
2020年11月15日19:27（東部時間）、スペースX社開発のドラゴン宇宙

船が、我々の頭上約400㎞を周回している国際宇宙ステーション（ISS）へ

と打ち上がりました。日本人宇宙飛行士がアメリカの大地から出発するの

は、実に11年ぶり※1のことです。 

この宇宙船に乗ってISSへ向かった野口聡一（のぐち そういち）宇宙飛

行士は2000年にスペースシャトルで初飛行。その後、2009年に2回目はロ

シアのソユーズ宇宙船に搭乗、今回のドラゴン宇宙船が3回目の飛行で

す。さて、みなさんお気づきでしょうか？実は、野口宇宙飛行士、今回の

ミッションでスペースシャトル、ソユーズ、ドラゴンと3種類の宇宙船に搭乗

したことになります。 

そしてこの打上げで特

筆すべきことは国際宇宙ス

テーション計画に参画する

15か国で、この3種類の宇

宙船に搭乗したのは彼が

“初”の宇宙飛行士なので

す！※2 

今回のコラムではISSの

役割やこれから約半年間

ISSに滞在する野口宇宙飛

行士のミッションについて紹

介していきたいと思います。 

※1 日本人宇宙飛行士がアメリカから打ち上げられた宇宙船で最後に

ISSへ行ったのは2009年で、若田光一宇宙飛行士が搭乗したスペー

スシャトルでした。 

※2 他にも3種類の宇宙船に搭乗した宇宙飛行士として、NASAのウォ

ルター・シラー宇宙飛行士（マーキュリー、ジェミニ、アポロに搭乗）と

ジョン・ヤング宇宙飛行士（ジェミニ、アポロ、スペースシャトルに搭

乗）がいます。 
  

●ISSの役割と野口宇宙飛行士のミッション 

 まず、はじめに、ISSは宇宙空間に浮かぶ、フットボールフィールド大の

研究施設であることを覚えておいてください。 

 ここでは宇宙の環境（微小重力、真空、極度の温度変化など）を利用し

て、地上ではわからなかったこと、将来に向けて人類の活動領域を広げる
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▲フロリダ州ケネディ宇宙センターからISSへ向け

て飛び立つFalcon9ロケット （提供：JAXA）  

▲ISSの大きさは約110m x 74mでフットボールのフィールドと同じくらい     

（提供：NASA）  

▲11月8日（日）にフロリダ州 ケネディ宇宙センターに到着した野口宇宙飛行士   

（提供: JAXA）  

●野口宇宙飛行士のミッションなどについてもっと知るには？ 
✔野口宇宙飛行士 ISS長期滞在ミッション特設サイト 

https://astro-mission.jaxa.jp/noguchi/ 

✔「みんなで応援しよう！野口宇宙飛行士ISS MISSION」  

https://noguchi-mission.jaxa.jp/ 

✔野口宇宙飛行士飛行士Twitter 

https://twitter.com/Astro_Soichi 

✔JAXA野口宇宙飛行士ISS長期滞在プレスキット 

https://astro-mission.jaxa.jp/noguchi/news/images/noguchi_presskit.pdf  

ための“地上のため、宇宙のため”の研究や実験を行っています。 

 宇宙飛行士たちの役割は、この研究施設で地上の研究者や技術者たち

に代わり、様々な実験や研究を行うことです。 

 例えば、まだ治療薬が無い病気に対する薬を開発するための元となるタ

ンパク質を結晶化させる実験。地上だと重力があるために調べることが難

しかった材料（セラミクスなど）の特徴を調べるための実験。重力が殆どな

い環境（微小重力環境）が生物にどのような影響を与えるかを調べるため

の実験などなど、実に多彩です。 

 他にもこれからの時代を担う子供、学生たちに宇宙のおもしろさを紹介

し、科学に興味を持ってもらうために、地上とISSをリアルタイムで繋ぎ、子

供たちが直接野口宇宙飛行士と話すことができる交信イベントなども行い

ますので、これらについても是非フォローして頂ければと思います。 
  

●ミッションに向けた意気込み 

11月8日（日）、打上げに向けて野口宇宙飛行士が他のNASA宇宙飛行

士たちとフロリダ州のケネディ宇宙センターに到着しました。 

NASAとJAXAの代表者たちからの今回のミッションに向けた激励の言

葉のあと、ミッションに向けて、宇宙飛行士たちがそれぞれの思いを話す

なか、最後を締めた野口宇宙飛行士は日本の皆様に向けて、そして世界

の皆様に向けて日本語と英語で抱負を語りました。（以下） 

“日本のみなさんこんにちは。15年ぶりにこのケネディ宇宙センターにプラ

イムクルーとしてくることをとてもうれしく思います。今大変な時期ですけれ

ども、日本で応援してくださっている大切なみなさんのためにも、このミッ

ションをお届けしたいと思います。このミッションが日本のみなさまに、夢と

希望と感動を分かち合えるように全集中で頑張りたいと思います。行って

きます。” 

https://astro-mission.jaxa.jp/noguchi/
https://noguchi-mission.jaxa.jp/
https://twitter.com/Astro_Soichi
https://astro-mission.jaxa.jp/noguchi/news/images/noguchi_presskit.pdf
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令和2年度（2020-2021）11月度 商工会理事委員会 議事録 

会員限定 



  当社は南米のボリビアにおいて、2006年の事業参画以来、鉛・亜鉛・

銀を産出する鉱山事業を営んできております。鉱山は標高4000メートル

に位置しており、筆者も現場訪問致しましたが、高山病の耐性弱く滞在

期間中はフラフラでした。 

 

   こうした事業環境から、操業現場を支える従業員のほとんどは現地の

ボリビア人です。 

 

   ついては、現地コミュニティの支援と、事業を行うために必要なエンジ

ニアほかの人材の育成・確保の両方の観点から、生活インフラの整備、

医療施設やサービスなどの提供に加えて、教育支援の事業を実施して

います。 

  

  同事業現場への出張は、事業活動は現地コミュニティと調和して相互

に支え合うことがいかに重要であるかを実感できた体験でした。 
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 海外にて事業活動を行う企業においての共通の大きな課題の一つと

して、「海外の現場においていかに人材を確保・育成していくか」が挙

げられるかと思います。 

 

   住友商事は約150の国において事業を展開しておりますが、上記へ

の対応は最も重要なかつ悩ましい課題です。ついては住友商事におい

ての取り組み事例をいくつかご紹介させて頂こうと思います。 

（現地の保育園の壁に描かれていたイラストです。） 

    一方、米国のような教育水準が高い先進国においても、各企業の独

自の文化と活動を支える現地人材の育成は同様に重要な課題かと思い

ます。 

 

 米国住友商事においては、異なる国々の政府や企業間のコーディ

ネーションを行う総合商社のビジネスモデルを推進するリーダーシップ

を持った人材を育成するため、当地で採用した人材に欧州など他国の

オフィスでの経験を積んでもらう、また米国以外の国のオフィスで採用し

た人材を当地に受け入れるなどの施策に取り組んできております。 

   弊社のヒューストンオフィスにおいては、欧州、南米、アジアなど様々

な地域の出身者がデスクを並べております。 

  

   オフィスでのポトラック・パーティではいろいろな国の食べ物が並びま

す。  

  

  筆者も日本のスイーツなどで参戦しています。  

（地元テキサスの人の作品です。） 

  こうした背景もあり、教育・人材育成は当社の大きな関心事項です。

住友商事は昨年、2019年に創立100周年を迎えましたが、記念事業とし

ての社員参加型の社会貢献事業の案について、社内公募を実施しまし

た。集まった案の中から世界中の社員による投票にて選ばれたのは、

世界各国における教育支援事業でした。 

  

