
差別への抵抗など、今までスポーツとは切り離されて、取り上げられてこな

かった社会的な問題に正面から向き合う新しいアスリートの姿を見ることがで

きた。コロナの状況を考慮し、スポンサーとしての関与の仕方についても、企

業により様々な対応が見られた。延期や無観客で、今大会の赤字も3兆円を

超すと言われている。 

 また、商工会では、当初、2020年5月にジャパンフェスティバルの前夜祭コ

ンサートを開催し、1964年の東京オリンピックで古関裕而氏がオーケストラ用

に編曲した「オリンピック賛歌」や日本の楽曲を地域の人々に披露することで

オリンピックムードを盛り上げようと企画を進めていた。残念ながらコロナ禍は

当地にも容赦なく来襲し、コンサートは中止とせざるを得ない状況となったも

のの、開催地から遠く離れたこの地において当会が陰ながら東京2020オリン

ピックを応援していたことは、本誌を通して記録に残しておきたい。  (編集部) 

●フロリダ・ケネディ宇宙センター（KSC） 

 当初4月22日に予定されていたCrew-2の打上げのために、4月13日か

ら14日にかけて、駐在員3名がフロリダのKSCに移動しました。 

打上げ約1週間前になると、現地での業務は盛り沢山になります。もちろ

ん駐在員だけではすべての業務に対応できないため、コロナ禍ではあり

ますが日本からフロリダとヒューストンへ必要最低限のJAXA役職員が万

全の感染対策をして渡米し、一緒に業務にあたりました。 

 4月15日にはCrew-2の飛行準備審査会（Flight Readiness Review

（FRR））が開催され、JAXA ISSプログラムマネージャーが日本代表として

出席し、国際宇宙ステーション（ISS）計画参加宇宙機関およびSpaceX社

が現地/オンラインを駆使して一堂に会し、Crew-2の打上げ、および

Crew-1の帰還について、安全性を含め準備状況を確認し、打上げ・帰還

日時を正式に決定しました。 

 FRR結果を踏まえ、翌日の4月16日には星出宇宙飛行士らCrew-2ク

ルーがKSCに到着し、いよいよ打上げに向けた最終準備が始まりました。 

 4月17日には、Crew-2ミッションで使用するクルードラゴン宇宙船が搭載

されたFalcon 9ロケットが打上げ射点に姿を現し、ロケット第1段地上燃焼

試験（Static Fire Test）が行われ、打上げに向けた最終確認が順調に進

んでいることをJAXAも確認しました。       (3ページへ続く) 

4…会社紹介 

5…世界は鉄でできている 

6…安全対策 
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7…安全対策（続き）・補習校幼稚部募集 

8…バーチャルウォーキング アンケート結果 

9…Houston Walker特別編 休日の過ごし方 

10…テキサスメディカル 

11…駐妻日記・ピーカンキッズ 

12…知っとん・Houston Walker・告知・編集後記 

 東京2020オリンピック競技大会は、2021年7月23日から8月8日までの17日

間、206の参加国を迎えて東京で開催された。当初2020年に開催されるはず

であった同大会は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受けて日程を

1年延期しての開催となったが、ワクチン2回接種率18.14％(7月18日現在東

京都）、デルタ株の蔓延が懸念される状況下、東京都が4度目の緊急事態宣

言（期間：7/12-8/22）を発令したため、東京都や蔓延防止等重点措置が適用

されている近隣3県と北海道、福島では無観客で開催する方針となった。 

 開催前のJNN世論調査では、過半数の人が五輪中止もしくは延期すべきと

回答したと言われており、現在も日本国内の感染者数は加速的に増加の一

途を辿っている中、オリンピック開催中の大会関係者の感染者はごく少数に

抑えられていた。安全への期待と消えない不安のなかでの開催ではあった

が、日本選手は、金メダル27 個、銀メダル14個、銅メダル17個を獲得し、コ

ロナ禍に明るい希望の光を放ってくれた。日本のメダルラッシュ、そして全身

全霊で戦いに挑む世界各国の選手たちを目の当たりにして、応援の機運は

盛り上がっていった。 

 テキサス州から出場した選手も、金10個、銀8個、銅6個の計24個のメダル

を獲得。当地ヒューストンからは、10名の選手たちが参加。金メダルの期待の

高かったBiles選手は、「心の不調」で団体戦を欠場し、メダルより自分の体を

優先するという強いメッセージが、世界中のメディアで大きく取り上げられた。 

 今大会では、メンタルヘルスの他にも、SNSでの誹謗中傷、LGBTQ、人種

1…宇宙飛行士・OLYMPIC 

2…理事委員会議事録 

3…宇宙飛行士の打上げと帰還（続き） 

 星出宇宙飛行士を乗せたクルードラゴン宇宙船（Crew-2）の打上げと野

口宇宙飛行士を乗せたクルードラゴン宇宙船（Crew-1）の帰還ミッションで

は、JAXAヒューストン駐在員事務所駐在員（現在、5人の駐在員がヒュース

トンに常駐しています。）がフロリダのケネディ宇宙センター（KSC）、フロリ

ダ沖合（Crew-1機体回収船）、ヒューストンのジョンソン宇宙センター（JSC）

の3箇所に分かれて日本人宇宙飛行士の宇宙船搭乗支援業務にあたりま

した。本稿では、それぞれの場所で駐在員がどの様な業務に取り組んでい

たか、その裏側をお伝えしたいと思います。 

▲飛行準備審査会の様子（左列手前から2人目がJAXA ISSプログラムマネージャー） 

名前 競技名 成績 
Brittney Griner バスケットボール 金 

Tamyra Mensah-Stock レスリング フリースタイル 68㎏級 金 

Cat Osterman ソフトボール（ピッチャー） 銀 

Simeon Woods Richardson 野球 銀 

Scott Kazmir 野球 銀 

Simone Biles 体操 平均台個人） 銅 

体操 女子団体（*本人は欠場） 銀 

Simone Manuel 水泳（自由形400ｍリレー） 銅 

Raevyn Rogers 陸上 800m 銅 
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令和2年度（2020-2021）7月度 商工会理事委員会 議事録 

