「古

株」となってしまいました。 

 新型コロナ前、最後にソフトボール大会を開催した2018年〜

2019年度以来、3年ぶり2度めのスポーツ委員長拝命です。 

 弊社もずいぶん駐在員が入れ替わり、ソフトボール大会の経験

のないメンバーが増えてしまいました。 

 今年度のソフトボール大会を含む各種イベントにつきましては、

会員企業の皆様のご意見を賜りながら開催方法など検討して参り

ますが、イベントの安全・円滑そして無感染での開催に、皆様のご

理解とご協力をよろしくお願い致します。 

副会長 
＜スポーツ委員長＞  

 
Osaka Gas USA Corporation  

生田 哲士 

 学生時代から米国南部の音楽に惹かれていたこともあり、その中

心でもあるテキサスに2回めの駐在の機会を得たことは、大変恵ま

れていると思っています。 

 コロナの影響もあり、音楽を聴きに行く機会は皆無のままここまで

来てしまっていますが、状況の改善を受けて外出する機会を増やし

ていければと楽しみにしています。 

 商工会に於いては、副会長職に加えてピクニック副幹事を務めさ

せて頂きます。 

 残念ながらCOVID-19 により2年連続でピクニックはキャンセルと

なってしまいましたが、先日開催されたテキサス会が盛会となりまし

たように、本年度こそは会員の皆様が笑って交流を楽しめる場を作

れればと思っております。 

 商工会副会長としても、川上新会長をしっかりと補佐させて頂く所

存です。ご支援のほど何卒よろしくお願い致します。 

副会長 
＜ピクニック（副)＞  

 
Mitsubishi Corporation  
(Americas)  

相澤 稔 

 2020年4月、コロナ禍の中着任して1年半が経過しました。 

 米国での勤務は、フロリダ・カリフォルニアに次いで3箇所めとなり

ますが、ゴルフやウォーキングに最適な温暖な気候や、暮らしやす

い穏やかな風土にすっかり魅了されています。 

 この度、商工会副会長を務めさせて頂く事になりましたが、行動

制限が長く続いた事もあり、会員の皆様やご家族、ご友人におかれ

ましても苦労の絶えない日々が続いている事と存じます。 

 近年は、コミュニティとの繋がりを再認識する機会も多く、商工会

の活動を通じて相互の交流や広がりを生み出していければと思っ

ています。 

 ジャパンフェスティバルは2年連続で開催できない状態となってい

ますが、状況が改善し、また皆さんで集える事、そして日本の魅力

をコミュニティに広く発信できることを楽しみにしています。今後は

開催に向けて、微力ながら主担当のダイキン様、副担当のカネカ

様と共に尽力させていただく所存です。 

副会長 
＜ジャパンフェスティバル（副）＞ 

  
Mitsubishi Heavy Industries  
America, Inc.  

白岩 良浩 
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特命理事   

＜他団体対応・日本庭園＞ 

 
All Nippon Airways Co., Ltd. 

名川 譲 
  

 2015年6月のヒューストン直行便開設の為赴任して以来、約6年半が

経ちました。これまで多くの方々にANAをご愛顧頂きましたこと、厚く

お礼申し上げます。 

 引き続き商工会始め、日本人会・日米協会・Greater Houston Part-

nership・Hermann Park Conservancy・Asia Society ・アジア商工会議

所など、地域団体との交流を深めると共に、53年の伝統のあるヒュー

ストン日米協会が主催するジャパンフェスティバルやスピーチコンテス

トなど、様々なイベントへの協力と参画を通じて、経済や文化など幅

広い分野での交流を一層深めていきます。 

 ハーマンパークにある日本庭園は、日米文化交流の友情のシンボ

ルとして1992年5月に開園され、2006年以降は商工会・日本人会・日

米協会・日系アメリカ人連盟など4団体がHermann Park Conservancy 

と協力して、日本庭園の伝統的な特色を充実させてきました。 

 2022年には開園30周年を迎えることから、今後も日本庭園が地域に

根ざし、更に広く定着する事を願います。 

 2017年5月に初の海外赴任となり、ヒューストンに勤務して4年半

になりました。初めは慣れない事も多く大変な思いをして暮してい

ました。ようやくヒューストン生活にも慣れて楽しみも増え、今後は

より一層充実した日々を過ごして参りたいと思っています。 

 家族の事情で、残念ながら単身赴任ですが、出張のない週末

は、得意な料理や好きなゴルフを楽しんでいます。 

 商工会に於いては、ジャパンフェスティバル主幹事をさせて頂く

事になりました。キッズ縁日を通して日本の伝統的なアナログゲー

ムの紹介など、家族で和気あいあいと楽しめる場を提供できれば

と思っています。このイベントは、商工会の皆様のボランティア精

神に支えられており、日本文化を広めて頂くご協力をお願い申し

上げるとともに、幹事として皆様の親睦を深める事に貢献できれ

ば幸いです。 

 

特命理事 
＜ジャパンフェスティバル（主）＞ 

 
Goodman Global Group, Inc. 

赤間 悟 

 2019年5月にヒューストンに赴任して2年半が経ちました。今回で

ヒューストン駐在は3度目になります。1度目は1986年〜1992年の6年

間。2度目は2006年〜2007年と短期で、子どもの学校の関係もあり単

身でした。今回の赴任は家内と2人です。 

 コロナ禍のため、ヒューストンでの生活を満喫するのは難しいです

が、週末のゴルフなど可能な範囲で外に出かけて気分転換をしてい

ます。 

 先日、夫婦で参加させていただいたテキサス会は大変盛会で、久し

ぶりに多くの社外の方々ともお会いし、楽しいひとときを過ごす事が出

来ました。 

 長く開催延期になっているジャパンフェスティバルも、会員の皆様の

ご意見を伺いながら、開催に向けての一歩を踏み出す事ができれば

と思っています。 

 今後ともご指導のほど宜しくお願い致します。 

特命理事 
＜ジャパンフェスティバル（副）＞ 

  
Kaneka America Holdings, Inc. 

