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白岩前会長を引き継ぎ、10月よりヒューストン日本商工会会長に就任致しました

北米三菱商事の相澤です。皆様どうぞ宜しくお願いします。白岩前会長のこれま

でのご貢献、ご尽力に心より感謝申し上げます。 

まず始めに簡単に自己紹介をさせて頂きます。入社以来約30年、天然ガスの

仕事に携わってきました。世界のエネルギー首都であるヒューストンとは深い縁が

あり、2000年から2007年までヒューストン駐在を経験しております。再び住み慣れ

たヒューストンに戻ることができ大変に嬉しく思っております。ヒューストン以外は

オーストラリア、イギリス、カナダといった英語圏での駐在経験をしております。2月

にヒューストン赴任となったのですが、赴任するや否やコロナ禍で2週間の自主隔

離となり、その後多くの関係者皆様も在宅勤務となったことで、なかなかご挨拶が

できぬまま半年が過ぎてしまいました。 

さて、8月末に極めて規模の大きいハリケーンLauraがメキシコ湾岸に上陸しまし

た。幸いにもヒューストンを直撃はしませんでしたが、影響を受けた企業の皆様も

相澤 稔 

おられるかと思います。お見舞い申し上げます。この挨拶文を書かせていただいている9月中旬の段階で命名された熱帯性低気圧は23を数

え、観測史上でも最大の発生数となっており、ハリケーンシーズンが終わるまでは目が離せない状況が続きます。コロナ禍での各企業における

舵取りの困難さとあわせて、商工会としても価値ある役割を担っていければと考えております。総領事館並びにその他各団体のご支援を得なが

ら、関係企業の親善・業務促進・親交並びに日本語補習校の運営といった商工会の活動に注力をし、皆様並びにご家族が安心して生活を送

ることができるよう尽力するとともに、日本・日本企業のプレゼンス向上にも努力していく所存ですので何卒宜しくお願い申し上げます。 
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令和元年度（2019-2020） 9月度 商工会理事委員会 議事録 

