
Gulf Stream 

目 

次 

Japan Business Association of Houston 

Volume 45  No. 8 

May  2020 

www.jbahouston.org 

 

1880 S. Dairy Ashford Road, Suite 170 Houston, TX 77077   TEL: (281) 493-1512 

1…コロナ情報 

2…特別理事委員会・常任委員会議事録  

3…コロナ情報・補習校入学祝辞 

4・5…コロナ時系列・生活情報 

6…こころの健康を守る 

7…安全情報 

8…会社紹介 

9…ピーカンキッズ 

10…テキサスメディカル 

11…駐妻日記・知っとん 

12…自宅で楽しめる美術館・コンサート 

   編集後記 

 

 

 雇用に関しては、日系企業の69％が「影響なし」と回答した。3割の「影

響あり」と回答した企業に業務の無くなった従業員への対応を聞いたとこ

ろ、解雇は24％に止まり、「雇用契約を継続し健康保険等を維持する一

時無給休職」が49％を占めた。 
 

 州知事令の下、テキサス州では5月1日から、全ての小売店やレストラン

が入場者数を制限する形で店内営業を再開できるようになった。テキサ

ス州は最も早く具体的な経済再開日程を示した州となった。在宅勤務ま

たは事業を中断している企業は再開にどう向き合うか。 
 

 まず事業再開の判断材料（複数回答）として最も多いのが「各地で出さ

れる在宅命令の解除」（72％）、これに「従業員の安全を確保できる社内

の衛生管理体制の確立」（52％）、「COVID-19の収束」（44％）が並ぶ。

「需要の回復（取引先の生産再開含む）」（27％）が比較的少ないのは、

そこまで待てないという声の裏返しか。再開時期は「5月中」が35％、「6月

中」が31％だが、「分からない」も31％。感染収束とは言えない中、再開

準備は手探りで進む。 
 

 再開にあたっての課題は何か。「従業員の不安の払しょく」「マスクなど

防護用具、衛生用品の確保」「感染者が出た場合の対応準備」「経済再

開ガイドラインの明確化」「ソーシャルディスタンスの確保」が多い。                      

（【表】参照）  
 

 再開に向けた具体的な対応策は何か。一番多いのが安全対策で、マ

スク等の衛生用品の確保、体温測定に関する従業員の同意の取り付け、

タッチパネル用のタッチペンの確保、消毒業者の選定、事務所のレイア

ウトの変更、シフト勤務制の導入などが挙がる。その他、職場復帰に向け

たガイドラインの策定や、在宅を前提としたシステムの再構築、運転資金

の確保など。再開に向け日本本社の理解を得るための会議用資料の作

成といった回答もあった。 

  2019年の年末、帯同でヒューストンに到着したばかりの家族と、ヒュースト

ンからコーパスクリスティ、サンアントニオ、フレデリクスバーグ、オースティ

ン、ロックハート、ゴンザレス、そしてヒューストンと、車でぐるっと回る小旅

行に出た。大みそかはサンアントニオの空港近くに宿泊。テレビから流れ

る新年カウントダウンの歓声を背に、地平線を見渡す限り、延々と打ちあ

がり続ける花火を眺めていた。年前半絶好調だったテキサス経済も、自身

が着任した秋口からやや踊り場に入った感じだったが、米中摩擦も小休

止となったし、2020年は明るい良い年になりますようにと願った。年明け

早々に聞こえて来た武漢の異変は、アジアの局地的な話のようにしか感じ

られなかった。 
 

 2020年も、もう半ばに近づきつつある。世界は劇的に変化した。コロナ禍

はアジアから欧州に飛び火し、そして3月半ばに米国を飲み込んだ。全員

が前例のない、海図無き航海を余儀なくされ、ジェトロには「他社の方々は

どう対応されているか」との問合せが殺到した。そこで在米日系企業各社

の情報共有を目的に、COVID-19のビジネスへの影響に関する緊急アン

ケートを3度実施し、毎回1,000社前後の回答を頂いた。商工会会員企業

の方々にも多数の回答そして個別ヒアリングにご協力頂いた。この場を借

りて厚く御礼申し上げる。 
 

 本稿では、4月28～30日にかけて実施した第3回調査の結果概要を紹介

する。 
  

＜売上減は7割超、製造業では通常未満の生産が7割＞ 

 日系企業の中で、いわゆる「必要不可欠な事業（Essential Business）」に

従事する企業は53％に上る。ただし、法令上は出勤できるとしても需要減

や安全確保のために出勤を選択しない企業はこの約半数を占める29％と

なった。結果として「在宅勤務または事業を中断している企業」は日系企

業全体の67％となった。 
 

 売上は激減した。過去１ヶ月の売り上げが減少した企業は74％に上っ

た。1ヶ月前に行った第2回調査時点の55％から大きく増加した。特に3月

下旬からの1ヶ月で厳しさが増したことが覗える。（【図】参照） 
 

 製造業の生産状況はどう

か。中断を含め、通常未満の

生産と回答した企業が80％に

上った。最大の要因は国内需

要の減少だ。一部自動車メー

カーは5月半ばの生産再開を

発表しており、本号発行時点

では製造業の生産再開の動き

がより確かなものになっていれ

ばと願うが、国内外の需要回

復が気になる。なお、一部「通

常よりも生産が増加」との回答

もあった。例えば個人防護用

具（PPE）や医療関連企業向

けの設備などだ。 

  新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 未曾有の危機、日系企業への影響と対応 

日本貿易振興機構（ジェトロ） ヒューストン事務所所長 桜内 政大 

 （3ページに続く）                
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 令和元年度（2019-2020） 4月 商工会特別理事委員会 議事録 

会員限定 
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令和二年度 第四十九回 ヒューストン日本語補習校  

中学部・高等部入学へのお祝いのメッセージ 

 ヒューストン日本語補習校の中学部、高等部にご入

学の皆さん誠におめでとうございます。 

 昨年度末から全世界的に猛威を振るっている新型コ

ロナウイルスの感染拡大により、人生の節目となる入

学式が開催できず、本当に残念に思っていることで

しょう。 

 さて、本校の教育目標は『自ら未来社会を切り拓き、

グローバル社会に貢献できる子供を育むこと』です。

まさに今、混迷する社会が置かれている困難な未来

社会を切り拓かなければならないのは、大人世代では

なく皆さん方一人一人です。それも、自国さえよけれ

ば良いというナショナリズム（国家主義）ではなく、グ

ローバル社会に貢献できるインターナショナリズム（共存共栄）な生き方が

求められるでしょう。 

 そこで、新たに中学部・高等部の生徒としてスタートする皆さんに、実践

していただきたいことについて、三つの視点から申し上げます。 

 一つ目は、どのような分野で未来社会を切り拓き、グローバル社会に貢

献しようとしていくのか、そのためには今、何をなすべきかということを自問

自答し、志をしっかりと持っていただきたいということ。（立志） 

  ヒューストンといえば、宇宙に一番近い都市として宇宙開発や宇宙開発

関連企業が最先端の技術開発に取り組んでいます。また、シェールガス

や石油をはじめ、未来のエネルギーの在り方について、絶え間ない技術

革新を行っている企業が集積しています。さらには、世界屈指の最先端

医療研究の拠点として、未知の病原菌対策や治療方法の研究機関であ

るメディカルセンターを有しています。皆さんのご両親には、このような分

野で志を持たれ、ご活躍されている方も多いでしょう。 

 