  現在、社内ワークショップを通じた社員の声や、世界各地の教育課題

を踏まえ、世界で50以上ものプログラムを計画しています。一例として、

日本では外国人子女の教育支援、東アジアでは大学生向けインターン

シップ、アジア大洋州ではハンディキャップを抱える子どもたちに学び

の機会を提供する活動、欧州・中東・ロシアでは日本語教室の講師とし

ての活動、米州では近隣の学校と提携した読書会などのイベントを予

定しています。 

 

  尚、本プロジェクト名は「100 SEEDS」といいます。更に100年後の未

来に育つ種をまこうという願いが込められています。 

  

  当地ヒューストンにおいては、当社は商工会の活動を通して、各社の

関係者の皆様との協力により、ジャパン・フェスティバルの企画や日本

語補習校の運営サポートなどに携わっておりますが、今後もビジネスと

地域コミュニティ活動の両面にて現地社会のお役に立てるように尽力す

る所存です。引き続き宜しくお願い致します。 

           

         （文責： Sumitomo Corporation of Americas 松野忠久） 

   先月（11月号）のみずほ銀行様が寄稿された半沢直樹の話に触発されて、中谷美紀さん主

演の昨年のテレビドラマ「ハル～総合商社の女～」をネタに書こうかと思ったのですが、中谷さ

んはやっぱ「電車男」かな、とか、商社を舞台にした作品ならば「不毛地帯」や「炎熱商人」のよ

うな過去の名作のほうがいいかもとか考えつつ、今回はテレビドラマではなく 「人材育成」の話

をさせて頂きます。 



特命理事 
＜他団体対応・日本庭園＞  

 
All Nippon Airways 

職務内容：5商工会ミッションのひとつ「地域社会への貢献」の活動とし

て、日米協会をはじめとする地域団体との連携、並びにハーマンパーク

日本庭園の管理運営 

抱負：5ハーマンパークの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

て定期的に改修作業を行いながら、日本庭園の伝統的な特色を充実さ

せてきました。2017年には開園25周年を迎えましたが、今後も日本庭園

が地元に根ざし更に広く定着すること願います。 

 ヒューストン日米協会は2018年に50周年を迎えました。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地域社

会のイベントに参画して、経済や文化など幅広い分野の日米および日本

とヒューストンとの交流を一層深めてゆきます。  

自己紹介：52015年6月のヒューストン直行便開設のため赴任して以来、

約5年半が経ちました。これまで5年間多くの方にご愛顧いただきました。

コロナ感染拡大の影響を受けて半年運休いたしておりましたが、10月か

ら羽田線が再開できたのも、ヒューストンの地域社会皆様のおかげと感謝

いたしております。引き続き商工会はじめ、日本人会、日米協会、Greater 

Houston Partnership、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、地域社会に微力ながら貢献

   しつつ、「日本ブランド」を高めてゆきたいと思います。 

      宜しくお願いします。 

特命理事 
＜安全危機管理＞  

 
Marubeni America Corporation 

東 克己 

特命理事 

＜ジャパンフェスティバル・副＞ 

 
Kaneka Americas Holding, Inc. 
Kaneka North America LLC 

泥 克信 

職務内容 ： ジャパンフェスティバルの副幹事として、スポンサー、ボ

ランティアの募集・派遣や、当日の運営を補佐 

抱負： ジャパンフェスティバルを通じて、ヒューストン市民の皆様に日

本の伝統的文化に加え、新しい価値観を紹介できればと思います。こ

のイベントはおよそ30年弱程前に始まっており、当時よりカネカの先輩

駐在員、奥さま方が多く運営に携わったと聞いています。当時からの

伝統を受け継ぎつつ、更に会員の皆様の懇親の場となれば良いと思

います。  

自己紹介：5昨年5月にヒューストンに赴任しましたが、ヒューストン駐在

は三度目になります。一回目は1986年～1992年の6年間、二回目は

短期で2006年～2007年でした。子供が三人いますが、一回目の駐在

時に下二人がMemorial Medical Centerで生まれました。二回目は、

子供の学校の関係で単身でしたが、今回は家内と二人です。家内は

三水会センターの図書館でボランティアでお世話になっており、二人

でヒューストン生活を楽しんでいます。  

特命理事 
＜ジャパンフェスティバル・主＞ 

 
Goodman Global Group, Inc 
A member of Daikin Group 

赤間 悟 

職務内容 ：5ジャパンフェスティバルの主幹事として、キッズ縁日の運営

全般の取り纏め、渉外窓口を担当 

 

抱負：5この程、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

た赤間です。キッズ縁日を通じて、ヒューストン市民の皆様に日本には

コンピューターゲーム以外にも、伝統的なアナログゲームがある事を

知って頂くと同時に、家族で和気藹々と楽しんでいただける場を提供し

たいと思っております。このイベントは商工会員の皆様のボランティア精

神に支えられており、日本文化を広めるこの機会へのご協力を是非お

願い申し上げます。更に、幹事として会員相互の親睦をこの活動を通し

て深める事に貢献できれば幸いです。 

 

自己紹介：52017年5月に初の海外赴任となり、ヒューストンに勤務して

丸3年半になりました。はじめは慣れない事も多く大変な思いをしながら

暮らしておりました。まだまだ学ぶ事が多くございますが、少しづつ

ヒューストン生活も慣れて、楽しみも増え、より充実した日々を過ごして

参りたいと思っております。家族の事情で残念ながら単身赴任ですが、

COVID19以前は出張のない週末は得意な料理や好きなゴルフを楽し

んでおりました。会員とご家族の皆様が、安全で有意義なヒューストン生

活を過ごす事ができるように商工会役員の一員として努力してまいりた

く存じます。どうぞよろしくお願い致します。 

Part 2 
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職務内容： 安全・危機に関する予防・対処・事後対応等全般につき、

会員への情報発信を実施 

 

抱負：5安全危機管理担当特命理事を務めさせて頂くことになりました

東です。HP、ガルフストリーム、メール等によるハリケーンに関する対

策や注意喚起がこれまでの主な活動内容でしたが、昨今はコロナ、

BLMに係るデモ等もあり、慣れない海外生活において不安を抱えて

おられる会員の方々に少しでも安心して生活して頂けるように有用な

情報発信を今後とも行っていきたいと思います。よろしくお願い致しま

す。 

 

自己紹介：5ヒューストンでの生活も5年目となりました。その間、二度の

大統領選挙、ハリケーンHarveyをはじめとする大雨災害、アストロズの

ワールドチャンピオン、そして現在半年を超す在宅と様々な経験をさ

せて頂いておりますが、一年を通してプレイできるゴルフの存在が良い

ストレス発散の機会となっています。現在、コロナ禍により毎年楽しみ

にしていた商工会イベントの中止を含め、社内外の方々と実際にお会

いする機会がないのが非常に残念ですが、早期沈静化を願います。

その際はイベント、会食、ゴルフ等々でご一緒させて頂きたく存じま

す。  
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幹事    
 
Mizuho Bank, Ltd. 