会員限定 
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 11月に大統領選挙を迎える

中、トランプ政権は通商政策に

おいて一層、保護主義的な措置

を講じる可能性がある。また、中

国との対立が緊迫化する中、グ

ローバルに展開する企業のサプ

ライチェーンにも影響する動きが

続いている。同政権の方針をお

さらいするとともに、留意すべき

最近の動きを総括する。 
 

＜貿易赤字解消が至上命題＞ 

 トランプ大統領は2016年の選挙キャンペーン時から、米国の貿易赤字解

消を公約に掲げており、就任後もその公約に忠実に従い主要な貿易相手

国との交渉や、一方的な措置を行ってきた。基本的な交渉戦術は、相手国

を1対1の土俵に引きずり込み、米国の莫大な消費市場をテコに、そこへの

アクセスが欲しければ要求を飲むよう圧力をかけるというものである。その圧

力としてトランプ政権が好んで利用するのが追加関税であり、鉄鋼・アルミ製

品の輸入に対して利用した232条（1962年通商拡大法）や、中国原産品の

輸入に使った301条（1974年通商法）が挙げられる。 

 その方針の下、この3年半強の中で、日本と中国との個別の2国間通商交

渉に加えて、カナダとメキシコと締結していた北米自由貿易協定（NAFTA）

の改訂交渉を進めてきた。結果、日本と中国とはいずれも「第1段階」と位置

付ける貿易協定に合意し、それぞれ今年1月と2月に発効している。NAFTA

改訂交渉も、昨年末にまとまり、今年7月に米国・メキシコ・カナダ協定

（USMCA）と衣替えをして発効している。トランプ政権はこのほか、欧州連合

（EU）とも包括的な通商交渉開始に向けて協議していたが、正式な交渉開

始にたどり着かない内に、双方が15年来抱えている航空機補助金問題に基

づき、EUからの輸入の一部に301条追加関税を課す事態に至っている。 

 他方、貿易額は大きくないものの、EUから離脱した英国および、アフリカの

ケニアとは今年に入ってそれぞれ2国間自由貿易協定（FTA）の締結を目指

した交渉を開始している。しかし、11月に大統領選挙があることから、年内の

交渉妥結は難しいと見られている。 
 

＜米中関係が国際ビジネスに影響＞ 

 トランプ政権がこれまで仕掛けてきた通商政策の中でも、国際ビジネスを

巻き込んで最も影響を与えてきたのが中国との関係である。歴代の米政権

も、中国による知的財産権の侵害や強制的な技術移転については問題視し

ており、協議による解決を図ってきた。しかし、中国は一向にこれら不公正な

貿易慣行を改善しないどころか、2012年の習近平政権発足後はより対外強

硬的な姿勢を強めてきた。特に、米国側の懸念を高めたのが、2015年に発

表された「中国製造2025」という産業政策で、中国政府による国有企業に対

する莫大な補助金が鉄鋼分野などの国際市場を歪めたとされている。 

 この状況を受けて、トランプ政権は発足当初から中国の方針転換を狙い、

交渉を行ってきた。2018年7月以降は、実際に双方が相手国からの輸入品

に追加関税を課し合う貿易戦争にまで発展した。2019年5月に一度は合意

しかけた交渉は、中国側が署名寸前で退いたことで振り出しに戻り、その

後、米国側がさらなる追加関税を課すに至った。2018年7月に発動した、い

わゆるリスト1から、2019年9月1日に発動したリスト4Aまでを合計すると、実に

中国からの輸入の約7割に追加関税が課されるに至った。 

 この様な経緯をたどりつつも両国が交渉を続けた結果、2019年末に第1段

階の経済・貿易協定の締結に合意し、2020年2月に発効までこぎつけた。し

かし、トランプ政権が求めていた①貿易赤字の解消、②知財侵害・技術の強

制移転の禁止、③国家資本主義体制の改革のうち、第1段階協定に含まれ

たのは①と②までで、③は第2段階交渉に持ち越しとなった。よって、米国が

対中輸入に課している追加関税のほとんどは第2段階交渉妥結まで維持さ

れることになった。 

 第1段階協定発効当初の2月時点では、トランプ大統領はすぐにも第2段階

交渉を開始するとの意向を示していた。しかし、そこで起きたのが新型コロナ

ウイルスのパンデミックである。世界の中でも米国は最も被害を受けた国とな

る。 

トランプ政権は中国の武漢発と言われるこのウイルスに対する中国政府の

対応に強い不満と不信感を募らせていく。さらに、5月には中国が香港に対

して国家安全法を導入し、香港への統制を強めた。こうした動きを受けて、ト

ランプ政権は再び対中強硬策を矢継ぎ早に打っていく。7月には在ヒュース

トン中国総領事館が知財侵害の拠点となっていることを理由に、閉鎖を命ず

るというセンセーショナルな外交手段を講じた。ビジネス面では中でも、中国

の通信機器大手のファーウェイに対する米国製の技術等の輸出管理の厳

格化は、半導体分野の国際サプライチェーンに影響を与えると見られる。ま

た、同社をはじめ、米国政府が指定する中国の通信機器・監視カメラ企業の

製品・サービスを利用している企業は米連邦政府の調達に参加できないと

する規則も8月に施行したり、同盟・友好国に中国の通信関連企業やソフト

ウェア、クラウドサービス、アプリなどを5G通信網から排除する「クリーン・ネッ

トワーク」に参画するよ

う呼び掛けたりと、米

中間のサプライチェー

ンのデカップリングが

現実味を帯びるような

施策を次々と打ってい

る。対 中 政 策 は11月

の米大統領選挙にも

影 響 す る 政 治 的 イ

シューとなっており、米

中対立のフロンティア

は今後も拡大していく

ことが予想されるので

注意が必要だ。 
 

＜232条、301条の動きも要注意＞ 

 大統領選挙と絡めて注視すべきは米中関係に留まらない。トランプ政権は

232条に関して、実際に追加関税を発動し、現在も継続している鉄鋼・アルミ

製品輸入のほか、昨年までに自動車・同部品、ウラン製品、スポンジチタン

についても輸入制限を行うべきかの調査を行ってきた。現時点ではいずれ

に対しても輸入制限措置は発動されていない。しかし、政権は今年の5月以

降、立て続けに変圧器・同部材、移動式クレーン、バナジウムの3品目に対し

て232条調査を開始した。中には選挙の激戦州に拠点を置く米企業からの

申請に基づくものもあり、政権が11月の選挙前に何かしらの行動を取る可能

性は否定できない。 

 301条に関しては、他国が既に導入または導入を検討中のデジタルサービ

ス税に対して、GAFA（グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル）に代表

される米インターネット大手を狙い撃ちしたものとして、6月に調査を開始し

た。同条項は先述のとおり、対中追加関税の根拠にもなっているものである

ため、これに関しても米国が単独で一方的な対抗措置を講じる可能性があ

る。 

 特に、トランプ政権は多国間での枠組みを嫌い、大統領就任3日目には

TPPから離脱する大統領令に署名し、世界貿易機関（WTO）に関しても強い

不満を繰り返し述べてきており、同機関の紛争処理機関を機能不全に追い

込んだ経緯がある。よって、これまでの足取りを振り返っても、トランプ政権は

今後も多国間の協議によらずに、一国主義的な動きに出る恐れがある。選

挙キャンペーンの中で何が出てくるか、目が離せない状況だ。 
 

（ジェトロ・ニューヨーク事務所 磯部真一） 

トランプ政権の通商政策 
 ヒューストン日本商工会の主催により、2020年9月10日（木）に

標記講演会がウェビナー形式で開催されましたので、以下に概

要をご紹介いたします。  

講師： 磯部 真一（いそべ しんいち）氏 

 （ジェトロ ニューヨーク事務所 調査担当ディレクター）  

2007年、ジェトロ入構。海外調査部北米課で米国の通商

政策、環境・エネルギー産業などの調査を担当。2013～

2015年まで米戦略国際問題研究所（CSIS）日本部客員研

究員。その後、ジェトロ企画部海外地域戦略班で北米・大

洋州地域の戦略立案などの業務を経て、2019年6月から

現職。 
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（All Nippon Airways Co., Ltd.） 

東 克己 

（Marubeni America Corporation） 
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（Goodman Global Group, Inc.） 

特命理事 
（ジャパンフェスティバル＜主＞） 
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（安全危機管理） 

特命理事 
（他団体対応・日本庭園） 

特命理事 
（ジャパンフェスティバル＜副＞） 

文化委員長  

（ピクニック＜主＞） 

幹事 

酒井 一宏  
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会計幹事 

沖 隆士  

（Deloitte & Touche LLP）  
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泥 克信 

（Kaneka America Holdings, Inc.） 

新組織体制 
令和二年度（10/1/2020-9/30/2021） 

新年度を迎えて新たな組織体制となりましたので 

ご紹介致します。（敬称略） 



３つのミッション ヒューストン日本商工会  
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組織図 ヒューストン日本商工会  

会員や日本人コミュニティを対象とした

親善イベントや各種セミナーの開催 

「ガルフストリーム（月刊誌）」や会員名

簿の発行 

安全危機管理対策 

日本語の図書館サービス提供 

各種ボランティア活動の支援 

正会員: 704名 準会員: 45名 

ジャパンフェスティバルキッズ 縁日 

地元団体や政府組織との親善促進・

関係強化    

地域社会への貢献  

1.パートナーシップ 

総会  

常任委員113名 ＝ 正団体会員数  常任委員会 

理事委員会  

役員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

特命理事（４名） 

 

 

 

 

 

 

常設委員会 

 

 

 

 

  

 

常設部会 

2.フレンドシップ 

日本語補習校の運営・支援による、駐

在員・現地社員の家族への援助  

3.次世代のために 

日本庭園への寄付 

ピクニック ゴルフコンペ 

入学式 運動会 

・ 

 

・ 

・ 

 

・ 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

10月10日時点  
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 組織を変える、会社を変える、変化を起こすことに皆様は意識が高いと

思います。 

 私自身、変化に対してどんな解釈を自分が持っているかを明快に認識

するのが大事だと思っています。解釈は無意識の底に沈んでいるので、

変化に対する無意識の解釈が、行動を縛ってしまったり、強制してしまっ

たりということが個人として、組織としても起こります。 
 

 変化が、重くてつらいものだと思っている人やチームにとって、変化は

大変な物になります。逆に、変化はエキサイティングで刺激的で楽しいも

のだと思っている人やチームにとっては、毎日変えてやろうという物にな

ります。 
 

 変化が組織の中で起きないのは、組織の中にある「前提」が何かを検

証することなく、自動的な反応(ルーティン）を繰り返しているからと我々

は思っています。前提は、当たり前のように存在しているものの見方や捉

え方で、それが繰り返されるのが「ルーティン」です。暗黙の了解として流

れているので変えるのが難しく、それぞれの意識の中に沈んでいます。

前提とルーティンが同じだと組織は変わらず、ブレークダウンが起きない

と前提とルーティンに目を向けるのは難しいのです。      

  

   