会員限定 



 また、4月19日には、ISSミッション管理会議（ISS Mission Management 

Team（IMMT））に出席し、打上げに向けてISSおよびクルードラゴン宇宙

船、Falcon 9ロケットの最終準備が整っていることを確認しました。さらに

打上げの48時間前から天候判断会議が行われ、打上げ日時における射

点や飛行経路の雨・雷・雲・風の予測状況確認が行われました。Crew-2

ミッションでは飛行経路の悪天候により、打上げが1日延期（4月23日打上

げ）となりましたが、これに関してもタイムリーに天候判断会議から情報収

集を行いました。（予定通りかつ安全な打上げを期待する気持ちがあるた

め、天候判断会議は毎回ドキドキします。）これらの審査会や会議の合間

には、記者会見やメディアブリーフィング等も設定されていたのですが、こ

れら全てのイベントは打上げ日時から逆算された時間（例えば、打上げが

AM 5時49分（米国東部夏時間）であれば、48時間前の会議は2日前の同

時刻）で設定さ

れるため、アメリ

カにいながら時

差ボケを乗り越

えて業務にあた

る気力・体力・集

中力（そして、休

息）が必要になり

ます！ 

 打 上 げ 当 日

は 、 駐 在 員 3 名

はそれぞれ打上

げ管制棟や運用

支援棟、視察エ

リアに分散  し、

打上げとその後

の運用状況を確

認しました。宇宙

飛行士が安心して打上げに臨めるように宇宙飛行士の家族もKSCで打

上げを見守っていたのですが、家族にも打上げを安心して見守ってもら

えるように駐在員を含めたJAXA職員で家族のサポートも行っていまし

た。    

 無事にCrew-2が軌道投入されると最後のメディアイベントが開催され、

JAXAからは有人宇宙技術部門 部門長が登壇し、無事の打上げ成功に

祝辞を述べました。駐在員はクルードラゴン宇宙船のドッキングを確認し

た後、ヒューストンに戻りCrew-1帰還ミッションに対応しました。 
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●フロリダ沖合（Crew-1機体回収船） 

 今回、日本人宇宙飛行士が初めて海上に着水し回収される、という状

況だったわけですが、まあこれが大変。ロシアの宇宙船ソユーズの天候が

安定した砂漠地帯への帰還と違い、フロリダ半島の沖合に着水する

SpaceXのドラゴン宇宙船の回収は天候に左右されます。そのため、移動

も大変でした。 

 まず、天候上いつ帰還できるかわからないため、NASAの回収メンバー

含め、いつどこの回収地点へ向けて出発すれば良いかなかなか目途が

立たない…今回のCrew-1では最初に帰還するポイントとして決まったの

がフロリダ州のタンパ沖。ヒューストンからは我々JAXA職員2名とNASAの

メンバーが回収に向けて着水2日前にタンパへ移動。 

 まずはタンパの港に停泊している回収船に乗り、コロナ検査（鼻グリグリ）

を受けた後、回収船や回収船に乗る際に使用するヘリに関する訓練を受

けました。そしていざ翌日の回収に臨むため、ホテルへ戻りロビーでミー

ティングを始めたところ、“天候が悪いため帰還は延期。一旦ヒューストン

へ戻る。”という連絡…翌日ヒューストンへとんぼ返り。 

 再びヒューストンで天候の情報を確認しながら待機をしていると、今度の

着水地点がペンサコーラ沖になることが決定。最初の着水の機会と違

い、着水予定時刻は深夜。しかしこの機会を逃すとフロリダ半島周辺の天

候上、次はいつになるかわからない。ということで急遽移動。 

 着水前日、ペンサコーラの天気は曇天。さらには大雨で水があふれ“本

当に着水できるのか？”というような天気でしたが、回収に向かう時刻にな

ると波も風も全くなく、着水海域は“本当にここ海?!”と思うくらいとても静か

な状況でした。 

 回収で大忙しなのはSpaceX社員もそうですが、帰還した宇宙飛行士の

健康を確認する宇宙飛行士のお医者さん（フライトサージャン）も大変で

す。まずは宇宙船から運び出される宇宙飛行士の健康確認のため、回収

船内の診察エリアを準備。宇宙飛行士が帰還するとすぐに診察。そして

宇宙飛行士とともにヘリに乗り込みまずは空港へ移動し、次に飛行機へ

乗り移り、一路ヒューストンへ。さらにそこから引き続き医療施設で宇宙飛

行士の健康をチェックする、という過酷な作業が続きます。 

 クルードラゴンに搭乗する4人の宇宙飛行士を無事ヒューストンへ連れ

て帰るまでNASA、JAXA、SpaceXにより構成される数十名の回収チーム

は昼夜問わず、走り回っているのでした！（ちなみに、お医者さんはさら

にそのあと、宇宙飛行士が地上の環境に適応できるまでのリハビリなどに

も対応するため、まだまだ大変な日々は続きます…） 

 今回の回収についてのすべてをここでは書ききれていませんので、もし

興味を持っていただけたらこちらの記事も合わせてご覧くださいませ！ 

 『野口宇宙飛行士帰還！その時JAXA職員は？回収船乗船記』 

  ＜次号へ続く＞ （写真提供：NASA  

  文責: JAXAヒューストン駐在員事務所） 

▲ヘリに乗って回収船に到着したときの様子   

▲打上げ後メディアイベントの様子（右から2人目がJAXA有人宇宙技術部門長）  

▶ Crew-2  Static 

Fire Testの様子 

▶ IMMT開催イメー

ジ（JSC開催例）  

https://astro-mission.jaxa.jp/noguchi/report/210513-072824.html
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1．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 
 

 シスコムは、米国でご活躍される日系企業様中心に、IT・ビジネスソ

リューションの分野で支援させて頂いております。ERP、DX、サイバー

セキュリティ、System Integration (ITインフラ)、クラウドの5つの分野を柱

に、包括的なITサービスをご提供できる体制を整えております。1990年

創設以来、多くの在米日系企業様のプロジェクトやIT運用に参画させ

て頂き、現在では140名以上のスペシャリストを要する組織になりまし

た。近年はDXを推進するAI, BI, ERP, RPA, IoT等を駆使した様々な

商材が身近になりました。しかし、実際どの商材が役に立つのか見極

めるのも容易ではありません。また、DXの取り組みに対応できる人的リ

ソースを、社内で捻出する事も一つの課題となっていると思います。弊

社はそんな悩みを皆様から伺い、解決に向けた提案や支援をいたして

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。 
 

ヒューストンへは、メディカルセンターで務める婚約者との結婚を機に

今年2月に引っ越してきました。私は過去25年の米国滞在の間、イリノ

イ、ミシガン、ボストン等寒さの厳しい地域で暮らしてきました。ですの

で、2月のヒューストンの暖かさは、楽園のように心地よく感じました。し

かし、いざ6月に入ると噂通りの暑さでしたね。ただ、私は外で運動する

のが好きですので、年中暖かいのはうれしいです。 

 

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。 
 

 今年初めまで暮らしていたミシガンでは、合唱団に所属していまし

た。最大3つの合唱団を掛け持ちしていたのですが、主に日本人中心

の男声合唱団（White Pine Glee Club）と、混声合唱団(オトモダチ)での

活動がメインでした。それぞれ年に数回のコンサートがあったので、年

中歌の練習に明け暮れていました。ヒューストンには、日本人で構成さ

れる女声合唱団があると伺っていますが、混声、又は男声合唱団を皆

さんと作れたらと思います。今はHouston Tidelanderという、ヒューストン

で歴史のあるバーバーショップに所属して歌を歌っています。レイバー

デーにシュガーランドのイベントで20曲くらい歌います。英語の曲なの

で、発音や表現を学んでいるところです。英語の歌もよいのですが、

やっぱりいつかヒューストン在住の日本人の皆さんと日本の歌を歌えた

らいいなと思います。まだ合唱団は存在しませんが、少人数のカルテッ

トなどでスタートしてもよいと思うので、是非お声がけください。 
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会社紹介 

準会員  亀田 洋輔 さん 

Syscom Global Solutions Inc.  