酒井 一宏 

職務内容: 財務記録以外の記録管理・報告、および総会・常任委員

会・理事委員会の司会進行 

 

抱負：2前任木村の後任として、2020年4月より幹事職を務めておりま

す。就任直後より全ての会議がオンラインとなりましたが、事務局や理

事委員の皆様のサポートのおかげで円滑な運営を続けることができて

おります。今後も先が読めない情勢ではございますが、商工会の意思

決定が迅速かつ正確に行われるよう邁進するとともに、活気ある商工

会であり続けるために新しいアイデアもどんどん取り入れたいと考えて

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

導をお願いします。  

 

自己紹介：2約2年半のNY勤務を経て、この夏よりヒューストンでの生活

をスタートさせました。アメリカに来る前は4年間福岡に住んでいました

が、九州には自然あふれるキャンプ場が至るところにあり、よく出掛けて

おりました。最近アメリカでもキャンプ人口が増えていると聞き、コロナ

禍での安全安心な休日の過ごし方としてキャンプを再開しようかと考え

ております。当面自粛生活は続くと思われますが、今できることを家族

と一緒に経験し、後悔のないヒューストン生活にしたいと思っておりま 

  す。どうぞ宜しくお願いします。 

会計幹事 
 
Deloitte & Touche LLP  

沖 隆士 

職務内容：5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 

 

抱負：5昨年から引き続き、会計幹事を務めさせて頂くこととなりまし

た。昨年はコロナ感染拡大という非常事態において、ジャパンフェス

ティバルの中止やHouston Communityへの寄付といった当初想定さ

れていなかった事態が多く発生し、商工会の運営および決算におい

ても大きな影響がありました。今年におきましても、引き続き先行きを

見通すことは難しいと予想されます。引き続き、各活動への予算配分

や予実管理の観点から、ヒューストンにおける日本人社会に少しでも

貢献できるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願い致

します。 

 

自己紹介：52019年8月にヒューストンに赴任し、約1年半が経過しよう

としております。最初は初めての海外生活に四苦八苦しましたが、よ

うやく慣れてきた今日この頃です。学生時代に野球をやっていたこと

もあり、野球やバスケットボール等のスポーツ観戦に興味があるもの

の、コロナの影響等もあって今のところ思うように観戦できてはおりま

せんが、折角のヒューストンライフを充実したものにしていきたいと

 思っております。  

Part 2 続 

  今年3月頃からアメリカでも本格的に自粛が始まったコロナ禍。年末

を迎え、今年の「コロナ影響下の生活」について振り返ります。10ヶ

月が経とうとしている今、私たちの生活は、コロナに少しは慣れてき

たのでしょうか。ご自分の体験や生活を合わせてお読みください。 

●ハムレット心境?! 

 「行くべきか、行かざるべきか」とさんざん悩んで9月の新学期は

バーチャル授業を選択した上の娘（10歳・5年生）。 

 ところが、蓋をあけるとなぜか仲の良い友達はみな通学組。画面越

しに学校で楽しそうにしている友達を見て寂しそうにしている彼女

に、「学校行きたい？」と聞くと、「行きたい。」とのことで、2週間

であっさりと通学に切り替え。今の所幸いなことに学校では感染者は

出ていないが、最初の頃の緊張感はすっかり薄れ、毎朝マスクを忘れ

て元気に玄関を出ていく娘を追いかける日々。 

 下の娘（2歳半）は、生後3か月から入っていたデイケアを今も休園

中。社会性やコミュニケーション能力を考えると、デイケアには行か

せたほうが良いのではと思う。（注：私が疲れてきたからではな

い）。でも昨年の冬、彼女がデイケアからもらってくる風邪に家族中

が苦しんだことを思い出しては、せめてインフルエンザのシーズンが

終わるまではホームスクールでと悩む日々。 

 主人は、在宅勤務で始まった腰痛を見事に克服。最近は夫婦の自宅

勤務のスケジュールも確立し、お互いになかなか良い連携が取れてき

た為、イライラ度数はかなりの減少傾向に。ただ、午前11時過ぎると

「今日の昼ごはんなに？」と聞いてくるのには辟易している。しかも3

度の食事を一緒にしているにも関わらず、私とは逆に体重減少する主

人には非常に納得がいかない。(AG) 

●シニアの息子、14日間の強制自宅隔離 
 8月下旬の学校再開以来、息子が通う某私立校の生徒の95％が

対面式を選んでいました。しばらくの間感染者もごく僅かだった

のが、10月中旬以降事態は急変。大統領選挙前やパーティーシー

ズンだったことも重なり、感染する生徒の数が突然増加してきま

した。感染者が出ると、校内の至る所に設置されたカメラによ

り、その感染した生徒との濃厚接触者を追跡されます。あいにく

息子の親しい友人も感染。彼に関わりのあった60人ほどが余儀な

く自宅隔離となり、バーチャルに切り替えさせられました。もち

ろんうちの息子も。生徒によっては強制自粛を何度も繰り返す羽

目となり、結果1ヶ月以上バーチャルになってしまうことも。こ

れから冬に向かうにつれて、このパターンが続くことが予測され

ます。学校でコロナに感染する不安もありますが、ティーンエイ

ジャーが一日中部屋にこもってPCに向かう生活って本当に不健康

です。ストレスによるメンタルダメージが心配です。(G) 