皆さんの一番身近に、いらっしゃるそういった方から知恵をいただきなが

ら、自分の可能性を拓いていっていただきたいと思っています。 

 二つ目は、日本人に限らず、補習校や現地校で出会った友だちを尊重

し、一生涯の友として大切にし、お互いの可能性を拓くために高め合って

いただきたいということ。（共学）    

 一人で学んだり活動したりしていると、挫折しそうになる時が多いもので

す。その時、相談にのり、悩み、解決の方向性を一緒に見出してくれるの

は友達です。そんな助け合える友達をたくさんつくっておくことが大切で

す。 

 三つ目は、自分の決めた目標に向かって、主体的で対話的な学びに取

り組んでいただきたいということ。（自立） 

 昨年、私は補習校の授業がある日は、毎時間のように各学級を回り、授

業を参観させていただきました。そんな中、友達と真剣に対話し、主体的

に授業に取り組んでいる人の瞳は輝き、生き生きとしていました。このよう

な主体的な生き方こそ、挫折にも強く確実に学力を高めていけるのです。 

 保護者の皆様、本校では、『立志・共学・自立』を合言葉に指導の充実

を図っています。今年はリモート授業での開始となりましたが、子供たちの

育ちに、側面から支援していただけますようよろしくお願い申し上げます。 
       

 

        令和2年4月18日  ヒューストン日本語補習校  

                              校長 井手登士昭                                            

 なお、外務省は3月31日、米国全土に対する感染症危険情報レベル

を渡航中止勧告の「レベル3」に引き上げた。その際、日系企業では駐在

員の71％、帯同家族の60％が米国に残った。理由の多くは「移動による

感染リスクへの不安」「帰国後の事情（2週間の自主隔離、滞在先確保の

困難）」だった。 
 

  働き方も大きく変化した。4月上旬の第2回調査時点で、回答企業の実

に95％が何らかの形での在宅勤務に踏み切っていた。当初は州知事令

等により在宅勤務を義務付けられるなど、各社で入念に準備した上での

導入とは限らなかった。1ヶ月以上経過した今、どうか。 
 

 いわゆる「必要不可欠」に該当しない製造現場をもつ企業が直面する

難しさに変わりはないが、管理部門や営業等比較的在宅勤務が実現し

やすい職種の場合、テレビ会議や電話、メール、SNS等を駆使し、次第に

慣れ、安定的に仕事ができるようになったという声は多く耳にする。テレビ

会議ツールによって遠くの顧客、同僚とも従来に増して密に連絡できるよ

うになったことを今回の危機から生じたメリットと捉える方も少なくないだろ

う。 
 

 以上、在米日系企業の受け止め、取組を紹介した。ジェトロは今後も

COVID-19感染拡大が与えるビジネスへの影響等、情報を収集し、ウェブ

サイトの特集ページ「特集 新型コロナウイルス感染拡大の影響」（https://

www.jetro.go.jp/world/covid-19/）に掲載していく。本日紹介した調査結

果もこちらに掲載している。是非ご覧頂きたい（「JETRO」「コロナ」で検

索）。 
 

構想開始から1週間で実現！ 

日本人医師の先生方に聞く、COVID-19対策ウェビナー 

 50を超える病院が集積、年間の手術件数は18万件以上、世界最大規

模の小児とガン専門病院が存在、心臓病治療などのため国外から含め

年間に訪れる患者数は800万人――。ここテキサス・メディカル・センター

には多くの日本人医師の方々が実際に患者さんに接する臨床医として、

または研究者として活躍

されている。 
 

 ヒューストン地域が感染

拡大真っ只中の4月3日。

日本人医師の先生方へ

「オンライン勉強会などで

解説を頂けないものか」と

相談した。わずか1時間

後「日本の方のお役に立

てるならば喜んで」と有志

先生方6人による特別チー

ムが結成され、わずか1週間でオンライン勉強会が実現した。 
 

 当日は約700名が参加し、COVID-19とは、在宅命令期間中の自宅での

過ごし方、感染の疑いになったらどうしたらいいかなどについて医師の先

生方に解説頂いた。開催後には商工会事務局のご尽力で速やかに特設

サイトを作って頂き、勉強会の録画動画、解説資料、Q&A集、単語集が2

週間限定で公開された。ヒューストンに限らずテキサス州、他州、さらに日

本、海外からと視聴者はぐんぐん増え、4月28日の特設サイト終了時まで

にアクセスは1万7,300件に上った。企業各社が当地でビジネスをするにあ

たり、従業員全員が健康で、不安少なく活躍できることは全ての基礎とな

る。先生方からの解説に、視聴者の多くは正しい理解を得、相当の不安

は除かれたのではないかと思う。 
 

 治療、研究の多忙な中でもこの短期間で勉強会を実現してくださった以

下の先生方に、改めて御礼を申し上げたい。そして異例の速度でのオン

ライン勉強会の実現、さらに開催後の国内外への情報発信に尽力された

多くの関係者に心から敬意を表したい。 
 

＜紙面の都合上、ご所属とお名前のみ＞ 

★講師：兒子真之先生（UTHealth）、福田由梨子先生（ベイラー医科大

学）、池田早希先生（同） 

★司会：西田有毅先生（MD Andersonがんセンター） 

★ホスト/質問対応：吉本桃子先生（UTHealth）、小林道弘先生（同） 

 

商工会理事委員会メンバーがZOOM参加。 

YouTube視聴者数は1万7,000人超 

 

新型コロナウイルス感染症 （COVID-19） 
 未曾有の危機、日系企業への影響と対応  (1ページ続き)   



Gulf    Stream 4 Vol.45 No.8 May 2020 

新型コロナウィルスCOVID-19 時系列データ 

新型コロナウィルスで激変した私たちの日常。ガルフストリーム編集部ではこれまでの動きを振り返

るべく、世界の動きから私たちの身近なコミュニティーまで、出来事を時系列でまとめてみました。 
(ガルフストリーム編集委員） 
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こころの健康を守るため、 

新型コロナウイルスとどう付き合うか？ 

5. 規則正しい生活を維持する 
 

 人間は一貫性、規則性に安心感を覚える性質

があります。毎日定期的なスケジュールを維持

することで、日々の生活に予測可能性が生ま

れ、こころに落ち着きがもたらされます。規則正

しい睡眠、食事だけでなく、定期的な運動、決

まった時間の着替えや入浴、家事や仕事、勉

強、趣味や娯楽などをなるべく決まったスケ

ジュール通りに行うことは、メンタルヘルスに良

い影響を与えます。 

 

6. 他者とのつながりを保つ 
 

  ソーシャルディスタンシングを保つために

物理的に人と離れていても、テクノロジーを

駆使して友人、家族、その他親しい人と定期

的に連絡を取り合いましょう。他者との社会的

交流はメンタルヘルスにとって非常に重要で

す。孤立感、孤独感はメンタルヘルスの悪化

の原因となります。 

 