1．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 
 

Partners in Performance は持続的な効果を提供するためにクライア

ントと連携してプロジェクトを進めるグローバル戦略コンサルティング

ファームです。書類を成果物とするのではなく、活動をクライアント企

業様と協業し達成する結果にコミットするコンサルティングファームで

す。直近4年間でPartners in Performance は100億ドル以上のEBIT改

善、400億ドル以上の投下資本削減、及び19億ドル以上の調達コスト

削減をクライアント企業様が達成するのを支援しております。専門家

チームと実践的なアプローチを用いることで一貫し、クライアントの皆

様がより低いコストとより高い収益性を達成することをサポートいたしま

す。お気軽にご相談下さい。よろしくお願いいたします。 

 

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。 
 

 Hook ‘em Horns! 私はテキサス大学オースティン校・航空宇宙工学

科MS/BSを修了しております。20年程前の話ですが、その頃からテキ

サスにはオイル・ガス、航空宇宙産業・研究機関、半導体産業など幅

広い産業がありました。昨今は自動車、ベンチャー企業なども多く、北

米における経済成長の中心地の一つだと思います。  
 

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。  
 

日系企業様の米国投資先、子会社へのガバナンスについて苦労さ

れていらっしゃるケースが多く、このボトルネックをサポートさせて頂き

たいと願っております。（個人的なご相談でも受け付けます）。是非

LinkedInにてご検索下さい。 
プライベートは家族と過ごすこと、個人ではお酒を嗜むことが好きで

す。もう少し個人の時間があればゴルフを始めたいと思いますが、こち

らは現在戦略を立案中です。 

正団体会員 代表   若松 正之 さん 

Partners in Performance 
（パートナーズ・イン・パフォーマンス） 

 亀田さん 
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    「世界は鉄でできている」 このキャッチフレーズとともに磁石人間に

なった主人公が、街の中や自宅の中で様々な鉄の製品に引っ付いた

り、製品が飛んでくるコミカルなCMを覚えている方もおられる事と思いま

す。 
弊社が日本製鉄 (NIPPON STEEL) に社名変更した2019年に、山手

線など首都圏の電車の中で流したCMです。 

私達は日頃あまり気にしていませんがこのCMが視覚的に分かりやす

く示した様に、世の中は鉄無しには成り立たないほど鉄鋼製品で溢れて

います。家の中を見渡せば、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、家電、外に出る

と自動車、鉄道、ビルディング、橋などなど。また、直接目にしないもので

は、私達のエネルギーを支える石油・ガス開発に使用されている鋼管、

水力、風力、火力、原子力などの発電所に使われる特殊な鋼管や鉄鋼

製品の数々。安全で豊かな暮らしを見えるかたちで、あるいは見えない

かたちで鉄鋼製品が支えています。 

 

約46億年前に誕生した地球は、太陽から近いために比較的重い元素

が集まって形成されたので、宇宙に存在量の多い鉄が主体になってい

ると言われています。ですから地球の質量の約3分の1は鉄とのことで

す。鉄は酸化鉄の状態で鉄鉱石として存在しますが、製鉄所では鉄を

取り出すために石炭を利用しています。これが高炉による製鉄です。こ

の鉄を取り出す工程で鉄鉱石の酸素と石炭（実際にはコークスと言われ

る蒸し焼きにした石炭を使います）のカーボンが結びついてCO2が発生

します。 
一方、電炉と呼ばれるスクラップを電気で溶かして鉄を作る方法もあ

り、CO2の排出が少ないので、地球環境には優しいと言われています。し

かし、みなさんお気づきのようにスクラップ（鉄くず）も元はと言えば高炉

から出来た鉄鋼製品のクズなのですから、材料の製造時まで含めて考え

るとCO2排出が少ないとは言い切れません。また、鉄鋼需要の伸びととも

に世の中のスクラップが将来は足りなくなることも想定されています。で

すから、電炉も活用してゆくと同時に、高炉で鉄を取り出す方法でもCO2

の排出を抑える技術開発が必要です。水素を使った製鉄方法がその一

つの答えになりますが、実際の製造に適用できる迄にはまだまだ時間が

かかります。しかし、地球環境と次世代の人類のためにやり抜かなくては

ならない大きな課題となっており、弊社を含めた世界中の鉄鋼業が取り

組みを進めています。 
ところで冒頭に述べたとおり、鉄は私たちの身のまわりに溢れています

が、鉄という1種類の金属がこれほどたくさんの用途に用いられているの

を不思議だと思いませんか？その鍵を握るのが成分と組織です。鉄鋼

製品は、実は鉄だけではなく様々な元素（成分）をトッピングしてできて

います。どの元素をトッピングするかによって出来上がった鉄鋼の性質

は様々に変化します。また鉄の元素の並び方（組織）を変えることによっ

ても硬くなったり柔らかくなったり、多様な鉄が出来上がります。 
このように合金元素と組織を工夫することによって、鉄鋼製品には使

われる用途に合わせた様々な性能を持たせることができます。アラスカ

などの寒冷地で使われる石油・ガスの輸送のためのラインパイプでは低

温にも強い性能が求められます。また石油・ガス開発の際に腐食環境が

厳しい掘削井戸では通常の鉄では耐えることが出来ないので、クロムや

ニッケルを加えた合金鋼の鋼管が使われます。発電所や化学プラントで

は高温、高圧に耐えて、腐食環境にも強いステンレス系の材料も多用さ

れています。また、自動車では軽量化しつつ安全性も保つために高強

度の薄板や錆に強いメッキ鋼板などが使われています。このように、一口

に鉄と言っても鉄の成分を調整したり、製造工程で加工方法を工夫した

り、熱処理を実施したりすることで用途に合わせた自由自在な鉄鋼製品

を作っているのです。 
皆さんの身の回りにある鉄はどのような鉄でしょうか？少しでも興味を

持って頂けると嬉しく思います。 
(NIPPON STEEL NORTH AMERICA, INC. 小倉 智彦) 

私達の身近にある鉄（家庭内編） 

電子レンジ 
ボディが鉄（薄
板）でできていま
す。 

洗濯乾燥機 
ボディが鉄（薄
板）でできてい
ます。 
モーターに使わ
れている電磁鋼
板の性能によっ
てモーターの効
率が決まりま
す。 
つまり良い電磁
鋼板を使うと
モーターが高効
率⇒省エネでエ
コに貢献しま
す。 

シンク 
ニッケルやクロ
ムという元素を
添加したステン
レス鋼板が使わ
れています。 
水回りは鉄が錆
びやすいのです
が、ステンレス
は添加元素の
力で錆を防ぎま
す。 