泥 克信 

特命理事 
＜安全危機管理＞  

 
Marubeni America Corporation 

東 克己 

 昨年度に引き続き安全危機担当特命理事を務めさせて頂くこととな

りました東です。ヒューストンでの生活も現在6年目となりました。安全

危機担当としては、ガルフストリームにて毎年ハリケーン対策特集を

掲載させて頂いておりますが、ヒューストンにおける直近の被害は

2017年まで遡り、会員の皆様におかれては徐々に体験された方々も

減ってきており、実体験に基づいた準備、対策等を含めた役立つ情

報を本年度も掲載させて頂く予定です。その他、記憶に新しい本年2

月の大寒波があり、地球温暖化の影響もあってかこれまで想像できな

かったような自然災害に見舞われることも決して不思議ではありませ

ん。昨年度は総領事館の協力も得て治安関連についても特集を組ま

せて頂きました。これら不慣れな海外での生活に少しでも安心をお届

けできるように引き続き有用な情報発信を行っていきたいと思います。

コロナも落ち着きを見せており、また皆様と対面で様々な活動をさせ

て頂ければと思っております。  



た石油・ガス会社の名前がずらり。野球場でも化石燃料の街であると感じ

ました。 

 テキサスは「レッド・ステート」と言われていますが、ヒューストンは「ブ

ルー」だというのも赴任が決まってから知りました。まだヒューストンの街の

外に出かけていないので、テキサスの各地を訪れ、日本メディアの駐在記

者が集中するニューヨークやワシントンDCからは見えないアメリカの南部

の世相を読者に伝えていきたいです。 

3．その他、個人的な関心事（趣味等）について

お聞かせください。 

 いまから約20年前、「グレイハウンド・バス」に

乗ってアメリカを横断したことがあります。同時

多発テロ「9・11」の直前で、中国はまだ「新興

国」という位置づけ。アメリカ人は「冷戦後の世

界の新秩序をどうすべきか」を議論しており、ま

だ心に余裕がある、おおらかな時代でした。 

 旅の経路はデラウェア、アトランタ、ルイジア

ナ、テキサス、ニューメキシコ、アリゾナ、ネバ

ダ、カリフォルニア、ワシントンの各州で、1カ月

かけて訪問しました。当時は学生で、サイモン

＆ガーファンクルの曲「アメリカ」の歌詞にある

「walked off to look for America」という若者ら

しい気持ちで出発しました。 

 ただ、各地を見聞すればするほど、「アメリカって何だ？」という気持ちが

強くなっていったのを思い出します。結局、1カ月かけても「アメリカとは何

か」という結論は出ませんでした。 

 今回のテキサスの駐在で、幼少期を含め、アメリカに住むのは4回目にな

ります。これまで1980年代にニューヨーク州、2000年ごろにデラウェア、

2018年ごろにワシントンDCに住んだことがあります。年代と州によってアメ

リカは違う顔を見せてくれました。2020年代のテキサスがどんな顔を見せ

てくれるのか楽しみです。 

準会員 花房 良祐 さん 
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 ヒューストンでの生活も3年目を迎え、テキサス州内のロード・トリッ

プから戻ってくると「帰ってきたなぁ」と安心感を覚えて、すっかり

ヒューストンが今の自分にとってのホームになっていると感じます。

コロナや寒波、ハリケーンといった非常事態が多い中でのご近所付

き合いや日本人コミュニティとの繋がりは大変心強く、私も微力なが

ら商工会の会計幹事という立場を通して日本人コミュニティに貢献

していければと考えております。私は商工会において総会や常任

委員会での予算・決算説明、および日常的な入出金管理の監督を

行っており、各種イベントの開催見込みが不透明ではありますが、

商工会の円滑な運営を資金繰りの面からサポートしていきます。 

 テニス、ソフトボール、ゴルフなどの屋外スポーツに加えて、最近

ではジグソーパズルというインドアな趣味も始めました。無心にピー

スと向き合うことで心のデトックス効果があるようなないような。興味

のある方は是非試してみてください。 

 アメリカ生活も4年になりました。コロナ禍も収まりを見せて来た事

で、1年前に比べて家族と出かける機会も増え、自分なりにヒュース

トンライフを満喫しています。今年は、大谷選手や地元アストロズの

応援のためMinute Made Park には何度か足を運びました。機会が

あれば、フットボールやバスケも観戦したいと思っています。引き続

き感染予防対策は欠かせませんが、せっかくのヒューストン生活を

充実したものにできればと思っています。 

 2020年4月より務めている商工会幹事ですが、就任直後より全て

の会議がオンライン運営となりました。幸い事務局や理事委員皆様

のサポートのおかげで、滞りなく業務を進める事ができています。In 

person での会議の再開時期については、CDC のガイドラインに従

いつつ、関係者皆様と協議の上、適切に判断していきたいと考えて

おります。微力ながら精一杯頑張りますので、引き続き皆様からの

ご指導をよろしくお願い致します。 

会計幹事 
  
Deloitte & Touche LLP  

沖 隆士 

幹事   

 
Mizuho Bank, Ltd.  

酒井 一宏 
  

日本経済新聞社/日経アメリカ社   

1．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

 日本経済新聞社はヒューストン支局を10月

に開設しました。1990年代にも支局はありまし

たが、2000年代初頭にいったん閉鎖。近年の

テキサス経済の盛り上がりや注目度の高まりを

受け、再開に踏み切りました。グループ会社の

英紙フィナンシャル・タイムズとの共同支局とな

ります。テキサス唯一の日本メディアの支局で

もあり、日経新聞の海外の取材拠点は37か所

となりました。 

 ヒューストンからはエネルギー情勢について

発信していきますが、その他にもアメリカのモノ

作りや航空宇宙産業、米国南部のマクロ経済

についても読者に紹介したいと思います。テキ

サスなど「レッド・ステート」（共和党州）の動向

も伝えていきます。 

2．ヒューストン／テキサス州の印象についてお聞かせください。 

 アメリカ北東部に比べると、ヒューストンではテキサス州の旗があちこち

に掲げられ、街中でスペイン語が飛び交い、大通りは片側4～5車線が当

たり前。ニューヨークやワシントンDCとは違う文化圏に来たと実感します。

スーパーでは格安の牛肉を見つけ、うれしくなりました。 

 野球観戦に行ったアストロズの本拠地「ミニッツメイド・スタジアム」では、

センター後方に巨大なガソリン給油機のオブジェがあり、外野の広告に

はシェブロンやオキシデンタル、フリーポートLNG、シェニエールといっ
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 エナジートランジションやカーボンニュートラルといった言葉を最近良く
目にしますが、二酸化炭素排出量実質ゼロの“カーボンニュートラル社会”