  「ブレークダウン」は、仕事でミスした時、関係がこじれた時、大切なもの

を失った時、フィードバックを受けた時、大きな環境変化が起こった時な

どに起こります。ブレークダウンには2種類あり、意図しない物と、意図的

な物があります。本来リーダーは自からブレークダウンを起こすべき存在

で、前提とルーティンに対して「問いかけ」、一緒に見ることを誘発し、ブ

レークダウンを起こし、前提とルーティンを言語化し、それに対して共に

向き合うのが仕事です。これができないと、我々の考えではリーダーでは

ないと思えます。目を向けてやめないと組織を変えることはできません。

エグゼクティブコーチングでは、まず最初に我々が経営者に「あなたは

何をやめますか？」と問いかけます。やめないと始まらないんです。 
 

 では、どう創造できるかという事ですが、組織というのは無数の2人のか

かわりの集積でできているので、誰かと対話する時に、いかに創造を起

こせるかが非常に大事です。 

 もはや一人で物事を考えられる時代ではないので、いかにお互いの脳

をコネクトして物事を作り出していくか、一緒に考える「Think together™」

が求められる時代です。人間の最小単位は2人で、関わりの中から創造

は始まります。関わりは情熱的な創造のプロセスです。コーチの目的は

クライアントが自ら想像のプロセスを組織の中で実践できるようにすること

です。組織の

あらゆるところ

で、この創造

のプロセスが

展開されるこ

とをシステミッ

ク ・ コ ー チ ン

グ™と言いま

す 。 コ ー チ・

エィは、シス

テミック・コー

チング™を通

じ て 「 関 わ り

の可能性を、

ひらく」ことのできる戦略的なリーダーを創造していきます。 
 

 「共創と構築の対話」の為には、問いを二人の間に置くというのがとても

大事です。問いと言っており、質問と言ってません。日本人の場合、学校

教育の中で質問されたら正しい正解を出すと条件づけられているので、

上司に質問を投げかけられると上司の期待を読んで答えようとしてしまう。

コーチングでは相手から考えてる事を自由に大胆に発言してほしいので

すが、「どう思う？」と聞くと上司の期待を読んでしまいます。問いは探索

を起こすためのもので一方が答えをもって正解を求めるものではなく、正

しい答えに誘導するものではありません。 
 

 さらにコミュニケーションを理解する為にもう一段階進めたいのですが、

創造しようとすると、対立は欠かせません。対立をどう理解しているかが非

常に大事だと思います。大人の対話に意見の不一致と誤解は絶対に起

こります。残念なことに、組織における会話のほとんどがディベートとなり、

どちらかが勝ち、どちらかが負けとなります。そのようなやりとりが人間の集

団知能の能力を低下させます。 
 

 古いタイプのリーダーは対立を分裂ととらえ、対立する人を自分の傍に

置きません。 

 組織は滑らかに動く機械のように機能すべきだと思ってしまいます。対

立は必ずしも悪意のある反目を生むわけではありません。建設的なコンフ

リクトを起こすことができれば、人はもっと創造を力強く起こせると考えるか

なのです。 
 

 まとめますと、リーダーは、「前提」と「ルーティン」に対して「問いかけ」、

「ブレークダウン」を起こす。そして「共創と構築の対話」によってメンバー

と共に未来を創造していく存在なのではないかと思います。 
 

                  (コーチ・エィ代表取締役社長 鈴木義幸) 

 今日は「コミュニケーションを変える」が大きなテーマとなっております。 

【講師】 
鈴木 義幸（すずき よしゆき）株式会社コーチ・エィ代表取締役社長  

 

慶應義塾大学文学部人間関係学科社会学専攻卒業。 株式会社

マッキャンエリクソン博報堂（現株式会社マッキャンエリクソン）に勤務

後、渡米。ミドルテネシー州立大学大学院臨床心理学専攻修士課程

を修了。帰国後、有限会社コーチ・トゥエンティワン（のち株式会社化）

の設立に携わる。2001年、法人事業部の分社化による株式会社コー

チ・エィ設立と同時に、取締役副社長に就任。2007年1月、取締役社

長就任。2018年1月より現職。これまで200人を超える経営者のエグゼ

クティブ・コーチングを実施。リーダー開発に従事すると共に、企業の

組織文化構築を手掛ける。  

 
  

 

 
 

  ヒューストン日本商工会の主催により、9月25日（金）に標記講演会が

ウェビナー形式で開催されましたので、以下に概要をご紹介いたします。  

コミュニケーションに対する新しい理解が組織を変える 
～新型コロナ時代で求められる対話とは～ 

ビジネスセミナー 
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 これから始まる一年に期待を膨らませる春。COVID-19感染拡大により補習校は新年度の出鼻を挫かれましたが、保護者の皆様のご協力のもと