冷蔵庫 
ボディが鉄（薄
板）でできていま
す。 

私達の身近にある鉄（屋外編１） 

歩道橋 
柱や橋桁、手す
りなどに鉄が使
われています。 

ビル 
鉄筋や鉄骨な
ど、建物を支え
る大事なところ
で鉄が使われて
います。 

道路標識 
プレートやポー
ルも鉄製です。 

自動車 
ボディーの外板
やフレーム、エ
ンジン部品から
果てはエアバッ
クを収納する筒
まで、用途に合
わせた多種多
様な鉄が使わ
れています。 

私達の身近にある鉄（屋外編２） 

レール 
ただの細長い鉄
の板じゃありま
せん。特殊な断
面形状で、歪み
なく真っすぐに
作られていま
す。 

車輪・台車 
縁の下の力持
ち、鉄道の車輪
や台車も鉄の塊
です。丈夫で長
持ちする車輪は
エコにも貢献し
ます。 

支柱 
電線を吊り下げ
る支柱、信号機
などでも鉄は活
躍しています。 車体 

アルミ製のもの
もありますが、
鉄製のものも広
く使われていま
す。ステンレス
製のものもあり
ます。 

https://www.nipponsteel.com/index.html
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2 アジア系への憎悪犯罪（ヘイトクライム）懸念 
 

（1）不安が払拭できないヘイトクライム 

 ワクチンの普及により長いパンデミックのトンネルから抜け出そうとしてい

る中で、当地においても暗い影を落としているのが、全米各地で発生して

いるアジア系へのヘイトクライムです。これまで（7月6日現在）、ニューヨー

ク市や西海岸と比較すると、当地ではアジア系へのヘイトクライムの発生

件数は少なく、また、総領事館でも邦人の方が被害となった事例の情報

はありませんが、今後の展開によっては一気に拡大する可能性もあり、依

然として懸念が払拭できない状況にあります。 
 

（2）危険を予測した対策 

 これまでの被害では、単独徒歩の女性や高齢者を標的とした事例が多

くなっており、これらを踏まえると、外出時は可能な限り複数で行動するこ

とが有効と思われます。また、周囲の状況を見極め、警戒を怠らないこと

が極めて重要です。当地への駐在期間が長くなると、慣れとともに油断し

がちになりますが、歩きスマホや人通りのない道を歩くことは、相手に隙を

見せることとなり、標的となるリスクを高めますので、絶対に避けて下さい。 
 

（3）渡航者（出張者、旅行者）に向けた安全対策 

 今後、生活が徐々にコロナ以前に戻るに伴って、当地への渡航者も増

加すると予想されます。外務省では、海外で「被害に遭いやすい場面」を

想定した具体的な安全対策をまとめた動画（再生時間10分）を制作しまし

たので、ご覧いただけますと幸いです。 

～ポストコロナにおける安全対策 Part1～ 

Nextdoor：日頃から近所での事件やお役立ち情報、便利情報を入手でき

て助かっていますが、ハリケーンや大寒波といった非常事態の際には、「こ

このお店が空いてる」、「こんなデマが出回っているから注意！」などの情報

にとても助けられます。 

１ ポストコロナでも銃使用事案は多発傾向 
 

（1）銃使用犯罪や殺人は依然として多発 

 コロナ禍において、ヒューストン（当地）では、米国の他の大都市と同

様、銃使用犯罪や殺人の発生件数が急増しましたが、ポストコロナを迎え

つつある中でも、昨年を更に上回るペースで発生しており、依然として改

善の兆しが見えていません（報道によれば、6月10日時点で、殺人事件

が199件発生しており、これは昨年同時期と比べて35％増とされる）。 

 また、本年3月にアトランタのマッサージ店で銃乱射事件が発生して以

降、コロラド州のスーパーマーケットやインディアナポリスの「FedEx」施設

に加え、6月には、テキサス州オースティンの繁華街でも発生するなど、

各地で連鎖的に銃乱射事件が発生しており、当地においても銃使用の

凶悪事件発生の増加が懸念されています。 

《2021年1月～6月／ヒューストン市内における殺人事案発生状況》 

「Community Crime Map（Lexis Nexis社）」より 

（2）「Road Rage」も高水準で発生 

 同様に、コロナ禍を背景として多発した「Road Rage (他のドライバーの

「割り込み」や「追い越し」等交通マナーを起因として生じた怒りによって

暴行・傷害に発展する事案）」も、当地で継続して発生しています。接触

行為に至らず身体に実害の伴わないケースもありますが、多くの場合、口

論から暴力沙汰にエスカレートし、最悪の場合は銃使用による殺人事件

にまで発展する事例が発生しています。 
 

（3）銃使用の可能性を踏まえた対策 

 こうした一連の銃使用事案の多発傾向に関し、専門家は、パンデミック

下のストレスの増大に加えて、昨年の銃販売件数の記録的な増加（とりわ

け新規購入者が急増）等が要因となっている可能性を示唆しています。 

今後、ますます人の流れが活発になり、公共の場で集う機会が増加して

いくことを考慮すると、あらゆる場面で、銃が使用される現場に遭遇する

可能性を想定した対応が必要です。 

 一旦落ち着きを見せたコロナウィルスの感染状況が、より感染力の強いデルタ株の影響により再拡大が懸念される状況にあるのに加え、昨年来より大

きな話題となっているヘイトクライムや銃使用による犯罪等は増加傾向にあります。私たちの海外での安全な暮らしを守るために重要な点の一つである

治安問題について、現在の状況とその対策をまとめましたので、是非ご一読お願いいたします。 

 

その１ 平素の心構え：安全のための3原則の徹底 

①目立たない ②行動を予知されない ③用心を怠らない 
 

その２ 銃撃現場遭遇時：現場離脱が基本 
（状況によってはその場で身を隠す） 

離脱時のポイント 「遮蔽壁を利用」、「姿勢は低く」 

お役立ちサイトリンク 

Sex Offender Registration：テキサス州では性犯罪歴を持つ人の登録情

報を公開しているため、特にお子様をお持ちの方は家を探す際に確認す

ることをお勧めします。ハロウィーンでTrick-or-Treatingに子供達が出かけ

る際も事前に地域の地図を確認し、必ず大人が同行するようにしましょう。 

アニメーション動画「海外安全劇場～リスクを知ってしっかり対策～」 

（文責：総領事館） 

https://nextdoor.com/
https://www.familywatchdog.us/
https://youtu.be/NItn54kps-c
https://www.youtube.com/watch?v=NItn54kps-c
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 この「三つの自立」は本来、日本の幼児教育が大切に育んできた「心

情・意欲・態度」であり、さまざまなことを感じたり、意欲的に粘り強く取り

組んだり、難しいことにチャレンジしたりすることなどが含まれています。

これらは非認知能力と言われるものです。そこで、本校幼稚部でも新

幼稚園教育要領に基づき、従前のカリキュラム内容を見直し、2022年

度より新カリキュラムによる指導を行うことにしています。保護者の皆様

方のご理解とご協力を得ながら、『自ら未来社会を切り拓き、グローバ

ル社会づくりに貢献できる子供』を育んでいきたいと考えています。 

 2022年度の幼稚部園児募集要領は以下のようになっています。よろ

しくお願いいたします。 
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 2018年度から完全実施されている新幼稚園教育要領では、21世紀に