7. さらにサポートが必要な場合は、メンタルヘルスの専門家に相談して

ください 
 

 今回のような非常事態の渦中で生活することはとても大きなストレスを

伴います。このようなストレスに晒され続けた場合、誰でもこころの調子

を崩す可能性があります。専門家の助けを求めることは、決して特別な

ことでも恥ずかしいことではありません。専門家とまず話してみるだけで

も、気持ちが楽になるかもしれません。 

 そして、もし自分や周囲の誰かが死にたいと感じるほど追い詰められ

ている場合は、741741にCRISISとテキストすれば、無料でテキストメッ

セージによる相談が受けられます。また、National Suicide Prevention 

Lifeline（1-800-273-8255）に電話することも可能です。 自殺や自傷行

為の危険が高く、緊急の場合は、911に電話してください。 

 

Disaster Distress Helpline（災害ヘルプライン） 

1-800-985-5990に電話するか、66746にTalkWithUsとテキストメッセージ

を送信する。 

 

National Suicide Prevention Lifeline（自殺防止ライフライン） 

800-273-8255に電話するか、下記でチャットする 
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/ 
 

(Crisis Text Line) クライシステキストライン  

741741にTALKとテキストメッセージを送信 

 

 新型コロナウイルス（COVID-19）の世界的大流行（パンデミック）に際

し、誰もが非常に強い心理的・精神的ストレスに晒されています。大きな

ストレスは必ずこころや体の症状として現れます。ストレスに対する反応

は人によって千差万別ですが、不安、抑うつ気分、苛立ち、睡眠障害、

食欲の変化、胃腸障害、頭痛、胸苦しさ、息苦しさ、体の痛み、めまい、

痺れ、などありとあらゆる症状があります。また、アルコール、タバコ、その

他の薬物の使用が増加することも多いです。 

 

 

1. ストレスを感じている自分を受け入れる 
 

 人間は確実性と他者とのつながりに安心感を感じる生き物です。とこ

ろが、現状においてはいつ感染するかわからない、感染拡大収束の見

通しが立たない、いつ外出禁止令が解除されるかわからない、など、不

確実なことだらけです。また、外出禁止、人が集まるイベントの中止、学

校や職場の閉鎖、在宅勤務、ソーシャルディスタンシングの励行など、

他者との繋がりが否応なく分断される状況に置かれています。こうした

不確実性と社会的孤立に直面した場合、誰もがストレス、不安、恐怖、

孤独を感じて心身の不調を生じるのは至極自然で当然のことです。決

して心が弱いからではありません。ストレスを感じている自分を責めない

ようにしましょう。 

 

2. ニュースやソーシャルメディアを見過ぎないようにする 
 

  感染とその被害の拡大について繰り返し見聞きすると、必要以上に

不安や恐怖を煽られてしまうことがあります。ニュースやソーシャルメ

ディアは扇情的だったり、誤った情報が含まれていることもしばしばあり

ます。こうしたメディアを見ることは必要最低限にとどめ、正しい情報を

得るためにはお住まいの地方自治体、疾病管理予防センター

（www.cdc.gov）、世界保健機関（www.who.int）などの信頼できる情報

源を常に参照するようにしましょう。 

 

3.自分でできること、自分ではどうにもならないことを区別する 
 

 自分ではどうにもならないことをどうにかしなくてはいけないと考えてし

まうと、強い焦り、苛立ち、無力感を感じ、大きなストレスになります。一

人一人ができることは限られている一方で、困難な状況においても、自

分が決して無力ではないことを認識することが重要です。手洗い、セル

フケア、ソーシャルディスタンシングなど、感染を防止するために個人

でできることはいくつかあります。自分でできることに意識を集中するこ

とは、こころの安定につながります。 

 

4. セルフケアに焦点を当てる 
 

 バランスの取れた健康的な食事を摂

り、定期的に運動し、充分な睡眠をとり

ましょう。アルコール、タバコ、その他の

薬物はなるべく避けて下さい。リラック

スする時間、趣味や娯楽などに楽しく

没頭できる時間を意識的に作りましょ

う。非常事態だからといって楽しい時

間を過ごすことに罪悪感や後ろめたさ

を感じる必要はありません。 

 

松木隆志 医師 （準会員） 
 

プロフィール： 

・東京医科歯科大学医学部医学科卒業。 

・日本での数年間の診療経験を経た後渡米、ニュー

ヨーク市内のマウントサイナイ医科大学ベスイスラエ

ル病院精神科にて精神科専門医研修を修了、米国

精神科専門医資格を取得。 

・現在はマウントサイナイ医科大学精神科助教授お

よび同医科大学附属病院精神科救急部の指導医と

して精神科急性期医療の最前線で診療と教育に従

事する傍ら、ニューヨーク、ニュージャージーにて一

般外来診療を行っている。また、ジョージア州、テキ

サス州全域を対象にインターネットのビデオ通話を

用いた遠隔診療も提供している。 

about:blank
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ハーグ条約 

【出典：FBI: Offenses Reported to Law Enforcement Preliminary semiannual uniform crime report Crime in the 

United States 2019 January-June】 

  2018年上半期 2019年上半期 増減率 

殺人 139 129 -7.1% 

強姦 609 609 ±0% 

強盗 441 430 -2.5% 

傷害 7.031 6.785    -3.5% 

住居等侵入盗 7.939 8.360 +5.3% 

非侵入盗 32.589 33.863 +3.9% 

自動車盗 5.678 6.028 +6.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●日常の安全対策 
（1）自動車 