●オンライン誕生パーティーの楽しみ方 
 在宅勤務もかれこれ9ヶ月目に突入。すっかり慣れましたが、

日々の生活にもっとスパイスが欲しい！そこで最近我が家のマイ

ブームは、家族や友人とのオンライン誕生パーティー。まずはい

つものビデオ通話と思わせて、サプライズでみんながオンライン

で集まります。それから誕生日プレゼントは、各自で考えたアイ

デアをオンラインでプレゼント。子どもたちのアイデアは口笛の

演奏や自作の工作の披露など、意外なアイデアで楽しませてくれ

ます。 

 じじばばもすっかり気に入ったようで次は誰の誕生日かしら？

なんてかなり前のめりなご様子。遠くにいる大切な家族や友人と

笑顔で集まれるオンライン誕生パーティー、とってもおススメで

す！(HO) 
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 コロナでのステイホームが始まった当

初は、キュウリ・スイカ・トマト等をプラン

ターで育てていました。（毎日の水やり、

観察等子供たちにもとても良い経験にな

りました。）段々と涼しくなってきて、夏野

菜の栽培は難しくなり、最近は買ってき

たネギの根を残してプランターに植え栽

培しています。おすすめです。(KM） 

 元々お出かけが好きな夫婦でしたので、コロナが広がる

中、おうち時間を楽しむ工

夫が必要でした。その一つ

として始めたのがジグソーパ

ズルです。アメリカのジグ

ソーパズルは可愛くお洒落

なものが多く、いつの間にか

集めることも楽しみに。やり

始めるとあっという間に数時

間。大人も子供も熱中できる

お勧めの過ごし方です。

(RY） 

 今まで三水会センター図

書館の本頼みで過ごしてき

た我が家も、ついにKindleを

購入しました。心配していた

目の疲れも案外気になら

ず、電子書籍生活はなかな

か快適です。夫婦で奪い合

いの日々が

始 ま り ま し

た。(AO） 

 ほとんどの時間を自宅で

過ごしているおかげで、いろ

んな表情をみせる夕空を

ゆっくり眺めることができま

す。ハッとするほど美しい夕

焼けに心を動かされて、毎

日のように写真を撮っていま

す。(HO） 

 Stay Homeばかりだと飽きてしま

うので、家の周りを散歩します。ど

んぐりの季節。なかなか先に進み

ません。(RG） 

 コロナの影響か、今年のハロウィーンはお菓子

を配っている家やtrick-or-treatersが昨年より少な

かったように思いますが、小分けの袋にお菓子が

用意されていたり、玄関から筒を通してお菓子を

配ったりと、様々な工夫で子供たちを楽しませて

くれたご近所の皆さんに感謝です。(NS） 

 子供が通っているハイスクールからは毎日のように陽性患者が出たと通知が届くし、

2度目、3度目に罹患したという生徒もいるとか。それでもフットボールシーズンは始ま

り、マーチングバンドやダンスチームもソーシャルディスタンスを守りながら応援してい

ます。一方、観客席では白熱戦が繰り広げられると、ソーシャルディタンスやマスクを

忘れて応援している人達もいるようです。(MN） 

 9月から通勤開始しました。少し緊張

しながらのバス通勤です。バスは、マス

クの着用が義務付けられ、片側2席のう

ちひとつは座れないようにシールが

貼ってあります。運転手席から3列目ま

では利用できません。運転手を囲むよ

うに、ビニールカーテンがつけられてい

ます（が、これを実際に広げている運転

手は少ない）。(AS） 

 コロナ感染には気を付けながら、Zion National 

Parkへ行ってきました。公園内のシャトルバスは

感染対策のため、前日にオンラインで人数分販

売されるチケットを購入した人のみが利用可。

Visitor Centerの建物内は人の流れを制限してお

り、レンジャーは屋外

にルート案内のコー

ナーを設置して来園

者の応対をしていまし

た。ハ ン ド サ ニ タ イ

ザーはお手洗いや各

所に設置されていまし

た。公園オリジナルの

マスクの販売も。屋外

でもあり、登山中のマ

スク着用者は半分ほど

といった印象。(TT） 

 気分転換にHill Countryエリアへ1泊ドライブ旅行に

行ってきました。折角の旅行で感染の心配をしたくな

かったので、旅行先での食事は全てTo goまたは

Outside Seatingでとり、宿は奮発して個別コテージ型

のホテルをチョイス。コロナの流行拡大以降、久々の

旅行でしたが、

感染の不安を感

じずにリラックス

して過ごすこと

ができました。

(SH） 

景色のよいテラス席のレストランで食事  

個別の建物で過ごせるコテージはコロナ禍でも安心  

非接触型電子体温計(Non-Contact Infrared Thermometer)と 

パルスオキシメーター(Pulse Oximeter) 
 
 しばらく市場から消えていた体温計もやっと通常価格で買えるようになってきた

ので、我が家も非接触型電子体温計を購入しました。自宅を出る前に確認してお

くと、オフィスビルの入り口に到着してから体温を測られる時にドキドキしなくても

済むのが嬉しいです。やはり昔ながらの体温計に比べ、断然便利で衛生的！ 

 また、最近新しく我が家に登場したのは、パルスオキシメー

ター。コロナ前は、高齢者や肺に持病を持っている人などが家

族にいなければ、一般の家庭では見向きもされなかった物で

す。指を一本差し込むだけで血中酸素濃度を瞬時に測定し、

コロナ重症化の目安となるというので注目されているツールで

す。もし、コロナに感染して自宅療養することになった場合に、

自覚の無い肺炎の早期発見にも有効かと思います。(HK） 
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死亡者数データについて 

 ハリス郡及びテキサス州のCOVID-19感染者・死亡者のデータは、Texas Department of State Health Servicesの発表に拠っています。死亡者数に関して、それまでコロナ感染での死亡かどうかが死亡時に判

明しなかった人たちを、死亡日に戻って加えることになった旨、9月に当局より発表がありました。それにより、死亡者数の累計が3月から変わってきています。このため、今回のグラフは、3月に戻って修正され

たデータをもとに作成していますので、前回ガルフストリームに掲載した死亡者数とのずれが生じておりますことをご了承ください。 

7月号に引き続き、ガルフストリーム編集部では7月から11月における新型コロナウイルスに関連した出来事について、時系列でまとめました。 （ガルフストリーム編集委員） 

時系列データ 
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コロナ渦におけるニューノーマル 

コロナ禍が問う「働くことの意味」 

 「人は何のために働くのか」。これは人類にとって、答えのない問いであ

る。 

  2020年3月から米国ではコロナ禍が深刻化し、働くことに関するニュー

ノーマルが大きく変化した。職場環境のニューノーマルとは、「ワークライ

フバランス（仕事と生活の調和）」の調整から生まれる。この概念は、雇用

主にとっては決して新しいものではない。しかし、新型コロナウイルスに

よって引き起こされた「働き方」のパラダイムシフトは、これまでとは大きく

異なる。 

  これまで、「ハピネス（幸福感）」を重んじる傾向が強かった従業員の「ラ

イフ（生活）」の価値観が、「命・安全」といった、より基本的なものに立ち

返っている。例としてニューヨーク州では、2020年6月頃から自宅待機令

の解除があり、多くの企業は事業再開をした。その際、「命を危険にさら

してまで働く意味はあるのか」と、職場復帰に躊躇する従業員に悩まされ

た雇用主は多い。先の見えない不安があるのは、雇用主も同じである。

しかし、従業員の意識の変化を無視し、会社の経済活動基盤に支障をき

たすようなリスクは避けなければならない。ワクチン開発や政府の景気刺

激策によって解決を図るような「待ち」の戦略は、雇用主にとっては余計

なピンチを招くことになる。 

  では、コロナ禍において雇用主に求められるニューノーマルとは何なの

であろうか。 

表１ コロナ禍におけるニューノーマルの３つの段階 

 