求められる幼児教育のキーワードとして『学び』が掲げられ、幼児教育で

は子供の主体的な遊びや活動を通して自ら学ぶ姿を支えることが求めら

れています。ここ数年、国内外の幼児教育施設において小学校教育内

容にまで踏み込んだ早期教育に傾倒する姿が見られ、幼児教育が「何を

学ぶか」ではなく、「何を教えるか」を重視する傾向にありました。又、ス

ムーズな幼・小連携が図られず、小1プロブレムなる課題も見られていまし

た。この傾向は本校幼稚部にも一部の指導内容に見られるものであり、

補習校における限られた活動内容を指導していく上で、子供の発達段階

や実態に合わないという課題が見られていました。新しい教育の方向性

は、遊びや活動を通した学びの大切さが強調されており、その具体的な

姿として『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿のイメージ』であり、10の

視点を掲げています。要約すると、『三つの自立を養うこと』につながると

捉えています。 
 

 １．学びの自立（思考力•判断力•表現力等の基礎） 

自分にとって興味•関心があり、価値があると感じられる活動を自ら進ん

で行うとともに人の話などを聞いて、それを参考にして自分の考えを整

理したり、さらに考えを深めたりして、自分の思いや考えなどを適切に

表現すること。 

 ２．生活上の自立（知識及び技能の基礎） 

生活上必要な習慣や技能を身に付けて、身近な人々、社会及び自然

と適切に関わり、自らよりよい生活を創り出していくこと。 

 ３．精神的な自立（学びに向かう力・人間性等） 

自分のよさや可能性に気付き、意欲や自信をもつことで、将来におけ

る自分自身の在り方に夢や希望を持ち、前向きに生活していくこと。 

～ポストコロナにおける安全対策 Part2～ 

•説明会案内 8月 6日   
補習校だより『アメリカンドリームＮｏ14』 

•希望受付   9月 1日～  
                            受付と同時に、入園説明会参加者となります。 
•説明会     10月  2日 19：00～   

（リモートにて開催） 
•面接       12月11日 13：30～ 

 
•合否連絡  1月末 
 

 ※本年度までの募集期間と異なり、2ヶ月ほど早

まった募集日程となっていますので、ご注意

ください。 

(文責： 井手 登士昭校長)  

「警察」の電話番号は911？ 

生きる力の基礎として『三つの自立を養うこと』を目指す幼稚部教育 

～ 学びの自立・生活上の自立・精神的な自立 ～ 

ヒューストン 

日本語補習校 

幼稚部園児募集要項 

米国で警察への緊急通報といえば911というのは既にご存知かと思いま

すが、日本語で「警察」にあたる組織が米国にはいくつもあるのは知ってい

ますか。例えば映画やテレビなどで、Police、Marshal、Sheriff、Rangersな

どの単語を耳にしたことがありませんか。成り立ちの歴史や各州での制度

が異なる上、州だけではなく、郡、市、自治体が警察組織を編成している

場合もあり、それぞれが互いに協力や役割分担をしている為、米国では一

口に警察といっても実に複雑な作りになっています。 

  ここヒューストンで911に対応しているのはヒューストン市管轄のHouston 

Police Department (HPD)です。911で受け付けた事件・事故はプライオリ

ティ1から4に分けられ、それぞれの緊急度により対応・処理されます。例

えば交通事故でけが人がおらず、相手とのトラブルもない場合などはプラ

イオリティが低くなり、その為911に電話をしたもののなかなか警察官が事

故現場に来てくれない、といったことが起こります。そのため、HPDでは911

の他に緊急ではない場合の電話番号 (713) 884-3131を設けています。911

は基本的に緊急通報のみ。命の危険があるかどうかが一つの目安と覚え

て下さい。 

  今回はもう一つ、緊急ではない場合の連絡先として皆さんの生活に身

近なハリス郡のConstable（コンスタブル・保安官）をご案内します。ハリス郡

では現在8名のConstableがそれぞれ8つの管区(Precinct1～8)を管轄して

います。彼らは地域住民に選挙によって選ばれ、地域の治安維持を目的と

し、法律の執行と同時に地域密着の

様々なサービスを行っています。例え

ば商工会事務局・図書館のある三水会

センターエリアはPrecinct 5のTed Heap 

保安官の管轄となっていますが、ここで

は女性の為の護身術教室 （R.A.D. 

Women’s Self Defense）、長期旅行中の

車に乗ろうとしたら5歳くらいの女の子が寄ってきて、食べものが欲し
いと。日用品しか買っていないと伝えると、お金が欲しいと。周りを見

渡すと、母親らしき女性が少し離れたところから様子を見ています。常駐
のポリスが来て対応してくれて帰れました。 

 出かける先と時間帯に気をつけて。治安に懸念がありそうな場所に
は、1人では行かない、駐車も見晴らしがよい所に、鞄などはきちんと

閉め、買い物は最短で済ませ、乗車後はすぐ車を出しましょう。 
 

メモリアルシティモールで起きた爆竹事件に遭遇しました。あとから爆
竹だったと判明しましたが、その時は銃撃事件だとみんなパニックに

なり、すごい人の流れで、怪我人が出ました。その日はモールが立ち入り
禁止になり、みんな車を置いて走って逃げたのですが、後にやはり、その

車からの盗難等も起きた様です。 

 人が集まる所にはできるだけ行かない、車内は見える所はもちろ
ん、トランクなどにも金目のもの置いたままにしないよう気を付けて。 

家周辺パトロール（Vacation Watch）、スピードチェッカーの取り付け

（Speed Trailer Request）などをオンラインにて受け付けています。他の

Precinctでもチャイルドシートの装着チェック、ティーンの為の安全運転講

習、また、面白いサービス(?)ですと、”Coffee with a Cop”といって保安官

と一緒にコーヒーを飲みながらお話をする機会なども設けています。（現

在は残念ながらCOVID感染防止の為一時的に行われていないようで

す）。 

  彼らは地域のパトロールも積極的に

行っており、軽度の交通事故の場合で

も、現場に比較的速く来てくれる傾向に

あるようです。皆さんもSeiwaマーケットの

駐車場に停車している車両と言えば思い浮かぶのではないでしょうか。ど

うぞこの機会にハリス郡HPよりお住いのエリア管轄のConstableを調べ、直

通電話番号を携帯にご登録ください。 

体験談 ＆ アドバイス 

https://b988be52-17f5-4f69-ae0b-7501423dfded.filesusr.com/ugd/877776_e424ddfa5b0144e19f33655861a94c54.pdf
https://constablepct5.com/
https://www.harriscountytx.gov/Government/Law-Enforcement/Harris-County-Constable-Precincts
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 今年5月1日から31日まで1ヶ月にわたって開催され、ヒューストンの日

本人コミュニティーを大いに盛り上げたバーチャルウォーキング大会で

すが、商工会事務局ではイベント終了後の6月8日から14日までアン

ケートを実施しました。対象はイベント参加者だけでなく、不参加の商工

会員も含みます。本稿ではこのアンケート結果について紹介するととも

に、そこから読み取れることや今後のイベント企画に向けた教訓などに

ついても検討しようと思います。 
  
1. アンケートの回答者 

 今回のアンケートでは計52名から回答をいただきました。このうち50名

が大会参加、2名が不参加でした。大会参加者のおよそ7人に1人から回

答が得られたことになります。 
  
2. 大会の感想 

 コロナ禍で相応しいイベントだったかとの質問には全員が「はい」と回

答 。また約9割の参加者が楽しかったと回答する一方で、楽しくなかっ

たとの回答もあり、再度開催する場合に参加したくないとの回答も6%あり

ました。 

 