を目指し、各国の行政や企業は脱炭素化へと舵を切り始めています。 

 二酸化炭素の排出を減らす脱炭素社会を実現する手段は色々とありま

すが、特にエネルギー源を二酸化炭素排出量の少ないものへ転換するこ

と（エナジートランジション）は重要なテーマです。そして、これを実現する

鍵として水素に期待が寄せられており、エネルギー分野はもちろん、自動

車や機械・重工業など、産業の枠を超えて、多くの企業が水素エネルギー

の研究開発、実用化にしのぎを削っています。 

 そんな水素が脚光を浴びている理由の

お話です。 
 

そもそも、水素とは？  
 元素記号の１番最初に位置する水素

（H）は、宇宙では最も豊富に存在する元

素ですが、地球上にはわずかしか存在し

ません。水素には、（1）軽い、（2）燃えやすい、（3）単体としてはほとんど存

在しないが水として地球上に豊富にある、（4）化石燃料の構成要素、（5）

燃やしてもCO2が発生しない、といった特徴があります。 

 人類と水素

の関係は約

260年にわた

ります。1766

年の発見後、

気球用のガス

として利用さ

れてきました

が、現在では

肥料製造や

半導体加工、

燃料電池、石

油化学工業

から食品分

野に至るまで、幅広い分野で活用されています。 

 一方、酸素や窒素などと異なり、安全面でのリスクも指摘されることから、

一般には、あまり馴染みのない物質であったといえます。しかし近年、水素

はその豊富な量やCO2を排出しない特性により、世界の全ての人々への

安定したエネルギーの供給、地球環境の保護、気候変動への対策といっ

た人類共通の課題への有効な解決手段として、またSDGsの観点からも期

待が非常に高まっています。 
 

水素のバリューチェーン 
 水素は石油や天然ガスなどの化石燃料と違い、自然界からの採掘で賄

うことはできないので、人工的なプロセスでの製造が必要です。また、気

体／液体と形を変えることから運搬、使用それぞれのシチュエーションで

新たなアイデアや技術が必要で、企

業の技術開発もあちこちで目にするこ

とができます。その一例をご紹介しま

す。 
 

（つくる） 
 水素を安く大量に作るための方法

と、製造装置の開発が進んでいます。

ちなみに、製造方法には複数の種類

があり、製造過程で排出するCO2の量

やその扱い方などによって分類され、色分けした呼び名がついています。

化石燃料の改質（排出されるCO2は大気放出（グレー水素）、もしくは大気

放出前に回収（ブルー水素））、CO2を排出しない再生可能エネルギーを

用いた水の電気分解（グリーン水素）などがあるほか、メタンなどからCO2

を発生させずに水素を取り出す方法（ターコイズ水素）、原子力の熱また

は電力を利用する方法（ピンク水素）があり、多角的な視野で開発が進め

られています。現状ではグレー水素がほとんどですが、テキサスをはじめと

して風力発電が多く、太陽光発電も急速に増加している米国では、今後、

脱炭素化の流れが進むにつれ、グリーン水素も増え

ていくことが予想されます。 
 

（つかう） 
 水素は、現在は大半が石油精製プラントや肥料プ

ラントで原料として利用されていますが、燃やしても

CO2を排出しないクリーンな燃料としても利用できま

す。水素を燃やして電気を起こすガスタービンやエンジン・ボイラー、また

水素をもとに発電

する燃料電池を

使った自動車や

トラックなどの乗り

物の製品開発が

進んでいます。 

 また、燃料以外

では、製鉄プロセスで水素を使って酸化鉄から酸素を取り除く、水素還元

製鉄などの研究も進んでおり、脱炭素視点でのものづくりの変革も、これ

からの大きな潮流となるでしょう。 
 

（はこぶ） 
 水素は、マイナス250℃まで冷却しないと液体にならず、かつ、液体にし

ても水の1/15の密度しかないことから、大量の水素を遠方まで安全かつ経

済的に輸送するためには工夫が必要となります。

アメリカでは製造した水素ガスを液化してトレー

ラー等で搬送したり、パイプラインで水素を利用

する工場まで輸送したりする方法が一般的です

が、日本のように国内製造量が少ない国が大量

に利用するためには、今後、海外から輸入する必

要があると考えられており、そのためには、液体

水素として輸送するだけでなく、アンモニア等一旦他の物質に変換させて

輸送・利用しやすくする方法が検討されています。 
 

まとめ 
 高い注目を集める水素エネルギー。 日本でもこれまで、国家レベルで

の水素技術開発の動きがありました。最初は1970年代のオイルショックの

頃でしたが、その後、省エネルギーや化石燃料の枯渇、地球温暖化の関

心の高まりなどで開発の取組が進んだものの、うまくまとまらず実用化には

至りませんでした。 

 水素社会の実現には、技術開発はもちろん、費用負担の問題などの経

済性、また安全性や供給の課題があり、まだまだ容易とはいえません。水

素を製造する過程で排出されるCO2の扱いなども議論が残されているポイ

ントで、クリアしなければいけない問題も多く、人類にとっての大きなチャレ

ンジであることは間違いありません。 

 アメリカの中でも、ヒューストン地区は全米の1/3の水素を製造する有数の

水素製造地区であり、かつ、テキサス州は再生可能エネルギーにも恵まれ

ていることから、私たちの住むヒューストンは今後水素利用のハブの一つ

になっていく可能性があります。現在、天然ガスの業界団体のGas Tech-

nology Instituteとテキサス大学オースティン校（UTA）が中心となって、

DOE（米国エネルギー省）のサポートのもとで、ヒューストン地区での水素

利用ネットワークの構築に向けた検討（H2@Scale in Texas and Beyond）も

行われています。日系企業も、トヨタ自動車と三菱重工業が参画しており、

今後、水素関連の技術を持つ日系企業がテキサスでの水素のバリュー

チェーンで活躍できる場面が増える可能性を秘めています。 

 脱炭素社会の実現に向けては、国や産業の枠組みを超えて多くの人が

知恵を絞っており、将来の地球のために取り組むべき重大なテーマになっ

ていることは疑いの余地はありません。未来に向けた解決策の一つとして

水素が役割を果たす日は、遠くないのかもしれません。 

(Mitsubishi Heavy Industries America, Inc. 白岩良浩) 

 風力発電プラント 

水素の利用例として皆さんによく知られているのは、宇宙ロケッ

トです。宇宙に向かって飛び立つために必要となる巨大なエネ

ルギーは、液体水素と液体酸素の燃焼によって得られます。 

発電用・水素ガスタービン 

https://www.mhi.com/jp/expertise/sustainable/


 さて、入所中の主なルールは以下の通りです。 

  ・部屋からは一歩も出てはいけません。 

 ・毎朝、体温を測ってWeb上で報告しなければいけません。 

 ・部屋の清掃はありません。タオルなどは3日分用意されています。 

 ・お酒を飲んではいけません。 

 

 食事は1日3回配膳されます。具体的にはお弁当とお茶か水のペットボト

ルの入った袋がドアノブにかけられています。中身はホテルの特製弁当の

時と外部のお弁当屋さんの時がありました。 

 配膳のタイミングは朝食が7:30頃、昼食が12:00頃、夕食が18:00頃となっ

ていますが、日によって大きくずれます。上記時間が近づくと「今から配食

を開始します。完了するまで部屋を出ないでください」と館内放送があり、

しばらくすると「配食が完了したのでお取りください」となるのですが、最長

で1時間20分待たされました。なおゴミは袋にいれて部屋の外に出してお

けば回収してくれます。 

 また毎日体温を測ってWeb上で報告しますが、検疫所から指示された健

康チェックと別にホテルにも報告が必要です。そんなこんなで3日目になる

と朝からコロナの検査を受けます。食事と同様、キットがドアノブにかけられ

るので自分で取り出して唾液を採取。回収は検疫官が個別に部屋を訪問

してきますので手渡しします。 

 

【退所、移動】 

 検査結果は午後に判明し、個別に連絡が来ます。なお「滞在のしおり」

には退所バスの出発時間が16時頃と記載されていましたが、これは最終

便の時刻で、結果判明した人から順次送り出されます。 

  今回の私の場合、14:30に電話連絡がありました。玄関前に停まってい

るバスに乗り込み、20人ほど乗車した時点で出発、成田空港に向かいま

す。私の場合、次の宿泊予定地が都内だったのでハイヤーをホテル前ま

で呼べたら効率的だったのですが、ホテルに迎えを呼ぶことはできませ

ん。徒歩での退所も不可で、問答無用で成田空港（第2ターミナル）に強

制送還されます。なお空港内のターミナル間バスも公共交通機関という扱

いになりますので、お迎えは退所バスの到着ターミナルに呼ぶようにしま

しょう。 

 3日間強制待機の報告は以上ですが、この後も11日間の待機が続きま

す。1週間以内に3度も検査で陰性を確認していますが、免除とはなりませ

ん。今後の改善を期待したいところです。       （編集委員 鵜飼信） 
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 ガルフストリームでは9月号で一時帰国の流れについて紹介しましたが、