迅速にオンライン設備を整え、4月中旬より継続した学習機会の場を提供しています。 

 初めてのリモート授業において、児童の理解度や心身の様子を画面からどう見極めるか。どんな授業が画面学習に向いているか。そうした課題

を常に持ち、児童が「やってみたい」と思える授業の在り方を追求しています。 

小学部低学年での実践 がんばろうと思えるリモート授業を目指して  
    ～ 主体的に学ぶ意欲と表現力を高める活動の工夫 ～ 

1. リモート授業への挑戦 

 机上学習で終日過ごすことが第一目標の低

学年では、児童の集中力とストレス値を測りな

がら学習を進める必要があります。児童は集

中が切れると想像の世界へ意識を飛ばしてし

まいがちです。そのため、教師の発する言葉

に児童のやる気を誘引する力がないと、長時

間集中して画面に向き合うことは困難なのです。そのことを踏まえ、小学2

年生で実践している取り組みをご紹介します。 

 まず、児童に毎校時目標を斉唱させます。

教師は、「この時間の目当ては○○です。○

○ができたらゴール！」と授業の導入で伝え

ます。目当てをゴールと言い換えることで、児

童は目標が設定されたと認識し易くなります。

そして、必ず授業の始めと中盤に目当てを唱

えさせます。そうすることで、児童は「この時間は何をするのか」、「あと何を

したらゴールなのか」と二度に亘って見通しを立てることができ、目標達成

に向けて最後まで頑張ることができます。 

 つぎに、遊び要素を含む言葉を用いて児

童の意欲を促します。例えば、「お店屋さん

ごっこ/先生クイズ/もし自分が○○だったら」

など、「何をするのかな。やってみたいな。」と

思える活動を行っています。単元に関するク

イズ大会や、自分が主人公ならお話はどんな

展開になるかを発表するなど、授業に遊び感

覚を取り入れて単元理解を深めています。 

 さらに、一人一人の学習に対する理解度を

図る手立てとして、課題が終わったら全員に

挙手をさせます。算数なら、一問以上の正解

者は片手でガッツポーズ！全問正解者は両

手を万歳して自分に拍手。少しの動作です

が、端末の前で固まった背筋を伸ばしリフレッ

シュすることができます。リモート授業では個々の理解度チェックが難しい

ため、「問題ができたら手を挙げて先生に教えて。」と伝え、児童の様子を

確認しています。 

 このように、リモート授業では児童への細やかな配慮が必要となります

が、参加者全員の動作を一目で確認できる機能は大きな強みです。画面

に映る児童の表情から状態を見極め、柔軟に対応するよう工夫を凝らして

います。 

2.「学ぶ意欲と学び方」を重視する授業づくり 

  今年度から施行の新学習指導要領に従い、学ぶ意欲を喚起する働きか

けと発見をもたらす学習スタイルを取り入れています。 

①学習目標の明確化 
 前項で紹介したように、目標認識を重点に置いています。児童からは、

「この時間はメモが書けたらゴールですね。」「僕、もうちょっとで終わる。」

「先生、目当てのメモ書きができました！」といった声が聞こえてきます。全

員が到達可能な目標を設定することで、達成感を味わい自信をつけていく

様子が伺えます。 

②多様な学習スタイル 
 「Breakout room」をご存知でしょうか。今般のリ

モート授業では、教師が開くメインルームに

Breakout roomと呼ばれる分室を作ることができ

ます。小学2年生では、この分室を対話活動や

グループ活動の場として活用しています。 

 ある学級で、児童20名を5名ずつに分け活動させました。全体活動では

消極的な子も少人数だと意見を出し、楽しみながら発表する姿が見られ

ました。振り返りでは、「グループトークが楽しかった。またしたい！」といっ

た感想が続き、グループ活動の有用性を実感しています。また、今年度

は低学年に言語専科教員が配属されています。「ことば」に特化した学習

で日本語の礎を築き、言葉で表す力を育成しています。教員が変わると

新鮮味があるようで、児童は言語の学習も積極的に参加しています。担

任と専科教員の間で、語彙と表現力を高めてもらいたいと期待していま

す。 

③意見交流 
 今年度、一番力を入れているのが意見交流です。「自分の考えを話す、

友達の意見を聞く、感想を伝える」そのどれもが、とても大切だと児童に伝

えています。自分の意見に賛同する人もいれば、違う意見をもつ人もいま

す。「そういう考えもあるのか」と知ることで、多様な価値観や視点に気付

き、考えの選択肢を増やすことができます。対話活動や作品の読解、計

算方法の解説など、どの教科においても「同じです」「違う考えです」と意

見を出し合い、お互いに思考を深めています。 

3．表現力を向上させる取り組み 

 今年の5月、「書き物の宿題に手こずる」という声が保護者の皆様から

寄せられました。低学年の作文は順序立てが目標となっています。そこ

で、三部構成に出来事を整理する『下書きシート』を作成して児童に実践

させたところ、「はじめ/なか/おわり」に順序立てした作文が書けるように

なってきました。シートには気持ちや人柄を表す言葉も記し、表現力の向

上を促しています。4月当初は思いつくままに書き散らす作文がほとんど

でしたが、下書きシートの採用で、伝えたいことがよく分かる文になってき

ました。各学級の保護者の皆様から「作文の手引きになっている」と喜び

の声をいただいています。   

 自分で書きたい出来事を整理し、文章で伝える力を伸ばしていけるよう

に、次学年に向けた作文指導を学年教諭で研究していきたいと思いま

す。 

   小学2年生では、何気ない児童の声や保護者の皆様からの感想を指導

力向上のヒントとして丁寧に取り扱っています。十人十色の児童の実態に

応じて、担任は各学級でアプローチの仕方を工夫し、活動内容と児童の

反応を毎週の学年会議で細かく報告し合い、お互いに研修を重ねていま

す。「リモートだから」ではなく、「リモートでも」と言える成果を

保護者の皆様や児童が実感できるように、学年教諭で連携を

図り、児童の笑顔を増やす授業づくりに邁進していきます。 
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駐妻のヒューストン日記 