 
 

 

3. 項目毎の満足度 

 大会を構成する各要素の満足度についても質問しました。期間につい

ては約7割がちょうど良いと回答でしたが、残りをみると短すぎたに対して

長すぎたという回答が圧倒的に多く、大会がヒートアップするにつれ後

半しんどいと感じた方が多かったことがうかがわれます。また、アプリにつ

いては歩数が反映されるまでタイムラグがある点を指摘する意見が複数

見られました。 

 

 

4. 大会広報 

 今回のバーチャルウォーキング大会では、ホームページやガルフスト

リームでの告知に加え、ガルフストリームの号外版の発行、メール配信も

実施しました。アンケート結果でも、号外版、メール配信の満足度が高く

なっており、大会に合わせた速報性のある広報が支持されたことがうかが

えます。 

 

 

 
    
5. 自由意見 

 自由記述欄にも多数のコメントをいただきました。良かった点としては、

運動を始めるきっかけとなり健康になったという声が多く聞かれました。

他にも気分転換になった、他の参加者とのライバル意識が生まれて楽し

かった、飛び賞があるのが良かったなどの意見がありました。一方で改善

すべき点としては、特に後半にかけて競争が過熱し無理をしてしまった

などの声が聞かれました。 

 上述の開催期間とも関連しますが、短期決戦にすれば負荷が少なく盛

り上がるのではという意見も複数いただきました。また参加者によってレ

ベルの差が非常に大きく、どうやって平準化するかという点も課題に挙げ

られます。これについては例えば子供枠を設けるなど、参加者をクラス別

に分ければという意見も聞かれました。 

 それから今回、日本人だけでなく現地アメリカ人にも参加いただきまし

たが、アプリが日本語であるなどの使いにくさもあったようです。多言語

対応をどうするかという点も今後もイベント運営において課題となりそうで

す。 
  

6. 総評 

 コロナ禍で従来型のイベントが出来ない中で企画されたバーチャル

ウォーキング大会ですが、アンケート結果からは参加者にもその趣旨が

共有されており、健康増進に貢献するイベントとして認識いただけたこと

が分かります。一方で初めての企画ということもあり、手探りで準備をする

中、開催して初めて見えてきたことも多くありました。 

 バーチャルウォーキング大会の第2回があるかどうかは分かりません

が、今回いただいた多数の貴重なご意見は、バーチャルウォーキング以

外も含めた商工会のイベント運営の参考とさせていただきます。 

                                       （編集部） 

バーチャルウォーキング大会 アンケート結果！ 

楽しかっ

たか 

再度開

催する

と し た

ら 

開催

期間 

賞品 

参加費 

アプリ 

ホームページ 

ガルフストリーム 

ガルフ号外版 

メール配信 
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 初めてヒューストンに来られた方、特に単身で来られた方の中には、週

末の時間を持て余して困っているという方もいらっしゃるかと思います。そ

こでガルフストリームでは新企画として単身者の週末の過ごし方に注目、

様々なパターンを紹介します。これからの連載記事の中から、読者の皆

さんに合った余暇の過ごし方を見つけていただけると幸いです。 

  

 さて、記念すべき連載第1回ではミュージアム巡りの魅力をお伝えしま

す。と言ってもヒューストンには大きいものから小さいものまでたくさんの

美術館、博物館があり、テーマを決めないと訪問先を絞り込むだけでも

大変です。そこで今回は「メカもの」という切り口で2つの博物館を紹介し

ます。 

 

LONE STAR FLIGHT MUSEUM 

 メカにもいろいろありますが、飛行機が好きな人におすすめなのが

ヒューストン南東にあるLone Star Flight Museumです。I-45をガルベストン

方向に進んでBeltway8を過ぎた辺りにEllington Airportという小さな空港

がありますが、その隣に建つのがこの博物館で、車で訪れるとまずは巨

大な飛行機の屋外展示が出迎えてくれます。 

 さらに中に入ると2つの巨大な展示室に大小様々な飛行機の実物が展

示されています。種類を見ると第二次世界大戦時の軍用機が多いです

が、それ以外にも軽飛行機や旅客機、ヘリコプターなども展示されていま

す。これらの機体の中には現役で飛行可能なものもあり、かなりお高いで

すが有料での飛行体験も受け付けています。 

 この他、フライトシミュレーターや飛行の原理を紹介する教育コーナー

もあり、家族連れにも楽しんでもらえるようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALVESTON NAVAL MUSEUM 

 飛行機もいいが自分は船の方が好きだ、という方にはGalveston Naval 

Museumをおすすめします。名前から分かる通り、メキシコ湾に面したガル

ベストンに位置しており、ヒューストン市内からだと車で1時間弱ほどかかり

ます。こちらも目玉は実物展示。第二次世界大戦時に活躍した潜水艦と護

衛駆逐艦が1隻ずつ地上に引き上げられており、中に入ることが出来ます。 

 潜水艦の内部で感じるのは何と言ってもその狭さ。数週間もこんな密閉さ

れた空間に閉じ込められるのかと考えるとぞっとします。4段ベッドで休んだ

兵士たちはどんな気持ちだったのだろうかと、そんなことも考えさせられま

す。 

 一方、この博物館は海に面しており、隣にはSeawolf Parkという臨海公園

が広がっています。こちらは一転して開放的な雰囲気で、魚釣りを楽しんで

いる人もたくさんいます。 

 

 なお軍艦の実物展示ということでは、戦艦「テキサス」もヒューストン東部の

San. Jacinto Battleground State Historic Siteの近くで見学可能だったので

すが、現在は修繕中で見ることができません。再開が待ち遠しいですね。 

 

 

 

 

 上で紹介した以外にもヒューストンにはまだまだメカものの博物館がたくさ

んあります。商工会員の中には石油ガス産業と関わっている人もたくさんい

ると思いますが、そんな人にとって必見なのがガルベストンにあるOcean 

Star Offshore Drilling Rig & Museumで、実際に海上油田を掘削するのに

使用されていたリグと呼ばれる構造物の中身が博物館になっています。 

 あるいは鉄道好きにはGalveston Railroad Museumなどもあり、蒸気機関

車や昔の客車などが展示されています。 

 そしてもちろん忘れてはならないのがSpace Center Houstonです。ここに

はスペースシャトルの実物展示があるほか、トラムツアーで隣接するNASA

のJohnson宇宙センターの見学ができます。ツアーの最後に待ち構えるサ

ターンV型ロケットの実物展示は圧巻です。さらに昨年からはSpace X社の

ファルコン 9ロケットの1段目の実物展示まで加わりました。お子様向けの体

験遊具もあり、こちらも単身・家族連れ関係なく楽しめる場所になっていま

す。 

第1回 メカものミュージアム編 

その他の「メカもの」博物館たち 

博物館の目印

になる飛行機の

屋外展示  

博物館外観 

館内には昔の

飛行機がズラリ 

▲潜水艦Cavalla号 

▲護衛駆逐艦Stewart号 ▲潜水艦内部も見学可能 

拡大版 

新連載「週末の過ごし方」 

(文責 : 編集部 鵜飼信） 

https://www.lonestarflight.org/
https://www.galvestonnavalmuseum.com/
https://battleshiptexas.org/
https://www.oceanstaroec.com/
https://www.oceanstaroec.com/
https://galvestonrrmuseum.org/
https://spacecenter.org/