  自動車を運転する際は、事前の点検を忘れずに行い、乗降時には、

周囲に不審な人物がいないか確認しましょう。給油や駐車の際には、治

安の悪い場所はなるべく避けるようにしてください。助手席側のドアを開

けられてバックを盗まれることもありますので、乗車中や短時間の下車で

も必ず車をロックするようにしましょう。大型スーパーやアパートの駐車場

での車上荒らしも頻繁に起こっていますので、貴重品は車内に放置しな

いようにしてください。移動中、不審な車に尾行されていると気づいた

ら、最寄りの警察署や大型店など人の多いところに退避しましょう。退避

場所がない場合には、クラクションを鳴らして周囲の人の注意を引くこと

も重要です。 

メキシコ国境付近では、米国への密入国や麻薬等の密輸の舞台となっ

ており、それに伴う犯罪も起こっています。国境付近では警備が強化さ

れており、たとえ市内であっても頻繁に身分証の確認が行われています

ので、国境付近に行かれる方はパスポートを忘れずに携帯してくださ

い。 
 

（2）住居や電話対応 

 複数の鍵をかけることは侵入防止に有効です。窓などにも必ず鍵をか

ける習慣をつけてください。訪問者は必ず覗き窓などで確認し、修理や

工事人なども身分証明書を確認してから入れるようにしましょう。夜間外

出時は室内の灯りをつけたままにするなど、留守と分からないような工夫

をしましょう。長期間家を留守にする場合は、バケーションホールドを頼

むなど留守であることが分からないようにしましょう。 

 電話がかかってきたときは、相手を確認する前に自分の名前や電話番

号等、個人情報を教えないようにしましょう。ポスト内の郵便物を見たり、

勧誘や詐欺の電話などで個人情報を盗み、その人物に成りすます犯罪

が横行しています。電話による振込め詐欺などの被害に遭う可能性にも

十分に注意してください。 
 

（3）銃乱射・テロ対策 

  テキサス州法は広範な銃器等の使用を認めており、銃器等の所持が

一般的である当地においては、不測の発砲があり得ることを常に認識し

ておきましょう。銃の乱射事件に巻き込まれた場合には、発砲音が聞こ

えたら直ちにその場に伏せ、犯人の注目をひかないようにする、逃げら

れる場合は発砲場所から離れる・逃げる 、逃げられない場合は隠れると

いった対応が考えられます。 

 世界各地のテロはISILをはじめとするイスラム過激派組織やこれらの

主張に影響を受けているとみられる者（ホームグロウン型）や一匹狼

（ローンウルフ型）によっても発生しています。単独の犯行も増え、テロ

の予防は難しくなっていますが、不特定多数の人が出入りする場所で

は周囲の状況に注意を払い、不審な人や車、物には近づかないなど、

常に安全意識を高めておくことが重要です。 

 テロに遭遇した場合には、避難経路の確保のため、ドアや窓は開けた

まま逃げてください。近くで銃乱射や爆発事件が発生した場合には、安

全な場所まで逃げてください。逃げられない場合には、その場に伏せる

か、安全な場所に隠れてください。第一の爆発をおとりにして、第二の

爆発が起きる可能性があるので、爆発現場には近づかないでください。 
 

（4）ハリケーンなどの大規模災害 

   6月から11月にかけてはハリケーン・シーズンと言われています。2017

年8月のハリケーン「Harvey」では死者少なくとも82名、5万人が避難し、

連邦非常事態宣言が発出されました。シーズン中は日頃から天気予報

をチェックし、お住まいの地域のSNS等のリアルタイムの情報発信を利

用しましょう。ヒューストン市は、自然災害などの警報等を配信する

「Alert Houston」というサービスを提供しており、登録しておくと、ヒュース

トン市から連絡が届きます。 

また、避難に備えて日頃から準備をしておきましょう。ヒューストン市が公

開している緊急時の準備マニュアルが参考になります。避難場所は複

数の候補を確認し、緊急連絡先リスト、水や懐中電灯、食料などの入っ

た緊急災害キットを準備し、貴重品の保管場所はあらかじめ確認してお

きましょう。避難指示が出たら直ちに指示に従い、落ち着いて行動して

ください。避難命令(Mandatory Evacuation Order)が出た地域は、当局

者も全て退避するため、その地域での救助、救援は期待できなくなりま

すのでご注意ください。 

 海外で大規模な災害・事件が発生し、邦人が多数巻き込まれている

可能性がある場合、外務省ホームページの「オンライン安否照会システ

ム」（https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/online.html）で安否照会を依

頼することができます。受付の際に受け取る受付番号とパスワードで、

その後いつでも安否確認の結果や情報の更新を同HP上で確認するこ

とができます。 
 

在留届・たびレジへの登録 
 3か月以上外国に滞在される方は、在留届を必ずご提出ください。在

留届はオンライン（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html）で

簡単に提出できます。在留届をご提出いただければ、災害などの緊急

事態が発生した場合に、日本総領事館から情報提供、安否確認、救援

活動などの連絡が入ります。総領事館は在留届の記載をもとに連絡を

行いますので、すでにご提出済みの方でも、住所、メールアドレス、電

話番号など記載事項に変更があった場合やご帰国された場合には、

「変更届」（オンラインで提出可）を提出し、常に最新の情報をご登録く

ださい。 

 なお、海外滞在が3か月未満の場合は、「たびレジ」に登録することで

滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡などが受け取

れます。すでに在留届を提出された方も、他の地域や外国への出張や

旅行の際には、「たびレジ」に登録してください。 
 

パスポートの盗難・紛失 
 パスポートを盗まれたら、最寄りの警察署に届け出て、警察証明書

（Police Report Fact Sheet）を発行してもらいます。証明書をすぐにもらえ

ない場合は、ケースナンバーだけでも聞いてください。 

パスポートの新規発給又は「帰国のための渡航証」の発給には、6か月

以内に発行された戸籍謄本（抄本）が原則必要になります。新規のパス

ポートの発給には6営業日を要しますので、急いで帰国する必要がある

方には、「帰国のための渡航書」を発給しています。必要書類の詳細に

つきましては、総領事館ホームページをご覧ください。 

 詳しい情報につきましては、在ヒューストン日本国総領事館のHP内

「テキサス・オクラホマ安全の手引き」（https://www.houston.us.emb-

japan.go.jp/itpr_ja/anzen_taisaku.html）をご覧ください。 

                                                                       (文責： 総領事館)  

 米国では、一般に都市部は犯罪率が高い傾向にあり、ヒューストンも

注意が必要です。FBIの犯罪統計によれば、殺人事件や傷害事件など

は減っているものの、盗難事件は軒並み増えております。テキサスは自

衛を目的とした銃の使用が広く認められている州の一つでもあり、思わ

ぬ場面で銃撃に巻き込まれる可能性があります。普段から「自分と家族

の安全は自分たちで守る」との心構えを持ち、「予防」が最良の危機管

理と心得て、情報収集に努めるなど、不測の事態に巻き込まれないよう

にすることが重要です。 
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Youngjun Yoon さん （準会員） 

Japan Auto Services, Inc.  

１．会社の業務内容等について

簡単にご説明ください。 

 Japan Auto Servicesは全米で

法人・個人のお客様に、リース、

新車販売、中古車の売買、お

車のメンテナンス等、お車に関

するサービス全般を営んでおり

ます。全てのサービスを日本語

で行っており、お客様の心に寄

り添ったきめ細やかなサービス

を提供し続けることで、お客様に口コミでご紹介頂けるようになりました。

その一端をご紹介させて頂きます。 

修理：メンテナンスから車検、タイヤ交換、事故車の修理まで日本人整備

士が点検修理の対応をしております。 

買取：ご売却をお決め頂いたお車は、ご帰国当日にご利用の空港で乗り

捨てて頂くことが可能で、大変ご好評頂いております。 

販売：お車をご購入頂く際も同様に、米国にご到着された当日、空港ま

たはご指定の場所から直ぐにご利用頂けるよう、すべての準備を整えた

状態で納車させて頂いております。 

リース：米国でのクレジットヒストリーが無い方にもでもご利用いただけるよ

う、お手伝いさせていただいております。 

Japan Auto Serviceでは納車後もお客様とのご縁を大切にし、慣れない米

国でのお車生活をより快適に過ごしていただけるよう努めることが使命と

考えております。  

 

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。 

 私はこれまでアイダホ州とイリノイ州に居住経験があります。どちらの州

も寒さが厳しかったということもあり、ヒューストンの気候の暖かさはとても

魅力的です。人々もオープンマインドで心温かい方が多く、すっかり

ヒューストンのファンになってしまいました。その一方で仕事柄、交通事故

や車上荒らし、お車の浸水被害などのトラブルの相談を受けることが他州

に比べて多い印象です。日ごろからトラブルの予防に努め、もしもの際の

対処方法などをチェックしておくことをおすすめしたいです。  
 

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。 

 私は韓国のソウルで生まれ育ちましたが、

日本の大学で日本語や自動車/機械につい

て学びました。 

 また、日本での学生時代、日本の素晴らし

いサービス精神やおもてなし文化に触れ、た

くさんの刺激を受けました。 

今こうして自分の専門知識を使って日本の皆様と日々出会えること、日本

で学んだ様々なことをこういった形で発揮できることをとても光栄に思って

おります。 

 