記事中でも触れたように8/5からはテキサス州が3日間強制待機の対象とな

りました。この措置は9/20で解除されましたが、本誌編集委員がちょうどこ

の期間中(9/2)に一時帰国しましたので、記録としてレポートします。 
  

【出発前～日本到着まで】 

 出発前の準備については9月号でご紹介した流れと変わりません。事前

に必要なのは出発72時間以内の陰性証明（所定フォーマット）、各種アプ

リのインストール、Webでの質問票の提出とQRコードの取得です。但しア

プリの種類は変更される場合がありますので、常に最新の情報をチェック

するようにしましょう。健康カード、誓約書は機内で配ってもらえます。 

 

【空港にて】 

 到着後、搭乗便ごとにグループ分けされ検疫の順番を待ちます。通路上

のパイプ椅子に座って待つのですが、検査時に唾液が汚れないよう飲食

は禁止されています。1時間半ほど待ち、順番が来たら複数のブースを回

りつつ受付、各種書類の提出、唾液による検査、アプリの確認などを済ま

せます。この流れも9月号で紹介したとおりです。 

 一連の手続きが済むと検査結果待ちとなります。2時間以上待たされた

果てに係の人がやってきて「3日間待機の方は今から全員で移動します」

とのこと。指定宿泊施設へのバスの本数が限られているようで、到着のタイ

ミングによっては待ち時間が長くなるようです。 

 その後、集団でぞろぞろと空港内を移動。入国審査と手荷物の受け取

り、税関申告を済ませてバス乗り場に移動します。搭乗機の着陸からバス

出発までおよそ5時間。そこから待機施設まで2時間弱かかりました。 

 

【待機施設】 

 待機施設は都内のビジネスホテルで、私の場合は両国のAPAホテルで

した。喫煙者用と禁煙者用でホテルが分かれています（空港検疫の受付

時に希望を聞かれます）。 

 ホテルに着いたらまず滞在中の注意事項や退所時の移動方法などの説

明を受けます。「滞在のしおり」と体温計、お弁当を受け取ってようやく部

屋に。家族連れ、特に小さなお子さんをお連れの方は大変そうでした。 

～3日間強制待機編～ 

▲中は普通のビジネスホテル。一歩も出られないこと

を除けばまずまず快適。        
ドアノブにかけられたお弁当 

写
真
特
集 

～
全
九
食
一
挙
大
公
開
～  

 日本に一時帰国する際には出国前72時間以内に検査

を受け、アメリカに戻る際には出国の3日前以内に検査を

受け、結果の証明書を提出する必要があります。 
  
 ・日本帰国時の検査について 

   商工会ＨＰに掲載された当地の検査機関をご参考にしてください。 

  ただし、検査状況（証明書の発行の有無、検査時間について等）が

変化しております。余裕を持って、各検査機関に電話などで連絡をして 

検査証明メモ  必要事項の確認をお願いします。  

 また提出書類にはできるだけ自分で必要事項を記入してご持参するこ

とをお勧めします（名前等の記載ミスもあるようです）。 
  
・アメリカ帰国時の検査について 

 検査機関は各航空会社や旅行会社、厚生労働省の自費検査を提供

する検査機関一覧、TeCOT（厚生労働省と経済産業省が運営するセン

ター）などを参考にして下さい。 
  
※本記事の情報は11月15日現在のものです。ご自身の帰国に合わせて最新情

報を必ずご確認ください。 

https://www.jbahouston.org/covid19news
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
https://www.tecot.go.jp/
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抜いた人たちには景品が手渡されました。それぞれの問題の後に、兒子

先生の詳しい解説により、正確な情報を改めて学びなおすことができまし

た。休息時間には、先生方が個人的な質問コーナーを用意されて、講演

では質問できなかった個別の質問をする機会もあり、大変有意義な講演

会となりました。（※講演に関する詳しい内容は下段をご覧ください。） 

 講演会の後は、世界的なピアニス

トとクラリネット奏者の演奏、ヒュース

トングランドオペラの指揮者による2

名のオペラ歌手の公演があり、最後

に日本人女性コーラスグループが

浴衣姿で加わって「花は咲く」の美し

いハーモニーでイベントは締めくくら

れました。 

 会場のテラスには、いいちこ、アサヒ

ビール、伊藤園の各社試飲コーナーが

設けられ、お帰りの際にはヒューストンの有名な日本レストラン4社（鮨陣、

Soma、居酒屋WA、旬）から特製弁当が配られました。 

 今回は、コロナの状況を考慮し、会場への参加は先着申し込み順250名

様に限定させていただきましたが、ウェブサイトでの生配信も行う事によっ

て、ヒューストンだけでなくテキサス各都市、日本からもイベントを楽しんで

いただきました。              （グレーターヒューストン日本人会） 
<出演者> 

◆日 本 人 ダン サ ー： 加 治 屋百 合子 さ ん （Principal） 、 吉 山 シ ャール さ ん

（Principal）、加藤凌さん（Soloist）、藤原青依さん（Demi Soloist）、福田有美子

さん（Demi Soloist）、アクリ士門さん（Corps De Ballet） 

◆日本人感染症専門医：兒子真之先生(テキサス州立大学ヒューストン校感染

症科) 、福田由梨子先生（ベイラー医科大学感染症科）  

◆音楽家：平田真希子さん（ソロピアニスト、ジュリアード・ライス大学博士号）、

佐々木麻衣子さん（ソロクラリネット、ライス大学博士号）、戸田光彦さん （指揮

者、東京音楽大、ヒューストングランドオペラ所属） 、ヒューストンコーラスグルー

プ「さくら」） 

  

 

 

 

  