は営業秘密など会社の情報保護に留意しなければならない。また企業

によっては、体調モニタリングに従わない従業員への対応や注意喚起に

日々追われることもある。このように、調整段階では、雇用主は従業員に

安全な職場環境を提供するため、感染予防プランを実施し、それにより

求められる微調整が日々の経済活動の一部となっている。 

消えていく「個人」と「仕事」の境界線 
 調整段階（表1）までを、コロナ禍における雇用主のニューノーマルと理

解することもできる。しかし、新型コロナが「働くこと」に与えたインパクト

は、国の感染ガイドラインを守ればいいというレベルのものではない。 

   コロナショックがもたらした最大の影響、それはこれまで存在した「個

人」と「仕事」との明確な境界線を曖昧なものとした事にある。たとえば、

「両親が高齢者なので、リモート業務にしたい」と要望するなど、以前は

考えられなかった。それがコロナ禍では、このような要望を躊躇なく従業

員は求めるようになっている。合理的な便宜ではないという理由に基づ

いて、雇用主は従業員の請求を拒否することはできる。しかし、法律やガ

イドラインに従っているからといって、従業員の声を無視することに問題

はないのだろうか。 

  筆者は企業側の弁護士なので、従業員に不要な権利や力を与える対

応は勧めない。重要なのは、コロナ禍によって「より深刻な影響を受けた

人達」がいることを認識する事である。こうした人々の声を軽視すると、企

業に不必要なリスクを招く可能性がある。たとえば、白人よりも黒人コミュ

ニティの感染率は2.5倍といわれている。Black Lives Matterなどの活動

は、決してコロナ禍と無関係ではない。コロナ禍が人々に与えた不安

は、生活の不平等に対する怒りへと変わってきているのだ。 
 

 調整段階では、物理的距離を確保するためのアクリル板による仕切りの

設置や、換気システムの改善などをする「技術的な制御」や、時間差勤務

や休憩時間の変更、個人用防護具（PPE）に関する規定作成などの「管

理的な制御」が実施される。雇用主は危機管理に注力し、万が一の事態

に備えて、感染者の隔離や濃厚接触者の特定の規定を考慮しておく必

要がある。特に重症化リスクのある従業員には、差別的扱いがないような

判断が求められる。リモート業務という便宜を図ることもできるが、その際

新たな訴訟傾向を意識する 
  ポストコロナでは、これまでになかった新しいタイプの訴訟が起きてい

る。雇用主は、調整段階においてコロナ対策を講じると共に、これまであ

まり意識する必要がなかった法律にも注意を向ける必要がある。たとえ

ば、米国の労働組合法であるNLRA（全国関係労働法）は、組合のない

企業にはあまり知られていない法律であった。NLRAにおいては、会社の

感染対策に不安を持つ従業員が雇用主に改善を求めることは、団体交

渉と判断される。そして、労働組合のない雇用主であっても労働者が団

結し交渉する権利を妨げることは禁止されている。職場環境に対するク

レームの取扱いを間違い、雇用主の対応が報復行為と見なされると、

OSHAや州法の定める公益通報者保護法に基づき雇用主が訴えられる

ケースも増えている。同時に、ポストコロナでは労働組合の活動が活発に

なっていることも視野に入れる必要がある。 

  また、コロナ禍によって個人の命・安全への意識が高まるにつれ、人々

の我慢や忍耐が限界にきている領域もある。個人と仕事の境界線が消え

ていく中、人々の不安や不満の矛先が会社・雇用主に向けられる可能性

は高い。たとえば、肌の色、性別によって不当な賃金・待遇格差が存在

する場合、この格差は「差別問題」となる。予測段階において雇用主は、

同一労働同一賃金など、コロナ禍の波及効果として起きる可能性がある

労務リスクを予見し、防衛線を張っておくことが重要となる。 

コロナ禍のニューノーマル3段階 
 雇用主に求められるコロナ禍のニューノーマルは、3つの段階（計画、

調整、予測）に分類できる（表1）。計画段階では、政府や業界の新型コロ

ナ対策のガイドラインを確認し、企業は感染予防プランを策定する。次の

調整段階では、雇用主は具体的な予防対策に取り組むことになる。多く

の日本企業は、現在この調整段階にあるといえる。 

従業員との「団結」こそが、ニューノーマルの基盤 
 従業員から便宜を求められることは今後も増えるだろう。しかしそれは、

雇用主が社内の不安・不満要素を確認する機会となる。同時に、従業員

との対話は会社のメッセージを伝える術でもある。調整段階でコロナ対策

に追われる雇用主は、社内のダイバーシティ促進などの社会的課題へ

の取り組みを後回しにする傾向がある。しかし、個人と仕事の境界線が消

えている中では、社会的課題への取り組みこそが、企業がポストコロナで

発信すべき正しいメッセージとなる。単にコロナ対策を講じるのみに留ま

る企業と、従業員の声を理解し団結を図れる企業との差は大きい。ピン

チだからこそやるべき事がある。予測段階へのシフトこそが、雇用主に求

められるニューノーマルであり、それを行う事が適切な予防法務にもな

る。従業員との団結力をいっそう高めて、企業の米国ビジネス継続の力と

していただきたい。 （1月号に続く）   

                                        (文責： Moses & Singer弁護士 内藤博久） 

企業に求められる 
「ニューノーマル」とは (1/3) 

  
第１段階 
「計画」 

CDC（米国疾病対策予防センター）、OSHA（労働

安全衛生庁）、州法、郡・市や業界の規定におけ

る感染予防ガイドラインに従って、事業再開プラ

ンを策定する。企業が有する感染リスクを特定し

対応する。 
  
第２段階 
「調整」 

事業再開プランに従ってビジネス活動を展開。物

理的距離の確保、PPE（個人用防護具）、従業員

の体調管理など、従来にはない職場環境への対

策が企業に求められる。同時に、規定や法律の

変化についても留意する。 
  
第３段階 
「予測」 

コロナ禍がもたらした職場環境への余波に着目。

個々の「違い」を受け入れるダイバーシティ＆イン

クルージョン、ESG（環境、社会、ガバナンス）な

ど、長期的な社会的課題への取り組みをはじめ

る。従業員の信頼感や帰属意識を高めて団結化

を図る。 



【まとめ】 

 6年生は、小学部卒業という大きな節目を迎える学年です。小学校卒業を前

に、国語科は卒業文集のための作品、算数科は「小学生の算数の仕上げの

問題」に取り組んでいきます。年度末に向けて、6年間の集大成となるような活

動をリモート授業の中でも行っていけるよう、学年で協力しながら引き続き取り

組んでいきたいと思います。  
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  子供たちの視覚に訴えるよう、大きくはっきりとした文