 現在 Japan Auto Service では、在庫調節も兼ねて一部の車両に最大

$3000割引など、COVID-19克服キャンペーンを実施しております。

COVID-19の影響で各方面で厳しい状況に置かれていらっしゃるかと思

いますが、少しでも早く状況が改善され、皆様とまた直接触れ合える日が

来る事を楽しみにしております。 

上野 洋一 さん （準会員） 

Café Kubo’s Sushi 

１．会社の業務内容等について簡単

にご説明ください。 

 すし、弁当、丼、うどん、ラーメンな

ど和食全般の大衆食堂的レストラン

です。 

 2001年よりKubo's Sushi Bar & Grill

としてRiceVillageで商工会の準会員

でおりましたが、2016年に閉店したた

め2009年設立の子会社Cafe Kubo's 

Sushi が準会員を引き継ぎ今日に

至っています。いわゆるファインダイ

ニングではなく気軽に入れるカジュ

アルダイニングとして基本的には一

人10ドル程度で一食を終われるよう

メニューも作られています。 

 4月中はテイクアウトのみで営業してましたが5月からは25％キャパで

店内で飲食可能となりました。4テーブルのみですが、食事できます。 

Ubereats, GrubHub, Door Dashを通じてオンライン、デリバリー注文も

お受けしております。 

 

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。 

 私は1988年より1993年まで日本の石油会社のメキシコ湾のガス開発

のため駐在員として滞在し、2000年に会社を辞めヒューストンにレストラ

ンを開くために戻って来ました。ですからヒューストンでの滞在期間は合

計25年にもなります。 

 テキサス州やヒューストンについての印象はと聞かれると、いくつかの

相反する印象を併せ持っていてなんといったら良いか迷うところです

が、先ずは、広くておおらかなことかと思います。道はひろいし、若干の

間違いが厳しく咎められることはあまりありません。一方で必ずしもそう

ではないというところもあります。アメリカ全体にいえることでしょうが、例

えばレストランの衛生管理についてはかなり事細かに決められており、

海外をいろいろ渡り歩いた日本人シェフによると日本、イギリス、フラン

スなどに比べるととても厳しいとうことです。これもアメリカが多人種、多

文化が共存していること、訴訟社会であることなどが理由だろうと思いま

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。 

私の夢はリタイア後、クレジットカード一枚持って世界の食文化を見

て回ることでした。今、それが実現するのはかなり難しそうですが、いつ

か文化人類学を勉強して食文化を研究してみたいと思っています。か

つて多くの関連書物を読みあさりましたが、今は時間がなく立ち止まっ

たままです。例えば、スパゲッティはマルコポーロが中国の麺を伝えた

からだ、といった話は信じられませんよね。フォークは11世紀にイタリア

でスパゲッティを食べるために使われ始めたという

ことです。私が若いころに読んだ岩波文庫のひと

つ、19世紀に書かれた「美味礼賛」には、それか

ら8世紀も過ぎたのちも、フランスの上流社会でナ

イフとスプーンだけで食事している情景が描かれ

ています。どうしてなのでしょうか。まだまだいろん

な面白い話があります。いつかゆっくり勉強してみ

たいと思っています。 

ヒューストン日本商工会 会 社 紹 介 
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～読み聞かせの会～ 