10月10日(日)2時から、アジア協会テキサスセンターにて、日本人会主催

のイベントが開催されました。日本人会恒例の秋祭りに代わり、外務省の支

援を受けてコロナ最前線情報を中心とした今回のイベントの実施となりまし

た。このイベントは、コロナの影響が大きかったバレエダンサー、音楽家の皆

さん、日系レストラン業界への支援も含まれています。 

冒頭、日本人会武智会長の挨拶、総領事館佐川首席による福島総領事

からのメッセージ代読に続き、斎藤明美さんからヒューストンバレエに所属す

る日本人ダンサーの紹介がありました。 

 プログラムの最初はバレエです。

今回は、ヒューストンバレエ所属のプ

リンシパル加治屋百合子さんと吉山

シャールさんをはじめ総勢6名の日

本人ダンサーに参加いただきまし

た。会場は、ダンス用に敷かれた

シートの正面に子供達が座り、周り

を椅子でぐるりと囲んだ形にし、どん

なに高いチケットでもダンサーの足

元を見下ろせるほど近くで観ること

はできない臨場感で、大変貴重な

体験でした。バレエファンはもとより、

初めて生のバレエを観た人たちも、

ダンサーたちの高度な技術と豊かな

芸術性にすっかりくぎ付けになり、何

度も大きな喝采が沸き起こりました。 

続いて、今回のイベントのメインテーマであるコロナについての講演が行

われました。メディカルセンター勤務の2人のベテラン感染症専門医が、クイ

ズ形式でコロナについての基礎から最新情報までを網羅したお話を楽しく

わかりやすく説明してくださいました。 

会場の2つの大型スクリーンにパワーポイントのスライドを音響付きで流し

ながら、まずは子供向けのコロナクイズ。福田先生の問いかけに子供たちは

手を挙げて答え、当たると大喜び。そのあと、大人向けのクイズがあり、勝ち

現場医師のコロナ最前線情報と日本人芸術家の復活公演 

ヒューストン日本人会主催・外務省支援 他団体便り 

「コロナでも頑張ったあなたへ！」  

日本人会のイベントでは、子供向け、大人向けのコロナのクイズをしなが

ら学んでいきました。子供向けクイズをほぼ全員の子供が全問正解し大人

向けクイズにも参加となり、もっと難しいクイズにするべきだった！と後悔する

一方、子供さんたちが正しい知識をきちんと身につけていることをうれしく思

いました。今回は、皆さんの興味がありそうな分野を中心に説明させて頂き

たいと思います。 
 

デルタ株出現に伴うコロナの再流行 
2020年12月にワクチンの接種が始まってから、当時大きなピークを迎えて

いたコロナも減少し、CDCもワクチン接種完了者の行動制限を緩和するよう

になりました。人々も制限緩和を喜び、街は活発化し雰囲気が明るくなりま

した。一方、CDCが行動制限を緩和したのはワクチン接種完了者のみであ

り、ワクチン接種完了者が実際はまだ半分くらいだったのにも関わらず、店

では誰もマスクをしていないというように、接種・未接種に関係なく大多数の

人の行動パターン、コロナに対する警戒心が変わってしまったのも事実で

す。人々が解放感に浸っている間に、デルタ株は瞬く間に存在感を主張し

(＝6月初旬はアメリカのコロナウィルスの10％程度しか占めていなかったの

に、7月下旬には90％以上を占めるようになった）、再流行となってしまいま

した。医療従事者間で、「マスクをしない人、ワクチンを接種しない人のせい

でまた流行しているのに、何故私達が大変な思いをしなければいけないの

か。」と投げやりな雰囲気が漂ったのも一瞬で、次々と一般病棟、ICUがコロ

ナ専用病棟、ICUに転換されていき、コロナの患者さんの診療に追われ

るようになりました。 
 

デルタ株 
もともとある従来株に対し、突然変異が起きたあとにできた子孫を変異

株といいます。新型コロナウィルス変異株は当初「イギリス型」など発見さ

れた場所の名前が付けられていたのですが、誤解や偏見を避けるため

にギリシャ語のアルファベットで呼ばれるようになりました。 

 デルタ株はインドから世界中に瞬く間に広がり、2021年5月11日に

WHOが「注意すべき変異株」と位置付けました。従来株と比べると約2倍

伝染性があ

り 、 潜 伏 期

間 （ 感 染 し

てから症状

がでるまで

の 期 間 ） も

従来株より

約2日短く、

ワクチン未

接種者の方

が圧倒的に

感染しやす

いと言われ

ています。 

  (図1) 

▲ こんなに近くで見ることができました。 

▲平田真希子さん（ピアノ） 

  佐々木麻衣子さん(クラリネット)による演奏 

参照先：MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Aug 27;70(34):1170-1176. 

図1 ロサンゼルスにおけるワクチン接種者、未接種者グループの人口10万

人辺りの感染者数の推移 

（加治屋百合子さん） 
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ブレークスルー感染 
ワクチン接種完了して2週間以上経過した後に感染することをブレーク

スルー感染といい、7月から増加しました。ブレークスルー感染は、デル

タ株の強力な伝染性やワクチン接種後にできる抗体が徐々に減ってしま

うことが関与しているのかもしれませんが、他の感染症でも起こります。 

ワクチン接種開始後に感染者が急激に減ったことから、ワクチンは感染

を防ぎコロナを収束させるのだろうと世の中が過信してしまった反動もあ

り、ブレークスルー感染の衝撃は大きく、ワクチンを打っても意味がなく

副反応だけ起こるのではないかという危惧もでてきました。その後、デー

タが出揃ってきて、以下のことが分かりました。 

●  ワクチンは、100％有効ではないものの、デルタ株に感染するリ

スクを下げられ、感染予防効果は40-87%で推移している1) 2) 3) 。 
●  ブレークスルー感染が起きてしまっても、重症化したり死亡する

リスクは、未接種者が感染した場合に比べて圧倒的に低い4)。 
●  社会全体で考えると、ワクチン接種率を上げることで、コロナの

流行は抑えられ新しい変異株の出現を防げる。 

私の勤務先では入院患者さんの中でワクチン未接種者の割合は90%

辺りで推移しています。ワクチン未接種者に高齢者は少なく、ブレークス

ルー感染者には高齢者、基礎疾患がある方が多い傾向があります。ワク

チン未接種の患者さん達に何故接種しなかったのかを聞いてみると、マ

スコミで報道されているようなワクチン強硬反対派の方はほとんどいなく

て、ワクチンの有効性がよく分かっていなかった、自分がコロナにかかる

とは思っていなかったとおっしゃる方が多く、こんなに苦しい思いをする

コロナにもう一度かかりたくないから回復したらワクチンを接種するという

方がたくさんいらして、正確な情報を多くの人々に提供する大切さ、難し

さを再認識しました。 
 

3回目の新型コロナウィルスワクチン：ブースター接種 
当初のワクチンによる感染予防効果が落ちてきてしまったのを再び高

めることを目的として9月にブースター接種が開始されました。現時点で

ブースター接種が推奨されているグループの一覧が図2に示されていま

す。最近、モデルナやヤンセン（ジョンソン・ジョンソン）を接種した方の

ブースターも適応になりました。詳細はCDCのホームページをご覧くださ

い。副反応は一度目、二度目と同程度と言われています。インフルエン

ザなどの他の予防接種と同時に接種していいことにもなっています。 

異なるメーカーのワクチンの組み合わせ接種 
一回目接種後の副反応が重く二回目は違うワクチンを接種したい方、ア

メリカでJ&J製のワクチンを接種したけれど日本に帰る前にファイザーかモ

デルナを接種するべきか検討されている方等いらっしゃると思います。アメ

リカではファイザー 、モデルナ 、ヤンセン (ジョンソン・ジョンソン) 製のワク

チンが接種されていますが、日本ではファイザー、モデルナ、アストラゼネ

カ製のワクチンのみが新型コロナウイルスワクチンとみなされ、これらのワク

チンを接種済みの方は、日本入国後の自宅待機期間を14日間から10日

間に短縮してもよいことになりました。 

同じ種類のワクチンを接種し続けようと今までCDCは推奨してきました

が、最近の研究結果により、ブースターでどのメーカーのワクチンを打って

もよいと変更されました。タイミングとしては、ファイザーやモデルナを最初

に接種した方は、二回目接種から6ヶ月以降、ヤンセンを接種した方は2ヶ

月以降（図2）となっています。 
 

さいごに 
多分、皆さんがこの記事を読んで下さっている頃には5－11歳のワクチ

ンや内服薬に関する推奨などが発表されているかもしれませんね。正確な

最新情報をもとに元気に過ごしましょう！ 

※同講演の動画は商工会ＨＰにて公開しておりますのでご覧下さい。 

 

【免責事項】 
 この原稿は、グレーターヒューストン日本人会のイベント「コロナでも頑張ったあな

たへ」の中で、テキサス州立大学ヒューストン校感染症科兒子真之医師と共同で

行った「コロナ最前線情報とQ&A」講演の資料をもとに作成致しました。2021年10

月28日時点での最新情報を記載していますが、その後アップデートされた内容もあ

るかと思います。最新情報はご自身でご確認下さい。 
 

【参考文献】 
1)  Lancet 2021 Jun26;397(10293):2461-2462 
2)  MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Aug 13;70(32):1084-1087 
3) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html  