第193回 林 葵 さん 

 
など多岐にわたっていました。特

に西洋絵画のセクションには、ゴ

ヤ、コロー、ターナー、モネ、ルノ

ワール、ピカソ、ゴッホなど挙げれ

ばきりがない程の有名画家達の作

品が多く展示されており、期待せ

ずに訪れた私達にとっては嬉しい

誤算でした。静かで涼しい館内に

は、時代・様式ごとに分かれて作

品が広々と並べられています。ゆっくりと歩きながら作品を眺める人だ

けでなく、スツールに座って作品をデッサンする人も見受けられ、自分

のペースで回れる本当に心地の良い雰囲気が漂っていました。また、

メインビルの裏手には、日本国内でも人気を集める日系アメリカ人アー

ティスト、イサム・ノグチの設計による彫刻庭園があり、お天気の良い日

には彫刻作品に囲まれながらの散策や休憩にぴったりの場所となって

いました。 

 私達は土曜日のお昼過ぎに訪問したのですが、時間ごとに人数制

限を設けているようでソーシャルディスタンスも保たれていましたし、入

場前には体温チェックが徹底されており、不安なく観覧することができ

ました。毎週木曜日には常設展が無料で観覧できるそうで、また何度

でも再訪したいと思えるヒューストンでのお気に入りの場所になりまし

た。自粛生活で気付かぬうちに落ち込んでいた気分が明るくなるのを

自分でも感じ、旅行が制限される今こそ身近にある名所に目を向ける

良いチャンスだと思えた1日でした。  

 2019年11月にヒューストンに越してきてから10ヶ月が経ち、あっという間

にもう1年を迎えようとしています。夫婦で初めての海外生活、不安と期待

に胸を膨らませやって来たヒューストンでの新生活にも慣れ、毎日を楽し

めるようになってきた矢先、コロナウイルスでの自粛生活が始まりました。

当初は、世界各地での悲劇的な状況をニュースで目にする度、家から出

ることが怖くなり、外出といえばスーパーでの買い出しくらいという日々が

続いていました。しかし、最近やっとコロナでの新しい生活様式にも慣れ、

週末には近場ですが公園やショッピングなどに出掛けることも増えて来ま

した。 

 先日、ピクニックに出掛けたハーマ

ンパークからの帰り道でヒューストン

美術館（The Museum of Fine Arts, 

Houston）を見かけ、時間潰しにと立

ち寄ってみる事に。入館すると中は

想像以上に広く、世界中から集めら

れた60,000点以上の展示品は古代

エジプト文明の壁画からアジア美

術、西洋の宗教画や印象派の絵画

んだ歌を音楽に合わせて歌ったり、手作りのプレゼン

トを用意して誕生日会を開催したり、その月の行事に

因んだ遊びを楽しみながら写真撮影を行っていまし

た。現在は今後の活動に向けて話し合いを重ね準備

中です。 

 最後にショーイングジャパンは着物の着付け紹介、

折り紙の実演などデモンストレーションを通じて、皆

様に直に体験いただき、楽しんでいただけるよう練習

を重ねています。コロナ後は制限されておりますが、

晴れ着撮影会は卒業式や成人式に留まらず、ご家

族やご友人の方々との記念の写真撮影会を実施致

しております。着物も然ることながら、ヘアーセットも

お好みのスタイルに髪形を仕上げるなど、ひとつの

形に限定せずバラエティーにお仕度させていただ

き、記念のお写真をお撮り頂いております。 

 どのグループもコロナの影響で活動に制限はあるも

のの、ボランティアの方々の「こんなこともできる！」と

思い付いたアイデアを起用して、活発に活動されて

います。残念なことにこのパンデミック発生後に沢山

のボランティアのメンバーの方々がご帰国されまし

た。コロナ渦で家で過ごす時間が多くなり今までとは

違ったことをしてみたい、新しいことを始めたい、そん

な風に丁度思っていたという方は商工会事務局まで

是非お問い合わせください。 

 引き続き皆様が楽しみにしてくださる活動になるよう

に、より充実した内容にてご案内できるよう、色々な

工夫を取り入れて、ボランティアの方々と準備してま

いります。生活・情報委員会についてお気づきの点

などがございましたら、今後の参考にさせていただき

ますので、是非ご連絡ください。 
  

連絡先：商工会事務局  sansuikai@jbahouston.org 
   

           （文責： 生活・情報委員長 根本真樹子） 

 生活・情報委員会に属する3つのグループとショーイ

ングジャパンの各活動の代表者にお集まりいただき、

本年度最後の合同会議を9月21日(月)に開催致しまし

た。 

 生活・情報委員会傘下の3つのグループは、「お助け

マップ」、ピーカンキッズの「読み聞かせの会」と「あそ

ぼーかい」になります。コロナ渦でも更に活発に活動さ

れているのが「お助けマップ」です。当地で生活する日

本人に役立つ情報を記載したマップを作成しており、

その中でもエリア別の「お勧めレストラン情報」はコメン

ト入りで「リアルな情報」が満載です。毎月1回程度の

ミーティングで情報共有し、自分達の体験などに基づ

いたライブな情報をHPにアップしています。また、「い

ま知りたい情報」を共有すべく気になる話題にアンテナ

を張り、毎月テーマの異なるブログの紹介に力を注ぎ

込んでいます。 

 ピーカンキッズの「読み聞かせの会」は三水会セン

ターのキッズルームでコロナの流行拡大前までは月1

回程度開催し、日本を離れて生活しているお子様たち

に日本人としての感性を育む手助けになるよう、絵本

の読み聞かせをし、不定期にリトミック教室や子育てセ

ミナーなどをも開催していました。コロナ後では特に、

読者の方々が直に体験したような気分を味わえるよう、

個人の過去の経験を振り返り、時を超えても新鮮で温

かい思い出に残る絵本を毎回テーマを決めてガルフス

トリームの中で紹介しながら活動を継続しています。 

 ピーカンキッズの「あそぼーかい」は、コロナ以前は月

2回程度キッズルームで開催し、お子様たちが日本の

行事や文化に親しむことができるようにパネルシア

ター、エプロンシアター、紙芝居、からだ遊び等のプロ

グラムを開いていました。「あそぼーかい」マスコットキャ

ラクターのトラお君とトラ子ちゃんと一緒にその月に因

 

 

 新型コロナウイルス感染拡大に

より臨時休館しておりました図書

館を、 10月1日より予約制で再

開いたしました。皆様の安全・安

心を第一に考え、今後も段階的

に再開を進めてまいりますので、

ぜひご利用ください。 

予約はコチラより 

感染対策をしっかりと 

お子様より感謝の手紙を 

いただきました 

三水会センター 

図書館再開 

mailto:sansuikai@jbahouston.org
https://airrsv.net/sansuikailibrary/calendar
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お家で簡単ストレッチ＆エクササイズ 

 第5回 

コロナウィルスの猛威が収まったとはまだ言えない状況ですが、マスク

着用での外出、登校など新しい形の“普通”が浸透しつつあるように思わ

れます。ジムなど不特定多数の人が集まる場所に行くのにまだ躊躇する

という方もいると思いますが、引き続き、自宅でできるエクササイズ＆スト

レッチを日常の生活の中に取り込んで心身共に健康に生活して頂きたい

と思います。 

このシリーズも今回が最終回です。今回は中級者編のエクササイズで

すが背中、腰、臀部、大腿筋、コアマッスルと全ての筋肉が鍛えられる

オールマイティーエクササイズの1つであるオーバーヘッドスクワットの紹

介です。このエクササイズは正しいフォームで行えば肩関節、股関節の

可動域も上げることができる優れたエクササイズです。まずは1mから

1m30cmくらいの棒また

は紐を用意して下さい。

棒を持つ両腕の幅が広

ければ広いほど、深くス

クワットができ、効果が上

がります。※身長165cm

以上の方は上記より長

い棒または紐を用意して

下さい。 

図1の よ う に 腕、足 を

肩幅以上に開け、立ちま

す。そのまま下にまっす

ぐ 下 ろ し、ゆ っ く り ス ク

ワットします。スクワット中、背中の筋肉、特に肩甲骨周りと肩関節が硬い

人はバーが前に下がってくるので、後ろに引くように調整しながら行って

ください。横に鏡を置いてフォームを確認しながら行うと良いでしょう。図

2のように体の軸がまっすぐか確認しながら行って下さい（初心者5回×3

セット）。膝に負担がかかっていると感じたり、足首が硬くスクワットができ

ない場合は、かかとに図3のように土台（雑誌等）を入れて行うと負担が

軽減されます。 

初心者の方は少ない回数でフォーム確認をしながら行い、肩関節、

股関節の可動域が上がってきたらセット数は増やさず、セットごとに行う

回数を増やしてください。（例：5回×3セット→10回×3セット） 

スクワット前はウォーミングアップとして、肩、 腰、 膝、足首を十分に

ストレッチすることを忘れずに！エクササイズ後も同様にストレッチを忘れ

ずに行って下さい！ 

ドロリンガー真紀 (準会員)  Pro Relief Chiropractic    

 Katyにてカイロプラクティック治療院を開院 

 テキサス州公認カイロプラクター 

図2 図3 
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 新型コロナウイルス感染症の拡大が始まった春先から、旅行もできず、

もともと少なかった外食もさらに減って楽しみを失ったわが家は「おうちご

飯」の充実に舵を切りました。そこで以前から興味があったパスタマシン

（製麺機）を、スーパーからパスタ麺が消えた絶妙のタイミングで（妻の警

戒をかいくぐって）購入。結果的に、麺に限らず様々な料理を楽しめる便

利な道具となりました。 

 今回購入したパスタマシンは、イ

タ リ ア・MARCATO社 の「ATLAS 

150」というモデルです。購入当時

はAmazonで75ドル程度で、本体と

二種類の太さのパスタを裁断できる

アタッチメントが付属していました。

パスタは小麦粉と卵を「粉100グラム

に対して卵1個」の割合で混ぜ、9段

階の目盛りで厚さが調整可能な本

体の圧延ローラーで徐々に薄く延ばして、最後にアタッチメントで裁断す

るだけでおいしい生麺が完成します。この際に大事なのは、生地を折り

たたんでは薄く延ばす「複合圧延」と呼

ばれる作業をしっかり行うこと。これによ

り、生地中のグルテンがしっかり一方向

へそろい、強いコシと優れた食感につ

ながります。 

 小麦粉は、スーパーで売っている中

力粉（多くはAll Purpose Flourと表記し

ています）でもおいしくできるのです

が、わが家では現在、パスタ用小麦粉のデュラム・セモリナ粉を取り寄せ

て使っています。食べ比べてもセモリナ粉100%で製麺したパスタのほう

がコシが強く、またソースがよく絡む麺に仕上がるようです。 

 また、裁断を行わなければ、薄いシート状の生地も簡単に作れます。

わが家では、餃子やシュウマイの

皮も手作りできるようになりまし

た。最薄設定の0.2mm厚で生地

を延ばし、淵が薄いコップを押し

付けるときれいな円形の生地を

作ることができます。※ガラスの

コップは破損の恐れがあるので

危険です。わが家はステンレス製

の断熱タンブラーを使っていま

す。 

 最初の数回は慣れない作業に戸惑うこともありますが、できあがった生

麺は格別で、市販の乾麺とは違うパスタ専門店のようなモチモチした食

感を楽しむことができます。基本的には小麦粉とちょっとした材料で、う

どんや中華麺（かんすい＝炭酸カリ

ウムが必要）など幅広い種類の麺を

打つことができます。わが家では「コ

ロナ禍で買ってよかったもの」の一

番手がこのパスタマシンでした。もし

この記事で興味を持たれることがあ

れば、ぜひ導入をご検討ください。

普段の料理がさらに楽しくなります

よ。 

（文責： 緒方庸介） 

丹念に育てた生地を裁断。どの作業より

も、この瞬間が一番ワクワクします  

生パスタ麺と自家製トマトソース。あ

る日の昼食です 

自家製生地でシュウマイ。小麦粉と水だけ

で簡単に皮が作れます 

付属の裁断機で幅広の麺もつくれま

す。カルボナーラなど粘度が高いソース

にはこちらが合います 

図1 
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前回の田代亮介先生から 元小児科医、現在 血液幹細胞の研究がご専門の吉本桃子先生にバトンが移りました。  