字や図形を見せるための工夫は欠かせません。教科書

や図形、パワーポイントをシェアスクリーンで共有したり、

担任が作成したもの（図や立体図形）や教科書のコピー

をカメラの前に置いて見せることを心掛けています。一

つ一つの文字や図形を拡大して説明できるので、書写

する文字が小さくて見えないということがありません。また、従来通り白版への板

書も行っています。それぞれがもつ特性を生かせるよう、学習内容によって使

い分けています。 

 また、子供たちに見せるのは文字や図形だけではありません。リモートでは、

画面いっぱいに担任の顔を見せることができ、担任は子

供たち一人一人の顔を同時に見て話すことができます。

教室においては瞬時に16人の児童に目が届きません

が、リモートには「笑顔で見ているな」「ノートを取っている

な」「手を挙げているな」「よそ見しているな」など、子供た

ちの状況を瞬時に把握しやすいメリットがあります。小さ

い空間だからこそ、目が届くのが良さだと思っています。  

２．言語の基礎•基本の確実な習得を目指した 

                        継続した言語活動の指導  

 言語の基礎・基本を確実に習得させるために、フラッ

シュカードやパワーポイントを使い、漢字の復習や語

句、短文づくりを行っています。また、担任が画面に既

習漢字や言葉を書いた用紙を出してランダムに呼名し、

読みと意味を即座に答えさせています。いわゆるドリル

形式の練習です。話し合いの場でも、担任が個別に

ミュートにすることはなく、意見があれば手を挙げて指されたら話すと言うルー

ルがしっかりと身に付いています。 

 また、発表時に教室授業のように周囲の友達の行動や教室外の動きに注意

散漫になることはありません。しっかりと友達の発言に耳を傾けることができま

す。聞いている子供たちはミュートにしているため、授業以外の事でふざけたり

することもありません。良い発言をした友達に、ジェスチャーで拍手をしてあげる

という思いやりの行動も見ることができるようになりました。 

３. 学習課題を設定し、子供自らが主体的に追及できる 

                                 学びの授業  

 内容を読み取り話し合いをした後は、学習のまとめとして感想を発表したりグ

ループや個人の発表につなげたりしています。発表の際には、ピンビデオで

の発表者を中心にした映像になるため、全員が発表者の顔を見ながら聞くこ

とができます。話すのが得意でない児童も、コンピュー

ターの前だと話しやすいというメリットがあるようです。下

を向き声が小さくて聞こえないということはありません。学

習のまとめとして書いた作文やレポートなどは、担任に

データとして送ることになっています。毎週学級便りに作

文を紹介し、ポータルに作品を紹介しています。  

 グループ活動で意見を交わしたり、計画を立てたりする時間として「ブレイク

アウトルーム」を活用しています。グループは、男女混合、男女別々、意見別、

コンピューターがランダムに決めたものなど課題によって担任が決めていま

す。担任が出した課題は時間を限定して行うので、子供たちがどのように解決

していくかはまるでテレビのゲームショーのようです。時間までに話し合いが終

わらなくても、強制的に全体のグループにもど

ることになるからです。担任は、それぞれのブ

レイクアウトルームに移動しながら、話し合い

の様子を観察し質問に答えます。ここではグ

ループだけで活動するため、教室のざわざわ

した声もなく、課題に向き合ってお互いの意

見をしっかり聞き、話し合いに集中できる良さ

があると思います。 

５．話すこと、そして、書くことによる 

                 思考力•判断力•表現力を育む授業 

 国語科の学習では、グループ活動を通してお互いの意見を話し合う課題が

ふんだんに盛り込まれています。単元の1つ「みんなで楽しく過ごすために」

は、「1年生との交流会でどんな遊びをするか」を例に話し合いの計画を学ぶ

学習です。ここでは「クラスお楽しみ会」に内容を変え、グループごとに話し合

い計画実行することにしました。 

 つかむ段階では、グループごとに意見を出し合う時間をとりました。児童の中

から、現地校で使われている「Quizlet」「Quizizz」「Kahoot」「Gimkit」 といったコ

ンピューターや携帯のAppを使った出し物をしたいという要望が出てきました。

授業前、担任は「なぞなぞ」や「ゲーム」など、画面に顔を見せて発表すること

を想像していたので、全く予想しなかった展開に校長、保護者の方々に授業

１. シンプル・クリア・ビジュアル・シェアに心がけた 

                    ユニーバーサルデザインの授業  
におけるAppの使用許可をお願いすることにしました。保

護者の方々からは、すぐに承諾を得て計画に移ることが

できました。中には、子供たちが「お楽しみ会」をとても楽

しみにしているという旨をお知らせいただいた保護者の方

もいました。また、探る段階では、一人一人の子供たちが

考えた「Quizizz」を作って送信してくれた児童もいました。 

 子供たちだけでなく担任にとっても初めてのリモートお楽しみ会は、子供た

ちが主体的に活動する姿を見せてくれた単元の1つでした。また、補習校の対

面授業ではコンピューターを使う授業は行っていませ

ん。リモートであることで、伝統的な授業形態ではなくテ

クノロジーも加味した授業や、子供たちがもつ知識や経

験を友達に教えられる良さを発見できました。 

  

 令和2年度の新小学校学習指導要領の完全実施に伴い、ヒューストン日本語補習校では子供たちが①主体的な学び、②対話的な学び、③深い学びに向かうため

にどのように指導していくべきか昨年度から研究、実践をしてきました。新年度に向けての足掛かりを確信していた矢先、COVID-19の世界的な拡大によりリモートとい

う限られた空間の中で行われる指導を教員がみな模索していくことになりました。予想もしなかった授業形態にどの先生方も戸惑いを隠せませんでした。  

 4月のリングセントラルの導入に始まり、補習校ポータルクラスページ作成、そしてグーグルクラスルーム導入に伴い指導と学習を管理するツールを学びました。リ

モートで行われる学年会議では、学年間の共通理解を図りながら、どのようになるべく対面授業に近い形を目指すか、またどのように子供たちの主体的な学びを引き

出していくかなど様々な方策を話し合いました。 

 毎週小学部6年担任として、対面授業とは全く視点を変えた教材研究を心がけています。時には授業の後、子供たちに感想を聞いて次の授業の参考にしたり、全く

新しい趣向で試みたりしましたが、残念ながら期待通りの結果がでなかったこともありました。対面でしかできないことは確かにあり、リモート授業の難しさはいつも感じ

ています。しかし、ここでは小学部6年のリモート授業の取り組みを通して、新たに与えられた良さや発見について報告したいと思います。  

４. ブレイクアウトルームを活用し、 

              対話活動を位置付けた単元構成の工夫 

リモート授業の特性を生かし、 

子供の思考力、判断力、表現力を高める取り組み 

小学部高学年の取り組み 



胸骨圧迫は「強く、早く、絶え間なく」 

 胸骨圧迫により、止まった心臓の代わりとなって、脳に血液を送ります。

胸骨圧迫をする位置は、胸骨（胸の真ん中、肋骨の間にある大きく平らな

骨）の下半分です。胸骨圧迫のコツは、強く、早く、絶え間なく。胸が5-

6cm沈む深さまで真上から力強く押し、胸が元の位置に戻るまですばやく

緩めます。一分間に100〜120回のペースで圧迫します。だいたい「もしも

しかめよ」のテンポです。アメリカではBee GeesのStayin’ AliveがCPRソン

グとして知られています。 

 ここで、人工呼吸はいらないの？と思われた方もいらっしゃるかもしれま

せん。実は、大人の場合、良質な胸骨圧迫を継続できれば、人工呼吸を

行わなくても救命率は大きく変わらないと言われています。そのため、もし

自信がない、ためらってしまうという場合は、人工呼吸は行わなくても大丈

夫です。 

 

AEDの使い方はとても簡単 

 AEDは電子機器なので、まず電源を入れます。すると、AEDが指示を

出すので、それに従って倒れている人の胸を裸にして、右鎖骨の下と、

左の脇腹にパッドを貼り付けます。パッド自体にも貼り方の絵が描いてあ

ります。パッドが装着できたら、AEDが心電図の解析を始め、電気ショック

の必要性を判断します。その後指示があれば、周りの安全を確認し、

ショックボタンを押します。ショックが完了したら、直ちに胸骨圧迫を再開

します。AEDが電気ショックは必要ないと判断する場合もありますが、その

場合も救急隊が到着するまで胸骨圧迫を続けます。 

 

声をかける勇気を 

 バイスタンダーCPRで一番難しいのは、倒れている人に近づき、声をか

けることかもしれません。でも、倒れている人は何もされなければ確実に

亡くなってしまいます。勇気をもって声をかけ、完璧でなくても良いので、

その時にできることを少しでもいいのでしてあげてください。 

 いざという時に一歩が踏み出せるよう、ぜひCPRとAEDの講習会を受講

してみましょう。オンラインの教材やアプリでも勉強できます。「救急アニメ 

救え！ボジョレー！」と検索してみてください。 

 

 さて、心臓突然死とバイスタンダーCPRについてのお話、いかがでした

でしょうか？私も実際に、同じ研究室に所属していた友人を心臓突然死

で亡くしました。苦楽を共にしてきた

仲間を突然失った悲しみはとても大

きく、乗り越えるには時間を要しまし

た。このような経験から、同じように

悲しい思いをする人を少しでも減ら

せればと、研究の傍らバイスタン

ダーCPRを広めるお手伝いを始め

ました。皆さんにもぜひ、そばにいる

「あなた」にしか救えない命があると

いうことを覚えておいて頂き、講習

会を受けてみよう、声をかける勇気

を出そう、と少しでも思って頂けると

幸いです。  
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前回の原貴恵子先生から創薬研究がご専門の山口藍子先生にバトンが移りました。 

 こんにちは。UTHealthで「抗体薬物複合体（ADC）」と呼ばれる新しいタ

イプの抗がん剤の開発をしている山口藍子と申します。日本では核医学

の検査等で使う放射性医薬品の創薬研究をしていました。今回はお薬か

らちょっと離れ、心臓突然死と心肺蘇生（CPR）について簡単にお話しさ

せて頂こうと思います。 

 