（10/13/2021アクセス） 
4)  https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccine-effectiveness  

（10/13/2021アクセス） 

福田由梨子先生 

 2003年横浜市立大学医学部卒。ベイラー医科大学感染

症科所属。米国内科・感染症科専門医、創傷治癒学専門

医、医学博士。 

コロナオンライン勉強会を通じて、ヒューストン在住の日本

人の方々にコロナ関連の最新情報を発信。 

兒子真之先生 

 2005年福井大学医学部卒。テキサス州立大学ヒュースト

ン校感染症科、米国内科・感染症科専門医。日本で研修

等を修了後、米国ニューヨークにて内科と感染症の研修を

修了し、2016年よりテキサス州立大学ヒューストン校の感

染症科にて勤務。新型コロナウィルスの治療・活動を通

し、米国における日本人コミュニティーの方々への正しい

知識の普及に尽力中。 

最初のワク

チンの種類 
適 応 基礎疾患 タイミング 

ファイザー、

モデルナ 

65歳以上 全員 

2回目接種より

6か月後以降 

18歳以上 
長期療養施設など

に住んでいる方 

18歳から

64歳の方 
基礎疾患のある方 

18歳から

64歳の方 

感染リスクの高い職

場勤務の方 

ヤンセン 

(ジョンソン・

ジョンソン)  

18歳以上

の方 
全員 

初回接種より

2ヶ月後以降 

図2 10/28/2021の時点で、CDCからブースター接種が推奨されているグループ一覧      

  参照先(10/28/2021) 

~続き~ 

https://www.jbahouston.org/covid19part3
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccine-effectiveness
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
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に言えば、「つぶした白玉団子」のような形をしています。赤血球がこのよ

うな形を保つことができるのは、赤血球の内側に形成された細胞骨格の

支えがあるからです。細胞の内側には骨を作ることはできないため、

AnkyrinやSpectrinなどのタンパク質が骨格を形成します。Ankyrin遺伝

子やSpectrin遺伝子に異常がある患者さんでは、赤血球がまん丸な形に

なってしまい、重度の貧血の原因となります（主に遺伝性の疾患です）。 

 

脳と細胞骨格 
 さて、私達の脳は主に神経細胞（ニューロン）とグリア細胞によって構成

されています。人の脳内には1000億個以上のニューロンが存在してお

り、特定のニューロン同士が結合することで脳内のネットワークを形成し

ています。 
 このようなネットワークを形成するために、ニューロンは非常に細長〜い

形をしています。その形態の維持にはやはり細胞骨格が重要です。では

AnkyrinやSpectrinに異常がある場合、脳ではどのような変化が起きるの

でしょうか？それぞれの遺伝子に異常が見られる患者さんがこれまでに

複数人報告されています。例えばAnkyrin遺伝子に異常がある方では、

言語障害、自閉症、発達障害など、精神系の異常が多くみられることが

報告されています。一方、Spectrin遺伝子に異常がある方では、言語障

害、発達障害などの精神系の症状に加え、重度の筋緊張の低下（自分

で体を動かすことがほとんどできない）のような神経系の症状が見られま

す。 

 

研究から分かること 
 AnkyrinとSpectrinはどちらも細胞骨格に関わる重要な因子ですが、こ

のような研究から神経系と精神系の両方の症状に関連することがわかっ

てきました。近年、アメリカのグループがAnkyrin遺伝子に異常を持った

ネズミを作成し、研究をしました。その結果、そのようなネズミの脳内では

ニューロンのネットワークが正常に形成されないことが示されました。この

ような研究が進むことで、言語障害、自閉症、発達障害など、これまでに

原因の分かっていなかった精神疾患に関連する脳内のネットワークが解

明されることが期待されます。また、私たちのグループではSpectrin遺伝

子の異常が運動機能に与える影響について詳細な検討を行い、そのメ

カニズムの一端を明らかにしています。 

 

今後の展望と期待 
 人の遺伝子疾患では遺伝子の変化がほぼランダムに起こっています。

そのため、AnkyrinやSpectrin遺伝子に異常がある患者さんにおいても、

運動機能への異常や精神機能への異常の現れ方は患者さんにより程度

が大きくことなるものと想定されます。すると、これまでに「原因不明の神

経疾患」や「原因不明の精神疾患」として診断されていた患者さんの中

にも、AnkyrinやSpectrin遺伝子の異常が原因となっている方が含まれて

いる可能性があります。私たちの遺伝子レベルの研究が進んでいけば、

これまでに原因不明と診断されていた患者さんの中からも、Ankyrinや

Spectrin遺伝子の異常を検知することが可能となるかもしれません。原因

が分かれば新たな治療戦略の開発も可能になってきます。このような基

礎研究から医療応用までの展開を目指し、これからも研究を続けていき

たいと思います。 

はじめに 
 皆様はじめまして、Baylor College of Medicineで博士研究員をしており

ます小川優樹と申します。私はDepartment of Neuroscienceにて、神経科

学の基礎研究をしています。この度はいくつかの脳の疾患と、私の研究

の関連について書かせていただきたいと思います。 

 

神経疾患と精神疾患 
 神経疾患と言われる病気と精神疾患と言われる病気について、皆様は

どのような印象をお持ちでしょうか？代表的な神経疾患にはアルツハイ

マー病、パーキンソン病、ALSなどが挙げられます。一方で、代表的な

精神疾患としては躁うつ病や統合失調症などが挙げられます。一度は耳

にされたことのある疾患が含まれていることと思います。心の病として説

明されることもある精神疾患に対し、運動機能の障害（歩行障害など）

を伴うことが多い神経疾患は、あまり関連のない病気として捉えられてい

る方が多いかもしれません。実際に病院でも、神経疾患は神経内科で、

精神疾患は精神科で治療をされることが基本です。一方で神経科学とい

う側面から見た場合には、その両者は意外にも深い関連性があり、明確

に切り離すことができるものではありません。 

 

細胞骨格を作るAnkyrinおよびSpectrin 

 現在、私はAnkyrinおよびSpectrinという遺伝子に興味を持って研究を

しています。これらの遺伝子からはAnkyrinタンパク質およびSpectrinタン

パク質が作られ、2つのタンパク質が相互に作用することで細胞骨格とい

われる構造を形成します。人の体における「骨格」とは、骨と関節によっ

て作られる構造のことを示しています。骨格は、私達の体の形を決めると

ても重要な因子です。一方で細胞骨格は、細胞1つ1つの形を決める因

子です。私達の体を作る細胞は、それぞれ1つ1つの細胞が特徴的な形

をしています。例えば皆様、赤血球の形を想像できますでしょうか？簡単
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今月号は古田能農先生から神経科学がご専門の小川優樹先生にバトンが移りました。 