 私はもともと日本では小児科医をしていましたが、渡米して15年、ずっ

と基礎研究をしていて臨床医学からは離れていますので、今回は、もと医

師の在米日本人として思ったことをつづりたいと思います。 
  
 いきなりタイトルが月経カップ、なのですが、最近の日本でもだいぶ認知

されるようになってきてますでしょうか？時々テレビなどに出ている産婦人

科の女医さん、宗美玄（そんみひょん）先生がブログで紹介しているのを

読んで、数年前に私も試してみました。2015年の記事です。 
https://ameblo.jp/son-mihyon/entry-11984672927.html 
https://www.joystyle.net/articles/169 
  
 月経カップとは医療用シリコンで出来たカップを膣の中に挿入して、経

血を受け止めるというものです。大きさに二種類あって、経産婦かそうでな

いかで使い分けるように書かれていることが多いですが、受け止められる

経血の容量が違うので、出血の量によって使い分けるもの良いかと思いま

す。なぜ月経カップをお勧めするかというと、たくさん理由があります。 
  
 1.ナプキンのように蒸れたりせず、皮膚が弱い人も気にせず使える。 

  匂いも気にならない。 

 2.タンポンよりずっと清潔度が高い。血液を吸収した繊維が膣内にとどま 

  るタンポンと違って、医療用シリコンが血液を受け止めているだけなの 

  で、細菌の温床となりにくい。 

 3.経血の量にもよりますが、最長8時間ほどカップに経血をためてお くこ 

  とができる。ナプキンを交換したりすることを気にする必要がない。 

 4.洗って繰り返し使えるので、初期投資のみで（30ドルほど）、長期間使 

   える。 

 5.正しく装着していれば、お風呂、プールなど、気にせず入ることができ 

   る。 

 6.夜眠る時も快適。とにかく自分が生理中であることを忘れてしまうくらい 

  快適。（本当に忘れてカップの中の経血を捨てるのを忘れると漏れて 

  しまいますけどね。） 

では欠点はどうでしょうか？  
 1.挿入に慣れるのに時間がかかる。私も慣れるのに、生理3周期ほどかか 

  りました。タンポンよりハードルは高いです。なかなか慣れない方もおら 

  れるかもしれませんが、面白いことに、体の方もそのうちフィットしてくる 

  ようです。ゴロゴロした感じがある場合は、ちゃんと入ってないかと思わ 

  れます。 

 2.正しく入れないと経血が漏れてしまう。またカップがいっぱいになっても 

  漏れてしまう。ただ、この件に関しては、ライナーや薄めのナプキンで対 

   応が可能です。 

 3.慣れると本当に入れているのを忘れてしまう。欠点としても書きます。出    

    血が少ないと、出すのを忘れてしまうかもしれません。細菌の温床にな 

    りにくいと書きましたが、最低1日2回は取り出して洗いましょう。ずっと          

   入れっぱなしだと感染を起こす可能性があるのは、タンポンと同じです。  
 
月経カップ、アメリカではMenstrual Cupで検索すると、アマゾンなどでたく

さん出てきます。 
https://www.amazon.com/s?k=menstrual+cup&ref=nb_sb_noss_1 
 
  CVS PharmacyやWalgreensなどでは、アメリカでよく使われているDiva 

Cupが置いてあることが多いです。インターネットでMenstrual Cup reviewを

検索し、比較検討した上、いろいろ試してみたい私は、Diva Cupの大きい

方のサイズと、Lena Cupの小さい方をAmazonで購入してみました。本当は

もっと試してみたかったのですが、自分の年齢を考えると、たくさん持って

いても、すぐに使わなくなることが分かってましたので（笑）。その結果です

が、私は初めの2日間に出血量が多いので、大きい方のDiva Cupが重宝し

ました。フィット感も大変よろしかったです。Lena Cupの小さい方だとすぐに

いっぱいになってしまって血液が漏れてしまいました。（慣れるまでは薄い

ナプキンはあったほうがいいかと思います。）試行錯誤を繰り返し、ネットや

YouTubeなどで正しい月経カップの挿入の仕方の情報を収集して、快適

に使用できるようになると、これはもう手放せなくなりました。本当に快適で

す。先ほども書きましたが、蒸れや匂いなど気にならず、普通の日と同じよ

うに生理期間を過ごせるようになれます。お勧めです！ 
  
 さて、その洗い方ですが、私は普通に石鹸と水道水で洗っておしまいで

す。月経カップ用の洗剤も売ってたり、煮沸しましょうとも書いてあります

が、毎回経血を捨てるごとに、水道水で洗い流して、1日1回石鹸で洗えば

大丈夫だと思います。使わない時は乾燥したきれいな場所に置いておきま

しょう。大抵小さな巾着袋が付いてきます。仕事先や外出先のトイレでは洗

うことは難しいですが、経血をトイレに流した後、そのまま再挿入しても大丈

夫です。また芳香剤や洗剤などが入っていない水だけのウエットティッシュ

などを携帯しておくと、便利かもしれません。取り出せなくならないかと心配

する方もおられるかもしれませんが、カップの下にはつまめる取手がつい

てますので、それが手が届かないところまで入ってしまうことはありません。 
 
 私の個人的な疑問は何歳からお勧めできるか？ということです。高校生

の娘に勧めるのは少し早いような気がして言ってませんが、タンポンを使う

くらいなら、断然月経カップの方がいいと思います。検索してみると、アメリ

カのウェブでは高校生でも使用できると書いてありますね。環境にも優しい

ですね。一般的に小さいサイズの月経カップはティーンエージャーでも使

用可能なようです。 
https://brightgirlhealth.com/2019/08/14/can-teenagers-use-a-menstrual-cup/ 
https://www.menstrualcup.eco/blog/best-menstrual-cup-for-teenagers 
  
 というわけで、今回月経カップのすすめでした。アメリカではたくさんかわ

いい種類が売っています。まだの方はぜひ試してみてください。 

第192回 

           月経カップのすすめ 

テキサス大学マクガバン医学校 幹細胞再生医療センター 

吉本桃子    

 次回は病理学が専門の原貴恵子先生です。  

https://ameblo.jp/son-mihyon/entry-11984672927.html
https://www.joystyle.net/articles/169
https://www.amazon.com/s?k=menstrual+cup&ref=nb_sb_noss_1
https://brightgirlhealth.com/2019/08/14/can-teenagers-use-a-menstrual-cup/
https://www.menstrualcup.eco/blog/best-menstrual-cup-for-teenagers
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ヒューストン生活 Q＆A 