 Stay at Home Orderが出て子どもたちは学校へ行けず、いつもは会社の

お父さんも在宅勤務となり、ご飯の準備も洗い物もいつもより多め。子ども

たちも単純に学校がお休みだったら、ワクワクしながら旅行の計画を立てた

り、お友達のところに遊びに行ったりできるものを、Online授業形式になっ

ているものだから、保護者の方が横につきっきり状態にならざるを得ないご

家庭も多いのではとお察しいたします。 

 元気がありあまっている子どもたちを何とかしたい、家でできる遊び方や、

Onlineで楽しめるものはありませんか?とのご質問をいただいています。お

気持ちは痛いほどわかるのですが、Online授業を受けているお子さんにこ

れ以上、目に刺激を与えることはお勧めしません。電子機器から離れて、

目を休ませるためにもお散歩に出かけたり、庭のお手入れを一緒にしたり、

ベランダに出て雲を一緒に眺めたりという過ごし方をされてみては如何で

しょうか。雲の色、雲の形、垣根の木々、咲いている花、風の匂い等々、気

が付いたことをみんなで教えあいます。そうして自然を満喫して子どもたち

は、絵本の中にその感覚を見出せるようになることでしょう。 

 子どもたちと一緒に周囲の自然と触れあってみてください。家族みんなで

自転車で走ったり、散歩した時の空の色、風の音、花の香、空気の温かさ。

そんなことの一つ一つが、子どもたちの大切な五感を研ぎ澄まします。子ど

もたちが「ねぇねぇ、お母さん!お父さん!」 と言ってくれた時が、最大のチャ

ンス。お子さんの横に座ってお話を聞いてみてあげてください。キラキラし

た目で「あのね、あのね...」と話をしてくれるはずです。そうやって、自分の

話を一生懸命に、共感しながら聞いてくれる人に囲まれた子どもは、大きく

なってもいろんな話をしてくれる子に育ちます。その種まきの時期と捉え

て、ご家族で過ごせる時間を楽しまれては如何でしょうか。 
 

 今回ご紹介する絵本は、我が家の娘たちが幼かったころの日常を思い

出させてくれる絵本たちです。 

「さくら」 （かがくのとも絵本） 長谷川 摂（著）  

矢間 芳子（絵）福音館書店 

 私が大好きで大切にしていた絵本の一つで

す。この絵本を三水会センターで見つけた時

は、本当に嬉しく何度も娘たちと読みました。1

歳の時に日本を離れた次女は、本物の桜を見

たことがありません。その妹に長女が「さくらの

匂いってね、ほんのりあまい匂いがするんだよ」

「風が吹いたら、ぱ～ってたくさんの花びらが飛

んでくるんだよ」と一生懸命説明していたことにとても驚きました。長女が3

歳の冬にヒューストンに来たため、彼女が桜を見たのは3歳の春が最後で

す。日本に住んでいたとき、我が家の近くの堤防にそれは見事な桜並木

がありました。四季折々に移り変わる桜の木を楽しみながら当時2歳だっ

た娘とよく散歩に行っていました。その時のことをこんなにもはっきり覚え

ているものなのかと、本当に驚きました。 

「ちいさな き」  
（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ） 

神沢 利子（著） 高森 登志夫（絵） 福音館書店 

 娘が1歳のころ、家の中にいても息が詰まって

しまうので毎日公園にお出かけをしていました。

ところが、ちょっと進んでは立ち止まり、ちょっと

進んでは空を見たり、地面を見たりとなかなか進

まない娘に業を煮やして、ベビーカーに乗せた

り、自転車に乗せて公園に行っていました。そ

んな頃読んだ本に「大人は公園で遊ばせることが最大の目的となります

が、子どもは公園に行くまでもが大冒険なのです」的なことが書かれてい

て、はっとしました。それから自転車で公園へ行くことをやめ、娘の視線に

合わせて一緒に公園までの道を楽しんでみました。 

 すると、今まで気が付かなかったアリのお引越しや、ダンゴムシの巣、道

端のお花など、たくさんの発見がありました。最大の目的の公園へたどり

着けないことも多くなりましたが...。 

 そんな頃の出来事を思い出させてくれる一冊が、「ちいさな き」です。

「ぼくのぱん わたしのぱん」 （かがくのとも

絵本） 神沢 利子 （著） 林 明子（絵） 福音館

書店 

 加古里子さんの 「からすのパンやさん」もい

ろんなパンが出てきてとても好きだったのです

が、私が幼いころ一番好きだったパンの絵本

が「ぼくのぱん わたしのぱん」です。パンを作

る材料を用意するところから始まり、姉弟（?）

で協力しながらパンを作っていくそんなお話

です。この絵本を見ながら、いつか自分でもパ

ンを作ってみたいなぁと思って、何度も何度も読んでいました。 

 娘とこの絵本を読んでいた時「わたしもパンを作ってみたい～」と言われ、

本音を言うと「冗談でしょ、めんどくさすぎる」と思ったものの、せっかくだ

し!!!と覚悟を決めて一緒に作ったことがあります。思った通り時間はかかる

し、途中で飽きてしまうし、後片付けは大変。焼きあがったパンはお世辞に

も美味しい♪と思える仕上がりでもなかったので、もう一緒には作らないと

心に誓ったのですが、出来上がったパンを「これ私が作ったんだよ～、絵

本と同じだね!」と嬉しそうに食べ、私たちが「本当においしいね、こんなに

上手に作れるなんてすごいね!」と言った時の満面の笑顔が忘れられませ

ん。それから絵本を見るたびに、「形を作るとき、手にペタペタパンがくっつ

いちゃうよね」「パンが焼けるときって、あま～い、美味しい匂いがするんだ

よね」と得意げに解説してくれていました。その後も、この絵本を見るたびに

パンを作りたい!と騒ぎ出し、何度か一緒に作ることになって大変な思いをし

たので一時この絵本を隠していたこともありました（笑）。ですが、この絵本

を手に取るたびに、まるで懐かしいアルバムを見るような気持ちになりま

す。 

「ばばばあちゃんの なんでも おこのみやき」  
さとう わきこ（著） 佐藤志乃（協力）福音館書店 

 大阪人ならだれでも（?）作れるお好み焼き。

ヒューストンで育った娘たちにも、お好み焼きが

作れるようにとバイブルのように読んでいたのが

こちらの絵本。（実は広島風お好み焼きなんで

すが。）この絵本もレシピと手順がしっかり描か

れているので、子どもたちが作る際の大切な指

南書です。何度も何度もこの本を見ながら作っ

ていたため、絵本の間に小麦粉が挟まっていた

り、ソースのしみがついていたりと、もはや寝室には持ち込みたくない一冊

です。 

 絵本を見ながら、お料理を作りたいと子どもたちが言い出したら、（とって

も大変ですが）ぜひ、挑戦させてあげてください。主役はあくまでもお子さ

んで、仮に失敗しても、とても良い経験になります。次はどう工夫しようかと

語りかけ、大人は失敗を何とも思っていなくて、みんなで一緒に作ることが

楽しいんだと感じさせてあげられると大成功です。失敗しても再挑戦しようと

いう気持ちが子どもたちにもわいてくるはずです。ただ、行き過ぎると連日

同じものを食べさせられる羽目になりますが。 

 絵本の中に出てきた美味しそうなプリンを作れるようになりたいと凝り性の

次女が10歳の時、2週間毎日プリン（一度に使用する卵6個!）を作り続けて

いたこともあったなぁ。あの時彼女に火をつけたのは、「わかったさんのプリ

ン」だったっけ。でも、おかげで彼女の作るプリンは絶品!の域に達しまし

た。親バカですが。 

ピーカンキッズの活動は秋に再開の予定です。お楽しみに。 

 いろいろとストレスの多い時期ではありますが、子どもたちと一

緒にいることができる時間を楽しみながら過ごせると良いです

ね。                                                           （樽谷明日香）              

きっと大人の目線からだったら気が付かない道端のお花のかげに、ひょっ

こり出ていた赤ちゃんの木。おかあさんの木はどこだろう。とても小さな時か

ら、おかあさんの木と同じ葉の形、同じ葉の色。まるで赤ちゃんの手を見た

時のような感動もあります。自然を満喫して育った子どもたちは、絵本の中

の自然を肌で感じることができるようになります。 
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前回の三瀬広記先生から消化器外科がご専門の伊達健治朗先生にバトンが移りました。 

第187回 

膵臓の囊胞性腫瘍とは？？  

 初めまして、九州大学臨床・腫瘍外科から2019年7月にヒューストンに

参りました伊達健治朗と申します。日本では8年間消化器外科を中心と

した外科診療に携わり、3年間は大学院で膵臓癌、特に膵臓の囊胞性

腫瘍に注目した研究を行いました。現在は、MD Anderson Cancer Cen-

terで膵前癌病変の基礎研究を行っています。 

 バトンを渡してくれた三瀬先生は、高校時代の同級生です。お互いに

留学することは知らず、偶然こちらのキャンパス内で再会して驚いたば

かりでなく、同じアパートに住んでいることもわかりました。世間は広いよ

うで狭いというのは、まさにこのことかと思った出来事です。我々はうどん

県として売り出し中の、香川県高松市の出身です。先日旅行サイトによ

る世界の旅行先10選に、高松市が日本で唯一選出されたというニュー

スを見かけました。機会がありましたら是非お立ち寄りいただき、うどん

だけではない高松市の魅力を感じていただければ幸いです。 

 

1. 膵囊胞性腫瘍とは 

 さて、膵臓の囊胞性腫瘍とはいったい何者でしょうか。そもそも漢字が

ややこしいので、私も研究するまでは避けていたのですが、調べてみる

と非常に興味深いことがわかりました。囊胞性腫瘍とは、袋状の腫瘍を

指す総称で、様々な腫瘍を含んでいます。その中でも私は、どろどろし

た粘液を作り、いくら状にもこもこと増殖するIPMNという膵腫瘍に注目し

て研究しています。囊胞性腫瘍を見つけることは比較的簡単で、CTや

MRIなどの画像診断技術の普及や進歩に伴い、診断頻度はさらに増え

ています。特に症状もなく偶然発見されることがほとんどで、開業医の

先生などから紹介された患者さんは「どうやら囊胞というものが、なんと

膵臓に…」と不安そうな表情で病院に来られます。 

 

2. なぜ注目されているか 

 膵臓癌がタチの悪い癌ということは有名ですので、膵臓に腫瘍と聞くと

誰もが不安になると思います。膵臓癌の予後が悪いことの最大の原因

の一つは、早期発見が難しいことです。なぜIPMNが注目されているか

というと、この発見しやすいIPMNを経過観察することで、膵臓癌を早期

診断することが可能ではないかと考えられているためです。IPMNは良

性であることが多く、明らかに悪性を疑う所見がない場合には経過観察

を行います。しかし、IPMNにはゆっくりと悪性の膵臓癌に進行していく

可能性があります。加えてIPMNを持つ膵臓は、それと別個に膵臓癌を

発生する可能性が高いのではないかと言われています。そう言われると

不安になるかもしれませんが、大半の方は膵臓癌を発症することはあり

ません。 

 とある国には、癌になる可能性があるのならばIPMNはすべて手術適

応だとしている病院もあるらしいですが、膵臓の手術は大きな手術にな

ります。加えて膵臓は、消化液やインスリンなどの大切なホルモンを作る

重要な臓器で、一度切除した膵臓は元には戻りません。体に負担をか

けることなく、たとえ進行しても、適切なタイミングで治療できるように経

過観察するというのが現在の主流な考え方です。 

 