心臓突然死の現状 

 日本では一年間に約7.9万人（アメリカでは35万人）もの方が心臓突然

死で亡くなっています。一日に換算すると200人にも上ります。2011年に

は、さいたま市立小学校の女児が駅伝の練習中に倒れ、翌日に死亡す

るという事故もありました。また、同じ年に元サッカー日本代表の松田直樹

選手が練習中に倒れ、急逝されました。このように、心臓突然死は、若い

方でも、屈強な身体を持つ方でも、いつでも、どこでも、だれにでも起こり

得ます。 

 心臓突然死の多くは「心室細動」と呼ばれる心臓のけいれんが原因で

起こります。心臓は通常、絶えず収縮を繰り返し、全身に血液を送り出す

ポンプとして働いています。心室細動になると、心臓がブルブルと細かく

震えて、血液を送り出せなくます。数秒で意識を失い、数分で脳をはじめ

全身の細胞が死んでしまいます。心室細動の最も有効な治療法はAED

（自動体外式除細動器）による電気ショックですが、電気ショックが一分遅

れるごとに、救命率（倒れた人が助かる確率）は10％も低下します。その

ため、一刻も早く電気ショックを行い、元の働きを取り戻させてあげる必要

があります。 

 

バイスタンダーCPRの重要性 

 119番もしくは911通報してから救急車が到着するまでには約8分かかり

ます。心停止になると、救命率は数分で著しく低下しますので、何もせず

に待っていては手遅れになる可能性が高いです。一方で、その場に居合

わせた人が心肺蘇生を行う「バイスタンダーCPR」を実施することで、救命

率は大きく向上します。その場に居合わせた皆さんが迅速に胸骨圧迫

（心臓マッサージ）を行うことで約2倍、さらにAEDによる電気ショックを行う

ことで約3倍も助かる確率が高くなると言われています。 

 

救命処置の流れ 

 バイスタンダーCPRに資格や免許は必要なく、だれでも行うことができま

す。ここでは救命処置の大まかな流れを示します。 

1. 119番 (911) 通報 

     倒れている人を見かけたら、反応を確認し、119番(911)通報をして救 

     急車を要請します。また、周りの人に協力を求めAEDを持ってきても 

       らいます。 

2. 胸骨圧迫による心肺蘇生 

     普段通りの呼吸がない場合は、心停止と判断して直ちに胸圧迫を始 

     めます。 

3. AEDによる電気ショック 

     AEDが到着したら、電源を入れ、AEDの指示に従って電気ショックを 

     行います。 

 次回は創薬化学がご専門の穴見康昭先生です。同じ研究室で同年代

なこともあり、渡米前から大変お世話になっています。読者の皆さまにもソ

フトボール等を通してよくご存じの方が多くいらっしゃることと思います。誌

面では、普段お酒の席で見せる顔とは違ったプロフェッショナルな一面を

見せてくれるかもしれません。  

第194回 

大切な人が倒れたら～AEDは使えますか？～

  医学博士（UTHealth, Postdoctoral Research Fellow）    
   山口 藍子     



手遊び 

 わらべうたの「ちょち ちょち あわわ」を紹介します。私は実はこの歌を知らなかったのですが、娘が日本の保育園に

通っていた時に覚えて帰ってきました。まだ上手にしゃべれないのに、一生懸命歌って手遊びしていてとてもかわいら

しかったのを覚えています。まだ手遊びが難しい小さな赤ちゃんはお膝にのせて手を取ってあげて、ふれあい遊びとし

て楽しんでくださいね。 

③かいぐり  

  かいぐり 

みぎての ひとさし

ゆびで ひだりの 

てのひらを つつく 

りょうてで あたま

を ぽんぽんと た

たく 

みぎてで ひだり

の ひじを 3かい 

たたく 

ZUMBA ! 

リーンで映画を見せてくれたりと子供には天国のようなところです。 

 私がここで一番ハマったのがZUMBAというラテン系ダンスフィットネスで

す。ZUMBAとの出会いは東京にいる頃でしたが、その頃は妊娠・出産を2度

繰り返したのでコンスタントに通うことができず、そして面白さもいまいち見出

せずにいました。しかし、ヒューストンで見たZUMBAは日本で見たそれとは

何かが違う!それもそのはず、ヒューストンはアメリカの中でも中南米出身者の

多いテキサス州の都市なので、皆さんリズム感がものすごく良い!!ダンス未経

験者の私は、見よう見まねで一生懸命食らいついていきました。「好きこそ物

の上手なれ」とはよく言ったもので、多い時で週に5回もZUMBAのクラスに出

ていると、初めは全くだったのがだんだん踊れるようになってくるのです。毎

回いるものだから先生も顔を覚えてくれて、後ろのほうで遠慮がちに踊ってい

たら、「あなたシャイね!もっと前で踊りなさいよ!」と声をかけてくれ、しばらくす

ると今度は「ステージの上で踊ってみてよ!」と言われ、またしばらくすると「イン

ストラクターの資格、まだ取ってないの!?早く取るべきよ!」と、いつの間にかイ

ンストラクターの資格を取得するまでに至りました。初めは友達がひとりもいま

せんでしたが、踊れるようになると次第に声をかけてもらえるようになり、友達

の輪が広がりました。国籍も実に様々で、アメリカ、コロンビア、メキシコ、ニカ

ラグア、ベネズエラ、ブラジル、中国、韓国、台湾、イランなどの人々がおり、

年齢もかなり幅広く、下は18歳から、最高齢は85歳!!その女性は台湾人で見

た目はどうみても60代なので、実年齢を聞いたときは本当に驚きました。若さ

の秘訣はZUMBAということにしましょう。 

 このような状況下ですが、それでもマスクを

付けながらめげずにZUMBAを続けていま

す。早くコロナを気にすることなく誰もが運動

を楽しめるようになってほしいと思います。  

①ちょち ちょち ②あわわ 
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駐妻のヒューストン日記 

第195回 澁谷  真貴子 さん 

 2017年7月に東京からヒューストンへ参りました。ハリケーンハービーのちょ

うど1ヶ月前です。気付けばもう丸3年が経ち、「駐在何年目ですか?」の質問

に「4年目です」と答えるたび自分でも驚きます。 

 ヒューストンに住んでみて驚いたことの一つが、老若男女、誰でもどこでもス

ポーツが身近にあることです。アパートにはワークアウトスペースが付いてい

ることがほとんどで、公園では大人も子供もテニスやフットボールを楽しんで

います。街を歩いてみればフィットネスウエアで過ごしている人をよく目にしま

す。東京に住んでいる頃は、そのような格好をしている人は街ランナーくらい

でしたので、カルチャーショックでした。そして何より驚いたことが、性別問わ

ずマッチョな人の多いこと!特に女性のノースリーブから覘く、たくましい腕の

筋肉に目を奪われました。 

 車社会のヒューストンでは、普段の生活では1日2000歩程度しか歩かない

ので、意識的に身体を動かさないとすぐに運動不足になってしまいます。もと

もと運動が趣味なので、アパート内のジムで筋トレをしたり、トレッドミルで走る

事をしばらく続けていましたが、ひとりで黙々とやるのにも飽きてきた頃、ア

パートから車で１分の距離にlifetime fitnessというフィットネスジムがあることを

教えてもらいました。見学に行ってみて一番驚いたのは、ジム内に託児所が

あること!!生後3ヶ月のベビーから託児可能と聞き、当時娘が1歳だったので

即入会を決めました。託児所では、大きなプレイジムで体を動かすのはもち

ろん、月齢にあったおもちゃで遊んだり、工作をさせてくれたり、大きなスク

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12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  
 