 今や、この「PCR検査を受けました」というフレーズを聞いたり、見たりす

るとドキッとしませんか？とうとう自分の身近な人に感染者が出てしまった

のか、と不安に思う事でしょう。自分もそうでした。そして、どこか他人事。

正直な所、危機感を常に持っていなければいけないとは思っていました

が、こうも長い期間に亘ってコロナが終息をしない今、自分の生活の一

部になりつつあり、危機感は薄れてきました。そして、自分ができる予防

策を淡々とこなしていくだけになっていました。しかし、我が家にもとうとう

「その時」は訪れたのです。 

 ある日、私の体調に異変が。頭痛と倦怠感、そして喉の痛み。熱を測る

と37度という微熱。私はすぐにコロナを疑いました。すぐに主人と相談し、

家族で検査を受ける事にしました。娘も朝起きた時に目ヤニがあり、調べ

るとコロナの症状の中に結膜炎も入っていたので、家族全員で検査を受

けようと決めました。ただ、家族全員殆ど家から出ず、買い物に行く時に

しか外に出ていなかったので感染経路が全く思いつきませんでした。お

助けマップのブログで既に検査を受けた方の記事を参考に予約を取りま

した。Harris CountyとFort Bend Countyでは検査の仕方に違いがあるよう

ですが、今回はFort Bend Countyの場合を書きたいと思います。 

 まずはサイトにて予約を取ります。今現在の症状やインシュランス、住

所などの情報を入力すると「連絡が来るまでお待ちください」と指示が出

ます（家族の場合でも一人ずつ予約を取る必要があります）。次の日に

は電話があり場所と時間の調整をします。場所は家から一番近い検査場

を指示されます。時間は空きのある時間から選ぶようになっていました

（Harris Countyで検査を受けた方で早朝6時の予約の方がいました）。そ

の時に、家族と一緒の時間にして欲しいと言えば同じ時間で予約を取っ

てくれます。検査当日、検査場に行くと車が一台前にいただけで、すぐ

受ける事ができました。車に乗ったままの検査になりますが、窓を開けて

やり取りをするのでマスクの着用は必須です。大人はIDとインシュランス

のチェック。子供は生年月日の確認。その後、ティッシュを渡され鼻をか

むよう指示され、係りの人が綿棒を鼻に突っ込み検査は終了。娘もチャイ

ルドシートに乗せたまま、私が頭を抑えて検査をしました。結果は3〜5日

後に電話でくるとのこと。なんと、簡単な！車に乗ったまま、全てが終わり

手 軽 過 ぎ る！こ の 検 査 は 無 料 で し た。そ れ か ら3日 後、家 族 全 員

「Negative」とのお知らせをいただきました。 

 ですがつい先日、主人が38度の高熱が出てそれが4日間続き2回目の

検査を受けました。症状は熱のみで、喉の痛みも咳もありませんでした。

結果が出るまで5日間かかりましたが「Negative」でした。 

 正直、検査を受けて結果が出るまでが一番精神的に辛かったです。家

族にうつしてしまったかも、陽性が出たら食事の準備はどうしよう、そもそ

も買い出しはどうしたらいいのか、今あるもので2週間の隔離生活は出来

るのか。私だけ隔離をしなければいけないのか、と色々な心配事が頭をよ

ぎり、申し訳ない気持ちと不安な気持ちとで頭がゴチャゴチャになりまし

た。陰性の連絡後は心底安堵しスッキリしました。けれど、少しの体調の

悪さでここまで精神的に負担になる生活になってしまった事がとてもショッ

クでした。きっとこの先、しばらくはこういった生活が続くのでしょう。自分

達ができる予防をこれからも続けていきたいと思います。                

（文責： 三野牧子） 

おすすめのラップはありますか？ 

Costcoのラップは熱で溶けてしまいました。 

▶おすすめ：GLAD Cling Wrap、Great Value Slide Cutter Plastic Wrap

（Walmart） 

 アメリカのラップが溶けやすい理由は成分の違いにあるようです。日

本では添加物入りのラップが一般的なのに対し、アメリカでは無添加の

ラップが一般的。そのため、アメリカのラップには以下のような使用上の

注意を守る必要があります。 
 

◼アメリカのラップの注意書き 

・電子レンジ使用は2〜3分にする 

・食べ物から2.5cm離す 

・特に油や砂糖の多いものに接触させない 

※ラップと同様に、アルミホイルもブランドによって厚さが全然違うので

用途に合わせて使い分けましょう。アルミホイルはH-E-Bブランド商品

がおすすめとの声がありました。 

ニューカマーからの質問に答える No.2  

ヒューストンの水道水はきれいですか？ 

煮沸すれば料理などに使っても問題ないのでしょうか？ 

 アメリカ州別水質検査ランキングによるとテキサス州は30位ですが、

一般的にアメリカの水道水は検査項目が多いため日本よりも安全と言

われています。ヒューストン市内では、Boil water notice（水の汚染警

告）など特別な指示がない限り煮沸せずに飲用可能のようです。 

 しかし近年では、一部地域の水質検査でガンの要因となる有害物質

六価クロムが検出された（2013年〜2019年）との報道もあるため、水道

水を飲む場合はフィルターを使うことが推奨されています。 
 

▶ヒューストン市内の水道水について：
City of Houston 
▶参考記事：click2houston 

Q3. Q1. 

 ヒューストンに来たばかりの皆様、慣れない生活で困ったことはありませんか？ 
そんな悩めるニューカマーの疑問に対して、ベテラン編集委員からのアドバイスをまと
めました。皆様のお役に立てれば幸いです。                （文責： 沖文子）          
                     ※青字をクリックするとリンク先に移動できます 

 ビ ニ ー ル 袋 はTwist Tieと い う 名 前 で 売 っ て い ま す（Walmart、

Kroger、H-E-B、DAISOなどで購入可能）。おすすめとして、またもH-E

-Bブランド商品が挙がりました。  

Q2. 
日本でよく見かけるビニール袋はどこで手に入りますか？ 

代用品や英名なども教えてください。 

 シャワーヘッドに付けるタイプの浄水器を使うと違います（THE 

HOME DEPOTなどのホームセンターで購入可能）。 

Q4. 硬水による肌荒れを解消する方法はありますか？ 

■COVID-19・PCR検査に関する情報はこちらで確認できます■ 

【Harris County】 

COVID-19情報サイト 

PCR検査予約サイト  
 

【Fort Bend County】 

COVID-19情報サイト 

PCR検査予約サイト 
 

https://www.glad.com/food-storage/plastic-wrap/clingwrap/
https://www.walmart.com/ip/Great-Value-Slide-Cutter-Plastic-Wrap-Clear-300-sq-ft/175840656
https://www.walmart.com/ip/Great-Value-Slide-Cutter-Plastic-Wrap-Clear-300-sq-ft/175840656
https://www.walmart.com/ip/Great-Value-Slide-Cutter-Plastic-Wrap-Clear-300-sq-ft/175840656
https://www.walmart.com/ip/Great-Value-Slide-Cutter-Plastic-Wrap-Clear-300-sq-ft/175840656
https://www.publicworks.houstontx.gov/taste-drinking-water
https://www.click2houston.com/news/investigates/2020/03/03/new-test-results-cancer-causing-chemical-still-detected-in-houstons-tap-water/
https://www.kroger.com/p/kroger-twist-tie-gallon-storage-bags/0001111086861
https://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus/COVID-19-Testing-Information
https://covcheck.hctx.net/
https://www.fortbendcountytx.gov/your-county/covid-19-testing-for-fort-bend-county-residents
https://uthtmc.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0ILT5XuVXN8gvhH
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    編集後記 