テキサス大学MDアンダーソンがんセンター 乳腺医療腫瘍部門 医学教授 

上野直人 MD、Ph.D、FACP 
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を得る傾向があります。対照的に、難しい病気の治療にあたる医師は、複雑

な医療問題のせいで低い星評価を得る可能性があります。医師を選択する

には、医師に直接確認する必要があります。私は論理的な決定を下すため

に30以上の評価を得ている医師の平均評価を参考にすることをお勧めしま

す。それでも、評価をした人の数がそれほど多くない評価は、正確とはいえな

いことがしばしばあります。 

 では、専門家に直接診てもらうべき時はあるのでしょうか。勿論あります。そ

れはあなたの症状によります。例えば、目の疾患がある場合は、眼科医に行

きますね。つまり、どこが悪いのかわかっていて、特定の薬、テスト、または治

療が必要だと感じるのであれば、PCPに頼らずに専門家を訪問するのが妥当

な場合もあります。しかし、多くのPCPは、ほとんどの問題（目、鼻、耳、婦人

科の問題など）に対応できます。例えば、乳房結節があっても、直ちに乳腺

腫瘍専門医に診てもらう必要があるとは限りません。PCPは、すべての検査

（マモグラム、超音波など）を行い、適切な専門医を紹介することができます。

クリニックの専門医に直接連絡をとっても、医療の緊急性が明らかではない

場合、診察までにPCPと比べてはるかに長い時間がかかる傾向があるので

す。まずはPCP に、専門医に行くべきかどうかを問い合わせてください。あな

たの病状に応じて、適切な専門医を紹介してくれます。 

 もう一つの疑問は、いつ医師に診察をしてもらうべきかですが、これは難し

い。日本と比べると、気軽に診察に行くのは不適切ですので、お勧めできま

せん。何が悪いのかはっきりわからない場合は、まずはクリニックに電話をし

てください。看護師やある程度の経験のある開業医であれば、あなたの問い

合わせに的確に対応してくれるでしょう。それからあなたのPCPに診てもらうか

決めればよいのです。Online診察または簡単な電話によって問題を解決でき

る場合も多いです。米国では、多くの市販薬がこれらの疾患の治療に十分で

あり、必要であれば医師が薬局に処方箋を即時に送ってくれます。もちろ

ん、生命にかかわるような緊急の場合は、通常の診療所ではなく、ERまたは

Urgent Careクリニックに行ってください。 

 クリニックを訪れると、医師に診てもらえないことがあります。代わりに、ナー

ス・プラクティショナー(advanced practice nurse: APN)や医師助手（physician 

assistant; PA）が対応する場合もあります。一般に彼らは十分な経験を有し、

医師の監督の下で診察をしていますが、彼らの診断や手当に疑問がある場

合は、医師と話せるようにクリニックに相談してください。 

 クリニックでは、患者の治療に対する「姿勢」が医師の判断を左右する場合

があります。わからないことがあれば質問をしてください。医療従事者は、質

問をする患者を高く評価します。医師は、どの患者が真剣に自身の治療に取

り組んでいるかをすぐに見分けます。自分の治療に真剣に取り組むほど、患

者に対する診察・治療はより有益になるでしょう。患者の立場で医療と向き合

うための理解を深めてもらうために、私の著書を紹介します。 

 最後に、日本語対応可能な医療機関を選ぶべきかという問題についてで

す。良い医師が的確な専門分野で日本語を話すことができるなら、それは幸

運です。しかし、言語能力に基づいて医師の選択を制限しないでください。

言語ではなく、医療能力に基づいて医療機関を選択する必要があります。テ

キサス州では、すべての医療行為において、適した通訳を提供することが求

められています。ですから、通訳をつけることを主張してください。通訳の費

用について心配することはありません。それは医師の責任です。 

 本稿が、少しでも読者のお役に立てばなによりです。医療関連で苦労され

ることもあると思いますが、ご質問等ありましたら、フェイスブック（Naoto Ueno）

またはツイッター（@nuenojpn）でご連絡ください。 

 アメリカに移住後、自身の健康を

守るためにまず備えなければなら

ないことは何でしょうか。最初にや

るべきことは、信頼できるプライマリ

ケア医師（PCP, primary care physi-

cian（＝かかりつけ医））を見つける

ことです。ご自身が加入されている

健康保険に登録されている医師を

まず調べてみてください。日本とは

異なり、保険の種類に応じて選択

できる医師が限られています。 

 次に、選択したPCPと信頼関係を

築きます。なぜこれがそんなに重

要なのでしょうか。それは、あなた

のPCPがあなたの健康維持の道案

内人になるからです。PCPの専門

分野は、一般内科または家庭内科

医のいずれかです。女性の場合

は、婦人科の医師が含まれる場合があります。心臓専門医、内分泌医、腫瘍

専門医などの専門医は、あなたのPCPになることはできません。一般的に、

ジェネラリスト（一般医、家庭医）は「専門家」ではないと理解されていますが、

それは誤解です。ジェネラリストは一般医療を専門としているのです。 

 なぜ専門医がPCPとなりえないのかと疑問に思われる方もいらっしゃるかも

しれません。それは、たとえ専門医に内科や家庭医学の経験があったとして

も、一般的に、包括的な医療や健康維持のアドバイスを提供することには適

さないからです。 

 例えば、私の患者の多くは、健康問題に関するあらゆるアドバイスを私に求

めてきます。私は一般内科と腫瘍内科の経験を持つ乳腺腫瘍専門医です。

従って、私は両方の専門医として認定されています。しかし、専門医認定を

受けているからといって、質の高い包括的な医療を提供できるわけではありま

せん。また、私は現在の専門分野に関連したことについても、それが一般的

な健康問題であった場合には的確なアドバイスをする立場にはありません。 

 最も重要なことは、有能なPCPが、優れた専門家への紹介のための窓口に

なってくれるということです。優秀なジェネラリストは、正確な鑑別診断を行

い、高度な資格を持つ専門家に患者を委ねるのです。さらに、優れたPCPは

患者が安心できる秀逸なヘルスケアメンテナンスプランを提供します。もちろ

ん、私自身を含めた私の家族にも信頼できるPCPがいます。 

 では、どうすればその人が有能なPCPかどうかわかるのでしょうか。これは難

しい質問です。私でさえも見分けるのは難しいです。患者に親切で医学的に

有能な人物は、誰もが望むところです。また、患者の話に耳を傾け、医学的

根拠に基づいた意見を持ち、患者の疾患に対し最も適切な治療が何である

かをしっかりと判断できる人物が望ましいです。そのために、PCP が適切な資

格を得ているかどうかを確認することが重要です。その医師にどのくらいの期

間の臨床経験があるのか、その医師はボード認定を受けているのか、そう

いったことについてはこちらのサイトで調べることができます。 

 その医師が、テキサス州医療委員会によるペナルティや懲戒処分の対象に

なっているかどうかは、こちらのインターネット検索を行うことで、ステータスを

確認できます。 

 また、ランク付けの情報サイトや病院のレビューサイトをチェックして、「星評

価」を確認することもできます。ただし、星評価は正確性や信憑性に欠く場合

があります。例えば、あなたの言うことを何でもきいてくれる医師は、高い評価
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前回の山本慎也先生から米国腫瘍内科のご専門である上野直人先生にバトンが移りました。 