3. どう経過観察するか 

 いくら医療技術が進んだとはいえ、膵臓癌を早期に診断することは未

だ困難です。胃や大腸のポリープであれば、内視鏡を使って組織の一

部を採取すれば診断することができますが、膵臓の場合はそうはいきま

せん。 

 現在、日本では6ヶ月ごとにCTとMRIを繰り返す方法が主流となって

います。経過観察中に変化を認めた場合には、特殊な胃カメラを使っ

て直接膵臓をエコーで観察する超音波内視鏡という検査を行い、詳細

に治療方針を検討します。明らかに癌化している場合や、癌の疑いが

強い場合は手術適応です。この経過観察方法は、国際診療ガイドライ

ンに基づいた方法ですが、欧米各国にも独自のガイドラインが存在して

います。各国の医療体制や医療経済によるところが大きいのではない

かと推察しますが、米国消化器病学会のガイドラインでは、日本の経過

観察方法よりも緩い方法を推奨しています。不安だからといって頻繁に

検査を行えば、医療機関と患者さんの両方に負担になりますし、医療費

も高騰します。しかし、検査間隔を伸ばせば、膵臓癌となっていた場合

に進行してしまう可能性があります。膵臓癌の予後を改善するために厳

重な経過観察を行うべきなのか、それとも大半が良性のまま変化しない

腫瘍であることを考慮した緩い経過観察を行うべきなのか。ここに一定

の見解はなく、学会などでもよく議論されています。 

 

 米国で実際にどのような経過観察が行われているかの詳細は存じま

せんが、もしあなたやご家族が囊胞性膵腫瘍と診断された場合、どのよ

うな経過観察方法を望みますか？一番大切なことは、信頼できるかかり

つけ医を見つけ、必要に応じて速やかに専門医を受診できるようにして

おくことだと思います。この情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いで

す。 

  医師 （MD Anderson Cancer Center,  Translational 

Molecular Pathology, Postdoctoral fellow） 
  

伊達健治朗  

 次回は同じMD Anderson Cancer Centerに所属されておられる血液内

科がご専門の秋山弘樹先生です。秋山先生は同じアパートに住んでい

るご縁もあり、家族ぐるみでお世話になっています。  
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第188回  石田梢 さん 

 ヒューストンに転勤となったのが2018年の夏。ヒューストン在住は約1

年半というまだまだヒューストン歴新米の私ですが、ヒューストン駐在以

前には米国北部の地方都市で3年間を過ごしていたため、駐妻歴とし

ては4年半という中堅選手くらいかと思います。ただ、ここヒューストン

は、駐在何か国目という猛者揃いですので、やはりまだまだ新米のカテ

ゴリかもしれません。 

 まさかの駐在中の転勤、かつ夫の職場に日本人は誰もおらず、頼れ

る人はゼロ、という不安な状況ではありましたが、ヒューストンは全米でも

4位の大都市、かつ日本への直行便がある、ということに胸を弾ませて

ヒューストンの地に降り立ちました。 

 到着したのが8月ということもあり、ヒューストンのう

だるような暑さに一気に心が萎えていくのを感じまし

たが、初めて日本のスーパーに行ったとき、薄切り

の生の肉がこれでもかと並んでおり、再び胸が躍り

ました。前任の地では薄切りの肉は高級品で、こち

らのスーパーの魚介類の多さにも驚かされました。ヒューストンに赴任し

たことで、我が家の食生活が一気に豊かに、それに伴って主婦の苦労

も半減となりました。夏の暑さも、ほぼ車生活であることや、アパートの

プールで子どもを毎日遊ばせることができる、と思えばそれほど苦にも

感じなくなりました。唯一今でも苦痛なのは「蚊」でしょうか。昨年は少な

めだったようにも思いますが、北部の夏はカラッとしており、蚊への対策

もほぼ不要だったことを思うと常に虫よけスプレーを持ち歩く生活は面

倒に感じました。 

 ヒューストンに引っ越したタイミングで息子のキンダーが始まりました。

英語環境には慣れているものの、初めてのス

クールバスや学校という環境になじめるか心配

でした。しかし、そんな不安も杞憂に終わり、颯

爽とスクールバスに乗り込む息子を見て胸をな

でおろしました。ヒューストンは白人以外の子も

多く、クラスに日本人はいませんでしたが、アジア系の子も数名おり、

私自身にもママ友ができたのは大きな収穫でした。ヒューストンに来る

前は、プレスクールの後に遊べる現地の友人がいない、というのが密か

な悩みだったのですが、前回は一軒家だったのが、ヒューストンではア

パートに住むようになったこともあり、学校後に同じ建物内の子とプー

ルや自宅で遊ぶなど交友関係が大きく広がりました。キンダーでは毎

月のようにバースデーパーティに呼ばれ、文化の違いに戸惑いながら

も楽しい時間を過ごせたのも良い思い出です。 

 そして冬が到来。前任の地の冬は氷点下も珍しくない長く厳しい季節

でした。時折寒い日もあるヒューストンですが、「寒くない」「冬が短い」と

いうことの有難さを身に染みて感じました。駐在開始以来悩まされてき

た冷え性も、2度目の夏を迎えるころには自然に改善し、ヒューストンへ

の愛が深まっていきました。 

 今思えば、よくあのような土地で3年間も過ごせたと思うのですが、当

時はそれほど苦痛にも感じていませんでした。「住めば都」とはよく言っ

たものです。ヒューストンの暑すぎる夏も蚊も同じような思い出となるの

でしょう。駐在の地は選べず、夫の会社に振り回されるしかない駐妻の

生活、文句を言っても何も始まりません。その土地その土地でいいとこ

ろを見つけ、楽しむしかないのだと感じています。 

 現在このように新型コロナの影響で外出禁止となり、ホームスクール

をするようになるとは全く想像していませんでしたが、世界でも有数の

規模のメディカルセンターを有するヒューストンでこの局面を迎えられた

のは、ある意味幸運だったかもしれないと思い直し、乗り切っていきた

いと思います。 

駐妻のヒューストン日記  

By 
Kumiko 

No. 141 
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編  集  後  記 

 ガルフストリーム編集委員10年目。日本では出版社で編集の仕事をして

いたので、編集会議は古巣のような心地良さ。ところが、この新型コロナ騒

ぎで、楽しみにしている毎月1回の編集会議もウェブ会議となってしまいま

した（怒）。 

 個人的な憤りはさておき、この状況下、大規模なイベントが次々と中止や

延期となり、ガルフの定番記事も次々と掲載不能に。しかし、転んでもただ

では起きないガ編集部、その代わり「コロナ特集をしよう」と集めた記事が

今月号です。この号が出るころには状況も変わっているかもしれません

が、ガルフストリームの意義は、「ヒューストンの歴史を記録すること」でもあ

ります。何年か後、この時を振り返ることがあれば、正確かつ豊富な、しか

も一般人の体験記事が参考になるはずです。 

 こんな世界規模の（きっと）歴史に残る大きな出来事は、人生の中でそう

何度も経験することはない（ことを祈ります）。「正しく怖がろう」と言われて

いますが、せっかくですから「真面目に、楽しく」も入れませんか？私は、

外出は週2回の短時間の買い物だけ。店に入る前には手作りマスクと手袋

着用。小さい香水用のアトマイザーにアルコールを入れて、店から出てき

たら持ち物と自分に霧吹き、家に帰ったら手洗い、と正しく真面目な防護

を心がけています。そして、「入店まで待ち時間10分」「レジ前の待ち位置

のマークが足形だ」「あの人のマスクかっこいいね」など、店や周りの人の

様子を観察しては楽しんでいます。今まで読みたかった本にも手がつきま

した。こうなったら、コロナウイルスより賢くしたたかに生き残っていきましょ

う!                                   （佐藤 暁子） 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編集委員および投稿募集中！ 