  
先日義妹から写真が届きました。トマトやパプリカ、きゅうり

など、色鮮やかな野菜がテーブルに並び、それらを美味しそ

うに食べる甥っ子たちの姿が写っていました。聞けば、コロナ

禍で始めた家庭菜園が今年最後の収穫を迎えたそうです。

家庭菜園を始めてから、甥っ子たちがよく野菜を食べるよう

になったと義妹は喜んでいました。甥っ子たちは毎日水をや

り、時には葉に付いている虫を捕まえて義妹を追いかけたり

（笑）、立派に育った野菜を収穫した時には大喜びだったそ

うで、家庭菜園をここぞとばかりに勧められました。食育は確

かに効果があるようです。 

 我が家でも以前から家庭菜園の話は出ていましたが、中々

実現する機会がありませんでした。私が子供の頃には、学校

近くの農家が農場を開放し、サツマイモ掘り大会があったり、

理科の授業でミニトマトを育てたりしたこともありましたが、アメ

リカの学校の授業では耳にしないように思います。息子たち

が大好きなブルーベリーの苗木は秋が植え時だそうなので、

この機会に土いじりなど、少しでも自然に触れる楽しさを体

験してもらおうと計画中です。 

 さて、10月は商工会としては新年度開始の月です。コロナ

にも負けず、巷ではハロウィーンはもちろんのこと、クリスマス

グッズも顔を出し、年末のへのカウントダウンを感じずにはい

られませんが、気を新たに引き締め、本年度も少しでもガル

フストリームに貢献できるよう頑張ります。  

                                              (編集委員 スミス那美枝) 

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/ 

  

＜営業情報＞ 
Karbach Brewing  
@ 2032 Karbach Street Houston, TX 77092 

Houstonが誇る地ビール工場Karbachのレストランやツアーが再開してい

ます。ツアー参加者はつま先の閉じた靴を履いてこないといけません。 
https://www.karbachbrewing.com/brewery/ 
 

 

＜イベント情報＞ 
Texas Renaissance Festival  
@ 21778 Farm to Market 1774 Todd Mission, TX 77363 

毎年、秋になると出現する中世風の夢の王国。コロナ禍にもめげず、今

年も開催されます。10月から11月にかけて、週ごとに異なるテーマで仮装

行事などのイベントが行われます。今年の各週のテーマは以下の通りで

す。 
Oct 17-18    ROMAN BACCHANAL 
Oct 24-25    PIRATE ADVENTURE 
Oct 31-Nov 1 ALL HALLOWS EVE 
Nov 7-8      HEROES AND VILLAINS 
Nov 14-15      BARBARIAN INVASINO 
Nov 21-2       HIGHLAND FLING 
Nov 27-9       CELTIC CHRISTMAS 
 

https://www.texrenfest.com/ 

 

Houston Symphony Livestream BBVA Family Series  

音楽ファンの皆さんに朗報です。Houston Symphonyがライブ配信でコ

ンサートを再開しました。1公演につき$20で視聴できます。また25%割引

のパッケージも販売しています。 Family Seriesは$60のパック料金で、

10/31, 12/19, 1/9, 4/17の午前10時からの生配信を視聴できます。この

他、好きな4公演または6公演を選べるパッケージもそれぞれ$60, $90で

発売されています。久々の「生」のオーケストラを楽しんでみてはいかが

でしょうか。 
https://houstonsymphony.org/tickets/subscriptions/livestream-packages/ 
 

■Nov 3 
Presidential Election 

いわゆるイベントとは違いますが、4年に一度、全世界が注目する日が

やってきます。各メディアも特番を組んで対応します。歴史の目撃者に

なりましょう。以下は在ヒューストンのメディアのリンクです。 

・Houston Chronicle（新聞） 

・KHOU（TV） 

・Houston Public Media（TV、ラジオ） 

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。 

ピーカンキッズ今後の開催予定  
  

  あそぼーかい、読み聞かせの会の開催は11月以降になります。HPにてご確認 

  ください。 

    ＊スタッフは随時募集中です。 

  あそぼーかい mama.asobokai@gmail.com 

  読み聞かせの会 houstonyomikikase@gmail.com 

  ヒューストン日米協会（JASH）の52th Anniversary Galaは、初めてのバーチャル開

催となります。  
  

  1860年に日本が初めて米国へ公式に使節団を派遣してから、今年は160年目の

節目の年に当たります。この使節団は、江戸幕府による日米修好通商条約の批准

書交換のための1854年の開国後の最初の公式訪問団でした。加えて、今日の日米

同盟の基軸となる日米安全保障条約調印60周年の記念の年でもあります。 
 

 現在、日本は米国にとって貿易や投資分野における重要な国となり、その中でも

特に日系企業の進出が著しいテキサス州と日本との関係は年々強く、深くなってお

ります。それに伴い、日本や日本文化に興味を持つ人々が増えており、その傾向は

ヒューストン地区を含め、さらに広く周辺地域にまで広がっております。 
 

 今年のGalaは、「Enduring Alliance-永続的な同盟」をテーマに、現在まで続く日本

と米国の長い歴史、そして友好的な同盟関係を振り返り、それを皆様と一緒に祝う

会となるよう準備を進めております。 
 

 Galaの詳細、スポンサーシップ、並びにチケットのご案内は、当協会ウェブサイトを

ご覧ください。日本語でのお問い合わせは、担当片山（（ikatayama@jas-hou.org）ま

でお願い致します。Galaの収益金はすべて、当協会の教育・文化・ビジネス等の活

動、並びにテキサス州と日本との友好、交流、そして協力のために使われます。 
 

 多くの皆様のご参加とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
 

◎お出かけの際の感染予防 

・マスクを着用する 

・他のお客さんと6feet以上距離を 

 とる 

・こまめに手洗い・消毒をする 

ヒューストン日米協会  

バーチャルGALA       

他団体便り 

mailto:info@jbahouston.org
https://www.jbahoustongulfstream.com/
https://www.karbachbrewing.com/brewery/
https://www.texrenfest.com/
https://houstonsymphony.org/tickets/subscriptions/livestream-packages/
https://ww.chron.com/
https://www.khou.com/
https://www.houstonpublicmedia.org/
https://www.jas-hou.org/