第203回 

            神経科学から見た神経疾患と精神疾患   

 次回はMD Anderson Cancer Centerの真木治文先生です。先生とは

同じアパートに住んでおり、子供が同じ保育園に通っているなど、

家庭的な面で仲良くさせていただいております。  



ラーク）、アーモンド粉たっぷりのMakrout（マク

ル ー ト）、と て も 薄 い 生 地 を 何 層 に も 重 ね た

Baklawa（バックラヴァ）。どれもアーモンド、砂

糖、卵、バター、小麦粉など同じような材料を

使って、丁寧な作業で様々なお菓子に変えてい

く。そんな彼女のお菓子が私は大好きだ。 

 久しぶりにTcharekを作ってみた。一人で初め

て作った日を思い出した。上手く出来ず、彼女に

アドバイスをもらおうと連絡したら、すぐに家まで

来てくれた。生焼けだったTcharekを「美味しい」と言って笑ってくれた。二

年前の夏にフランスに引越した彼女。「さようなら」は嫌いだからと「またね」

と言ってハグしてくれた。温かいハグだった。大きく綺麗な目と太陽のように

明るい笑顔が印象的だった。 

 これからも食を通して多国の文化に触れていきたい。オレンジの香りさわ

やかなTcharekぜひお試しあれ。 
 

 Tcharek（10個分） 

 ①．All Purpose粉（250ｇ）と塩ひとつまみと溶かしたバター（125ｇ）を混ぜ、 

   全卵（1/2個）とオレンジ花水（小さじ1）を加えて一つにまとめ、ラップをし 

   て寝かせる。 

 ②．アーモンド粉（150ｇ）とグラニュー糖（125ｇ）とオレンジ花水（大さじ1/2）と 

   シナモン少々を加えてよく混ぜる。 

 ③．①の生地を10等分にし長方形に薄くのばして、その上に1/10量の棒状 

   にした②の種を置く。それを二つに折り、合わせ目をくっつけて、湾曲さ 

   せ三日月型に整える。350℉下段で10分、上段に移し10～15分焼く。 

 ④．砂糖水（砂糖：水＝1： 2）に浸して水を切り、粉砂糖をまぶして出来上が 

   り。 
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第205回  藤崎智子 さん 

駐妻のヒューストン日記 

 ヒューストンでの生活も五年目に入った。 

 しかし、相変わらず英語も車の運転も苦手。そんな私の楽しみは「食」

だ。食べるのは勿論、作ることも好きだ。 

 仲良しの韓国人の友達が作ってくれるチャプチェやプルコギは親子

共々大好物。韓国のお正月に食べる、お餅の入ったスープや、アーモン

ドと砂糖を中に包んだモチモチのホットケーキ風お菓子も初めて食べた。 

近所の持ち寄りランチ会で食べた、エジプトの豆コロッケを挟んだサンド

イッチは最高だった。スコットランド人がその場で焼き上げたレモンメレン

ゲパイは、見た目も華やかでどこの国の人からも喜ばれていた。私はコ

ロッケを持参したのだが、宗教の違いを配慮せず豚肉を使用した為、全

員には食べてもらうことが出来なかった。熱々を持って行ったのに残念

だった。その後は宗教のことも考えて、豚や牛

を使用しないものを持って行くようにしている。

スモークサーモンとアボカドの手まり寿司やポテ

トサラダ、唐揚げ、プリンはいつも喜ばれるので

おすすめだ。 

 子ども達のアート教室の先生でもあった友達

からは、日本では滅多とお目にかからないアル

ジェリアのお菓子を教わった。日本では料理に

砂糖を使うの？と驚いていた彼女が作るお菓子

は、とても甘い。三日月型をしたTcharek（チャ

あそぼーかい  pecan.asobo@gmail.com 

11月5日（金）午前10:00より/11月18日（木）午前10:00より 

「あそぼーかい」は月に2回開催しています。初めてのちびっこもお待ちしていま

す。次回のあそぼーかいの予約サイト(対面)やZoomリンク等の詳細はヒューストン

なびに掲載予定です。また、止むをえず中止や予定変更になる場合もヒューストン

なびにてお知らせします。  

読み聞かせの会   houstonyomikikase@gmail.com 

開催日は未定です。 商工会HPにてご確認ください。 

 サマータイムも終わり、朝夕涼しく、秋を感じる日が多くなってきました。秋とい

えば「食欲の秋」、「スポーツの秋」、「読書の秋」などさわやかな季節を楽しむ言

葉がたくさんあります。今日は「読書の秋」にふさわしい、嬉しいお知らせです。 

 この度、図書館では福音館書店の子ども向け雑誌、計6冊の定期購読が始まり

ます。図書館の絵本の蔵書はとても豊富で、海外に住んでいるとは思えないほ

ど充実しているのは皆さんご存知のとおりです。一歩外に出れば英語が飛び交

う環境のなかで、日本語を忘れて欲しくない、できれば日本語も伸びて欲しい、

変わらず日本語の本も楽しんで欲しいと願う一人の親として、図書館の存在はた

だただ感謝しかありません。 

 今回、読み聞かせの会はそこに毎月新しい日本語の絵本が届く楽しみを子ど

もたちに味わって欲しいと思い、子ども向け雑誌の定期購読をリクエストしたとこ

ろ、図書館でご購入いただけることになりました。少しでも多くのお子さんが絵本

を手に取り、今まで以上に絵本の世界を楽しむ機会になってくれることを願うば

かりです。秋の夜長に、小さいお子さんでしたら膝にのせて、大きなお子さんで

したら隣に座って、温かさを感じながら大人も一緒に読んで楽しんでいただける

と嬉しいです。それでは、これらの新しい雑誌を少しご紹介いたします。 

 対象年齢を書かせていただきましたが、その年齢の本を選らばなければいけ

ないということはないと思います。年齢を超えてお子さんが読みたがるもの、お

父さんお母さんが読みたい絵本を選び、楽しまれることが一番大切だと思いま

す。我が家でも小学生の子どもたちが今でも未就学児用の絵本を楽しんでいま

す。いつ読んでも、何歳になっても、そのたびに新しい発見があるのかもしれま

せん。 

 今回ご紹介した福音館書店の過去の子ども向け雑誌は寄贈されたものも既に

たくさんあります。場所は学習漫画の歴史や伝記の向かい側の書架です。雑誌

自体は薄く題名が読みにくいものもあるので、手に取りづらいと思っている方も

多いかもしれませんが、ハードカバーにはない人気シリーズの絵本などもありま

す。ぜひお気に入りの一冊を見つけてみてください。         （下保木真澄）  

『かがくのとも』  対象年

齢5-6歳 

 科学絵本なのですが、

図鑑のように紹介されて

いるのではなくストーリー

性があってより深くものご

とについて知ることができ

るような気がします。紹介

されたことを家族で実験

したり調べたりする楽しみ

方もあるかもしれません。

これを読み終わるとそのテーマの博士になれそうです。 

『たくさんのふしぎ』 対象年齢：小学3年生以上 

 第一線で活躍する専門家や研究者がその分野について紹介してくれます。

対象年齢が高いだけあって、文章は長く、内容も深く、大人でも読みごたえが

ある雑誌です。  

▲Tcharek 

▲Baklawa 

『こどものとも 年少版』 対象年齢2-4歳  

 シンプルなものがたり絵本が多く、読み聞かせをしていると子どもが思わず指

さして夢中になります。 

『こどものとも 年中向き』 対象年齢4-5歳 

 この時期の子どもの主役はものがたり絵本だそうです。今年度は絵本「ぞうくん

のさんぽ」シリーズの最新作「ぞうくんのはつゆきさんぽ」が1月号で登場します。 

『こどものとも』 対象年齢5-6歳 

 福音館書店では、ものがたり、ことばあそび、新しい表現手法の絵本や文章が

少し長い絵本などがありますが、自分で読むのではなく大人に読んでもらって

楽しむことを大切にしているそうです。表紙を見るだけでどんなお話なんだろうと

大人も楽しみになるような絵本がたくさんラインナップされています。 

『ちいさなかがくのとも』 対象年齢3-4-5歳 

 身近だけれど知らないことがたくさん紹介されていて、大人も驚きの連続で

す。ものがたり絵本とはまた違った楽しみ方ができる科学絵本です。 

ピーカンキッズ 今後の開催予定   ※ボランティアスタッフは随時募集中です。 

▲既に図書館にある福音館書店の子供向け雑誌 

mailto:pecan.asobo@gmail.com
mailto:houstonyomikikase@gmail.com
https://www.jbahouston.org/
https://www.fukuinkan.co.jp/
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編 集 後 記  
 