問い合わせ先：info@jbahouston.org 

ガルフストリームは、現在紙面での配布を停止しており、 

ホームページで電子版のみ閲覧可能です。  

https://www.jbahoustongulfstream.com/ 

発      行 ： ヒューストン日本商工会 

発行責任者 ： 白岩良浩 

編集委員長 ： 松澤進一 

構成 ・ 編集 ： ガルフストリーム編集委員一同 

印     刷 ：  Sel-Fast Printing Copies &  Laminating   

     （713）782-2000 

美術館 
世界中の美術館をこちらのサイトでみることができます。 
Google Arts & Culture 
 

～このサイトでできること～ 

・世界中の美術館、絵画、写真、世界遺産を鑑賞することができます！ 

ご自身の大好きな美術館やこれまで行ったことのある美術館、外出でき

るようになったら訪れてみたい場所に狙いを定め、今からリサーチしてお

くのはいかがでしょうか。きっと楽しい時間になるはずです。 

・作品を好きなだけ拡大できます！ 

実際に足を運んだ美術館だったとしても、作品保護のため至近距離まで

近づくことはできませんよね。でもこのサイトなら好きなだけ拡大できちゃ

います。画家の気持ちになって細かい筆のタッチを感じると、絵が語りか

けてくるように感じるかもしれません。 

・好きな画家の作品を時系列で観ることができます！ 

例えば日本人にもとても人気のある印象派の画家クロード・モネの作品

を時系列で観ることができます。長生きだった彼の作品を初期のころから

時を追いかけながら晩年まで観ることができるのもこのサイトならでは。 

・好きな画家の作品を色別に観ることができます！  

2021年 に 映 画 が 公 開 予 定 の 映 画

『HOKUSAI』、日本の新パスポートや 2024 

年度から使用される千円札のデザインに採用

され、今なお愛され続ける世界的アーティスト

の葛飾北斎の絵を色別に観てみると美しい色

合いに心躍ります。 

・近くの美術館・博物館を教えてくれます！ 

アプリもありますのでスマホにダウンロードしておけば、ご自身のお近くの

美術館・博物館を教えてくれます。 

 

世界中の美術館のうちオンラインで楽しめるサイトの一部を集めてみまし

た。ぜひこの機会にのぞいてみるのはいかがでしょうか。（我らが地元の

ヒューストン美術館ももちろんあります！） 
 

・メトロポリタン美術館 （アメリカ・ニューヨーク） 

・ワシントン・ナショナル・ギャラリー 

             （アメリカ・ワシントンD.C.） 

・J・ポール・ゲティ美術館 （アメリカ・ロサンゼルス） 

・大英博物館 （イギリス・ロンドン） 

・ウフィツィ美術館 （イタリア・フィレンツェ） 

・アムステルダム国立美術館 

           （オランダ・アムステルダム） 

・ゴッホ美術館 （オランダ・アムステルダム） 

・ヒューストン美術館 （MFAH） 
Google Arts & Culture  
バーチャルエクスペリエンス  

コレクション 
 

何を隠そう筆者は毎週ヒューストン美術館に通うほ

ど、ヒューストン美術館ラブ❤です。 

ミュージカル・コンサート情報 
・コンサート無料ライブ配信スケジュール  

音楽情報雑誌「ぶらあぼ」が国内外でのコンサートの無料

ライヴ配信やアーティストによる動画配信を紹介してくれて

います。必見です！ 

・自宅が劇場に！パリ・オペラ座やメトロポリタン劇場など、至福の芸術

ストリーミング6選 （Vogue Japan より） 

・ブロードウェイ リビングルームコンサート  

ブロードウェイの出演者たちの生の声が聴け、彼らのキャラクターを知

ることができます。ミュージカルのストーリーを楽しむためにも出演者を

知っておくとますますミュージカルが楽しくなる！  

 

本 
・青空文庫  

誰でもアクセスできる自由な 電子本を、図書館のようにイ

ンターネット上に集めているサイトです。これを機に、夏目

漱石や森鴎外、芥川龍之介や宮沢賢治などの作品を読

み返すのもいいかもしれませんね。 

同じ趣旨の英語版もあります。Gutenberg project   

 

おはなし 
・ホリプロ 日本昔ばなし よみきかせ昔話2020 

綾瀬はるかや石原さとみなどによる懐かしの日本昔ばなし

のよみきかせ。お子様と一緒に懐かしくてワクワクする時間

を持つのはいかがでしょうか。 

（文責： 大加瀬 裕美） 

自宅で楽しめる美術館・コンサート 

 先月号のガルフストリームで紹介されたお家で楽しく！過ごすための“お

家おこもり術”（詳細はこちら。充実おうち時間～みんなのおこもり術）に続

いて、今月は、おうちで楽しめる世界中の美術館などなどをご紹介します。  

 外出がままならない間は、普段なかなか時間を取ることができなかったこ

とに存分に時間を使って楽しむことができるチャンスではないでしょう

か！？誰に気兼ねをすることなく、お子様やご家族と一緒におしゃべりしな

がらワイワイ楽しむことができるのもオンラインならではと思います。引き続

きおうちで安全に楽しく過ごしてまいりましょう！ 

 文中の青字箇所をクリックするとリンクに飛ぶことができます。 

https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/entity/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%83%8D/m01xnj?date=1860&categoryid=artist
https://www.hokusai2020.com/index_ja.html
https://artsandculture.google.com/entity/%E8%91%9B%E9%A3%BE%E5%8C%97%E6%96%8E/m0bwf4?categoryId=artist&col=RGB_007173
https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
https://www.nga.gov/
https://www.getty.edu/art/
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions/uffizi-virtual-tour
https://www.rijksmuseum.nl/en
https://vangoghmuseum.nl/en
https://artsandculture.google.com/partner/the-museum-of-fine-arts-houston?hl=en
https://www.mfah.org/visit/mfah-virtual-experience
https://emuseum.mfah.org/?utm_source=wordfly&utm_medium=email&utm_campaign=1%20VE%203.25.20&utm_content=version_A
https://ebravo.jp/archives/63048
https://www.vogue.co.jp/lifestyle/article/live-viewing-world
https://www.vogue.co.jp/lifestyle/article/live-viewing-world
https://www.broadwayworld.com/topic/LIVING-ROOM-CONCERTS
https://www.aozora.gr.jp/
http://www.gutenberg.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwxtMufW6r1Ksh35fh10NtE7tb9eYxd8g
https://www.jbahoustonotasukemap.com/single-post/2020/03/26/%E5%85%85%E5%AE%9F%E3%81%8A%E3%81%86%E3%81%A1%E6%99%82%E9%96%93%EF%BC%81%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%93%E3%82%82%E3%82%8A%E8%A1%93%E2%9C%A8
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