オンライン読み聞かせの会にむ

けて準備中 

くちを 3かい たたく てを 4かい たたく りょうてを グーに

して むねのまえ

で まわす 

④とっとのめ ⑤おつむ  

  てんてん 

⑥ひじ 

  ぽんぽん 

おすすめの絵本と手遊びのご紹介 

 コロナウイルス感染拡大防止のため、しばらくの間あそぼーかいはお休みとなって

います。楽しみにしてくれている子供たちに会えずとても残念です。早くかわいい

子供たちの笑顔に会いたいです。 

 さて、今回は三水会センターの図書館が10月から再開していますので、図書館でも借りられる

おすすめの絵本の紹介と、小さなお子様向けの簡単な手遊びの紹介をさせていただきます。  

ピーカンキッズ 
～あそぼーかい～ 

（文責: 古山幸子） 

「てんとうむしのてんてんちゃん」  

高家博成・仲川道子 作 （童心社） 

 可愛いてんとう虫のてんてんちゃんが、いろいろな柄のお友達のて

んとう虫と遊んだり、危ない目にあってもてんとう虫の特徴を生かして

助かったり、子供たちの大好きなてんとう虫の生態がお話の中でわか

る、面白い絵本です。 

 「てんとうむしのてんてんちゃん」のほかにも、図書館には同じシリー

ズで「かぶとむしのぶんちゃん」や「くわがたのがたくん」がそろってい

ます。虫好きな息子だけでなく、娘も大好きなシリーズです。 

「まるくて おいしいよ」  

小西英子 作 （福音館書店） 

 まるくておいしいものがたくさん出てく

る絵本です。「これ なあに」とクイズの

ようになっているので、子供と「なにか

な～？」とお話ししながら読める絵本で

す。カラフルな色使いで、小さな子供も

喜んでくれます。うちの息子もお気に

入りで、大きな声で答えてくれます。  

mailto:mama.asobokai@gmail.com
mailto:houstonyomikikase@gmail.com
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編集後記 
   
 激動の2020年が終わろうとしています。皆様にとって今年はどのよ

うな1年でしたでしょうか。私にとって2020年は、自分と向き合う時間

が濃密に設けられた1年であったように感じます。COVID-19感染拡

大に伴い「新しい生活様式」で過ごす中で、如何にしたら毎日少し

でも楽しめるか試行錯誤したり、自分にとって本当に大切なものは

何かを考えたり。巣ごもり生活の中で、資格取得やネットTVでじっく

り映画鑑賞といった「ソロ活」に精を出す一方、人との交流が制限さ

れる状況下で、対人コミュニケーションがどれ程生活の中で大きな

役割を果たしていたか、に気付かされた機会でもありました。 

 Gulf Streamの編集作業においても、例年であれば記事として取り

上げる恒例のイベントが続々延期・中止となり、編集会議もオンライ

ンで実施といった具合に前代未聞の1年でありました。それにもかか

わらず、このパンデミックに負けることなく、編集委員オールの情熱

によりビジネス・生活両面において有益な情報が詰まった誌面が作

り上げられていくGulf Stream。刊行物の編集作業に関わるのは初め

てでしたが、素敵な編集委員の方々と共に伝統ある本誌の発行に

携わることができたのは貴重な経験となりました。 

 今月号をもって私の編集ボランティア参加は最後となりますが、

Gulf Stream編集委員の皆様、約1年と少しの短い間ではありました

が本当にお世話になりました。今後は一読者として毎月の誌面閲覧

を楽しみにしております。そして最後に、2021年は明るい話題が絶

えない年となることを心から願っております。 

                           （編集委員 堀内沙織） 
  
 堀内さんにはレイアウトを御担当頂き、また幾度となく全体の取りま

とめも担当して頂きました。恒例のイベントの中止は、新しい記事の

執筆だけでなく、レイアウトにも様々な工夫が必要となり、ご苦労も多

かった事かと思います。今後は毎月の発行に追われる立場から、発

行を楽しみに待つ一読者の立場で見守って頂ければと思います。

本当に有難うございました。                  （編集部） 

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＞ 

The Nancy and Rich Kinder Building of MFAH  
@5500 Main Street, Houston, TX 77004 
 ヒューストン美術館に新たな展示棟が誕生しました。1900年以降、つまり

近現代の美術作品コレクションが展示されています。既存のCaroline 

Wiess Law Building, Audrey Jones Beck Buildingと合わせることで、古代

から現代、ヨーロッパ、アメリカ、アジアと幅広い美術作品に触れることがで

きるようになりました。来館の際は事前に時間指定チケットを予約ください。 
 

＜展覧会情報＞ 

■～Dec 31 
Fairy Tales in Lacquer  
@ Russian Culture Center 
 漆器というと東洋、特に日本のイメージが強いですが、ピョートル大帝の

頃からロシアでも漆器作りが盛んになったそうです。ここでは20世紀後半

になって作られた、おとぎ話を描いたものなどが展示されています。入場

無料で日曜は休館です。 

＜イベント情報＞ 
■～Dec 27 
A CHRISTMAS CAROL-A GHOST STORY OF CHRISTMAS 
 19世紀に書かれたクリスマスイブの物語がコロナの影響を受けて無料の

オンライン配信になりました。ご家族でお楽しみください。 
  
■～Dec 31 
HOLIDAY DECOR ON MAIN STREET 
@ Main Street, Downtown Houston 
 ダウンタウンを貫くMain Streetでは、今年もクリスマスのイルミ

ネーションを楽しめます。

少し離れていますが、市

役所前の巨大なクリスマ

スツリーも見物です。 

 

※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。 

◎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 

                              三水会センター 

       ホリデー休館日及び図書返却日のお知らせ  
 

 クリスマスホリデーシーズンに伴い三水会センター(図書館)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。 
  
 年末年始 

 ▶休暇期間 ： 2020年12月24日（木）～2020年1月4日（月） 

 ▶貸出変更 ： 2020年12月10日（木）～12月19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。 

 延滞された場合には休館日も延滞金に計上されますので

ご注意下さい。 

 尚、悪天候などによる図書館の急な閉館に際しては商工

会ホームページに掲載しておりますので、各自お確かめい

ただけますようお願い致します。 

  

 

 

 

  

   ショーイングジャパン晴れ着撮影会中止のお知らせ 

  
 毎年1月恒例のショーイングジャパン晴れ着撮影会は新型コロ

ナウィルス感染拡大に伴い、中止とさせていただきます。  

 ビジネスウェビナー 

        「新大統領の誕生とアメリカ政治の行方」 

                                                             （主催：ヒューストン日本商工会） 

 1月の定例講演会は、北米三菱商事の武内ワシントン事務所長を講師に招

き開催します。世界中の注目を集めた大統領選挙でしたが、ジョー・バイデン

氏が選挙人の過半数の票を獲得し当選が確定しました。 トランプ政権からバ

イデン政権に移行するにあたり、今後世界がどう動いていくのか考察していき

ます。皆様のご参加をお待ちしております。 
   
 日時： 2021年1月21日（木）2:15 pm～3：15 pm 

 講師： 武内 三郎（たけうち さぶろう）氏  

          北米三菱商事 Senior Vice Presidentワシントン事務所長 
   
お申込詳細については12月中旬にご案内させていただきます。  

お問合わせ先： ヒューストン日本商工会事務局  
Tel. (281) 493-1512  Email: sansuikai@jbahouston.org  

mailto:info@jbahouston.org
https://www.jbahoustongulfstream.com/
https://www.mfah.org/visit/kinder-building
http://ourtx.org/events/fairy-tales-in-lacquer-exhibition/
https://www.alleytheatre.org/plays/production-detail/a-christmas-carol
https://www.visithoustontexas.com/event/holiday-decor-on-main-street/83258/
mailto:sansuikai@jbahouston.org
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