サマータイムが終わると街は一気にホリデーシーズン

になります。店頭に並ぶクリスマスツリーやデコレーショ

ン、ラジオから常に流れるクリスマスソング。昨年初めて

アメリカの冬を迎えた私はこの独特の雰囲気を目の当

たりにし、まだ11月なのにと驚きました。しかしクリスマス

はいくつになってもわくわくするもので、今年はそんな

文化に倣い既に家にクリスマスツリーを飾りました。アメ

リカには Christmas Tree Farm というものがあり、自分で

選んだモミの木を持って帰ることができるそうです。せっ

かくのアメリカ生活ですので、いつかは私も生の木を家

に飾りたいなと思っています。 

 ガルフストリームに携わって1年半が経とうとしていま

す。コロナ禍で渡米したため知り合いがなかなかでき

ず、勇気を出して編集委員に応募しました。おかげで

社会との繋がりができ、頼れる方々がいることで安心し

て新生活を過ごせたように思います。時間に追われ大

変なこともありますが、時にはメンバーとお茶に出掛ける

など楽しく活動しています。（まさか文章を書く日が来る

とは思っていませんでしたが） 

なんだか宣伝のようになってしまいましたが、編集委

員のボランティアは常時募集しています。まだヒュースト

ンに来たばかりの方も、暮らしに慣れてきた方も、興味

がある方は是非一緒に活動しませんか。 

（編集委員: 吉村 玲衣） 

  

■開催中 – Jan. 3, 2022 
Immersive Van Gogh @ 1314 BRITTMOORE RD 

ゴッホの世界にどっぷりと浸ってみませんか？元倉庫という16,500平方

フィートの広大な空間を用い、ゴッホの絵画が壁面にビデオ投影されます。 
 

■開催中 – Jan. 30, 2022 
Calder - Picasso @ The Museum of Fine Arts, Houston 

20世紀を代表する画家のパブロ・ピカソとアメリカ人画家アレキサンダー・カ

ルダーを合わせて紹介する展覧会が開かれています。同時代を生きながら

生涯で4度しか会ったことがないという二人ですが、並べて鑑賞することで

共通点が見えてきます。同時期開催のAfro-Atlantic Histories は2022/1/17

までの開催ですので、併せてご覧になりたい方はご注意ください。 
 

■Dec. 10-12 
Handel’s Messiah @ Jones Hall 

日本では年末の定番と言えばベートーベンの第9で

すよね。アメリカではこれが定番という曲はないよう

ですが、ヘンデルのメサイアはいかにもクリスマスに

相応しい一曲です。有名な「ハレルヤ」のフレーズ

を生で聴いてみてはいかがでしょうか。演奏は

ヒューストン交響楽団です。 
 

■Dec. 18 
The history tour @ The Toyota Center 

トランプ前大統領がヒューストンにやってきます。TV司会者でジャーナリス

トのビル・オライリーを相手に大統領在任時を振り返るという企画です。チ

ケットが100ドルからと高額ですが、生のトランプを観てみたい人はどうぞ。 
 

■Jan 21-22, 2022 
ELTON JOHN @ The Toyota Center 

コロナのため延期となっていたエルトン・ジョンのコンサート（当初予定

2020/6/30-7/1）ですが、日程が確定しました。元のチケットも有効です。 
 

【イルミネーション特集】 
■開催中 – Jan. 2, 2022 (会期中休館日あり) 
Galaxy Light @ Space Center Houston 

クリスマスシーズンを迎え、宇宙センターもライトアップされます。午後6時

から10時の間、幻想的なイルミネーションをお楽しみください。 
 

■Nov.20 – Jan. 2, 2022 (会期中休日あり) 
LIGHTSCAPE @ Houston Botanic Garden 

こちらは植物園のイルミネーションです。午後5時45分から11時まで、光に

包まれた1マイルのトレイルをお楽しみください。 
 

その他、市内各地のライトアップについてはこちらをご覧ください。 

※内容は記事執筆時点の情報に基づいています。変更になる場合もありますので、お出かけ前

に各自で最新の情報を主催者サイト等でご確認ください。 

三水会センター 

ホリデー期間の休館日及び図書返却日のお知らせ 
 

ホリデーシーズンには三水会センター(図書館、商工会及び補習校事務局)が下記日程

で休館となります。なお、休館に伴い図書返却日も一部変更されます。 
  

    感 謝 祭 

    ▶休館期間 ： 2021年11月25日（木）～11月29日（月） 

    ▶貸出変更 ： 2021年11月11日（木）～11月13日（土） 3週間の貸し出し 
 
    年末年始 

    ▶休館期間 ： 2021年12月24日（金）～2022年1月3日（月） 

    ▶貸出変更 ： 2021年12月10日（金）～12月18日（土） 4週間の貸し出し 
 

 詳細は図書館カウンター及びホームページにてご確認下

さい。 

 延滞料金には休館日も含めて加算されますので、ご注意

ください。 

 尚、悪天候などによる図書館の急な閉館に関する情報は

商工会ホームページに掲載いたしますので、各自お確か

めの上、ご来館いただきますようお願い致します。 

 

図書館ではコロナ禍の状況により1年余り、定期購読雑誌の購読を

休止しておりましたが、10月から購読を再開致しました。但し以前のよ

うに最初の1か月間は図書館で読んでいただくというわけにも参りませ

んので、新規購入本と同じ扱いとして皆様に貸出をしております。 

今までの定期購読雑誌に加えて、お子様用として図書館でも人気

の「こどものとも」(同年少版・同年中向きも)「かが

くのとも」「ちいさいかがくのとも」の6誌の購読を

始めます。（ピーカンキッズの記事参照）また、こ

どもだけではなく大人の方にもためになる「月刊

Newsがわかる」、「ジュニアエラ」や、ビジネスマ

ンの方向けとして「PRESIDENT」を購読しまし

た。その他にも最新刊が続々と届きますので、

どうぞ図書館にてお手にとってご覧下さい。 

mailto:sansuikai@jbahouston.org
https://www.jbahoustongulfstream.com/
https://www.houstonvangogh.com/
https://www.mfah.org/exhibitions/calder-picasso
https://houstonsymphony.org/tickets/concerts/handels-messiah-2021/
https://www.toyotacenter.com/events/detail/the-history-tour
https://www.toyotacenter.com/events/detail/elton-john
https://spacecenter.org/galaxy-lights/
https://hbg.org/lightscape/
https://www.visithoustontexas.com/events/holiday-lights-in
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