第200回  米国の医療制度下において自分自身で準備できること  

 次回は男性不妊症の研究がご専門のベイラー医科大学の野澤香織先生で

す。7月号でご執筆いただいた山本先生のご紹介ですが、山本先生からのご

紹介文は次の通りです。「野澤先生は私と同じ獣医師の資格を日本でお持ち

で、長期出張中に我が家の5匹の猫の面倒を見ていただくなど、お世話になっ

ています。ただ我々は「ペーパー獣医師」を自負しておりますので、皆様から

のペットの健康相談には残念ながら応じることはできませんので悪しからず。」 

https://www.amazon.co.jp/dp/4022736623/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_ZV0PP2YGJA7WJ3NWAKM0
https://www.facebook.com/ntueno
https://twitter.com/nuenojpn
https://www.tmb.state.tx.us/page/look-up-a-license
https://public.tmb.state.tx.us/HCP_Search/SearchNotice.aspx


 パロ・デュロ・キャニオン州立公園

には多くのトレイルがありましたが、

今回は最も有名なLighthouse Trail

で灯台（のような岩）を目指しまし

た。ハイキングはほぼ平坦な道のり

で往復の所要時間が約4～5時間

でした。ですが、この日は日中摂氏

40℃近くになるとの予報だったた

め、早めにホテルをチェックアウト

し、大量の水を持参して向かいまし

た。コロナ禍の引き籠り生活にストレスが沸点に達していた私ですが、壮

大でド迫力の自然に感動しっ放しでした。また子どもや犬を連れて歩いて

いる人も多く、すれ違う方々と挨拶を交わすだけで気持ちが洗われ、気

分も晴れていきました。  

 その後は、カウボーイ文化を伝承する町アマリロへ立ち寄りました。テキ

サスを象徴するシーンの１つである「分厚い肉」をイメージそのままに提供

してくれる「The Big Texan Steak Ranch & Brewery」で、私たちは少々控

えめなステーキを注文し堪能しました。ちなみにここでは、1時間以内に

72oz（約2kg）のステーキを完食すると無料になるというチャレンジが有名

ですが、私たちにはあまりにも無謀な挑戦のため諦めました。アマリロ市

内のCadillac Ranchでは、中古のキャデラックが展示されていて観光客が

スプレー缶を持ちこんで自由にペイントするという不思議な観光スポットが

あり、何とも言えないシュール感を味わいました。 

 州歌「Texas, Our Texas」を聴ききながら、ヒューストンからテキサスの端

まで約10時間ドライブし、テキサスの広大さに改めて驚かされつつ、「God 

bless you Texas!!」と呟きながらテキサスライフを楽しんでいます。  
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第202回 香川浩子 さん 

駐妻のヒューストン日記 

 2017年末、主人から突然「テキサス州ヒューストンに異動することになっ

た」と告げられたのが始まりでした。テキサス州の位置すら知らなかった私

は、早速Google Mapで検索し、とにかく大きな州だという感想を持ったの

を覚えています。はじめは「海外で暮らす」という人生の大変化に戸惑う

ばかりでしたが、いつしか「これは人生を豊かにする大きなチャンスかも」

と自然に気持ちが切り替わり、2018年7月末、ヒューストンに到着しまし

た。 

 蒸し暑い夏の天候、テキサンズの人懐っこさや人情味などが関西人の

私には心地良く、馴染みやすさも感じてこの地がすぐに好きになりまし

た。自然の豊かさや野生動物との触れ合い、サンアントニオやヒュースト

ン近郊にあるテキサス独立の史跡、島国の日本にはない他国との国境線

など貴重な体験は沢山ありますが、中でも今回ご紹介したいのは、「テキ

サスの果て、アマリロを侮ることなかれ！」です。 

 昨年7月、コロナ禍で外出することにも躊躇していた頃、とある方から、

「アマリロという町があるよ。テキサスのグランドキャニオン（パロ・デュロ・

キャニオン州立公園）もオススメだよ」と教わり、早速行ってみることにしま

した。テキサス州の左上（四角に出っ張っているところ）です。夜通し主人

と交代で運転をしながら最初に向かった先は「バイソン保護区キャップ

ロックキャニオンズ州立公園」です。車の横を何頭もの巨大バイソンが我

が物顔で歩いていて迫力満点！！少し散策をした後、メーンとなる目的

地のパロ・デュロに向かいました。 

束していたのですが、日本に帰った時はすっかりそんなことを忘れてし

まっていて、ヒューストンに戻ってきて「あっ…」と気が付くことが2、3年続

き、すっかり娘たちも小学生（3年生と1年生）になりました。いつか諦めてく

れるだろうと思っていたのに、誰に似たのか諦めの悪い我が家の娘たち

の根気強さに負けて、とうとう、意を決して娘たちの「はじめてのおつかい」

を敢行することにしました。 

 H-E-Bで牛乳を買ってくるという 「はじめてのおつかい」。H-E-Bまでは

車で連れて行っているので、当然私も一緒なのですが「絶対にお店には

ついてこないで!」とやる気満々の娘たち。2人でカートを押しながら、お店

の奥の牛乳コーナーまで一目散に早歩き。その後ろを「はじめてのおつ

かい」の撮影隊さながら、追いかける私。牛乳コーナーで一生懸命、牛乳

を取ろうとする娘たちに「親は何処!!!」と目を光らせる周囲の大人に懸命

に私（親）はここにいますアピールをしつつ、ジェスチャーで周囲の大人と

意思疎通を図りながら娘たちのおつかいの手助けをしてもらいました。レ

ジでも大人に手伝ってもらいながら、買い物を済ませ、満足気に出てきた

娘たちに気が付かれないように先回りして車に乗り込み、大慌てでエンジ

ンをかけたことを今でもありありと思い出すことができます。自分の娘時代

の体験と母親の立場でのこの思い出がこの絵本にはぎゅっと詰まってい

ます。 

 読み聞かせの会のメンバーと、こんな話をするのも私にとってはとても大

切な時間だったのですが、このコロナ禍になり対面での活動が難しくなり

ました。その上メンバーの帰任等でスタッフの数も激減してしまったため、

読み聞かせの会を続けることが難しくなってしまいました。現スタッフ二人

で、悩みに悩んだのですが、しばらくの間、読み聞かせの会は不定期で

の開催とさせていただくことにしました。それ以外の活動（三水会センター

での図書の購入のお手伝いや、本の整理等）は続けてまいりますので、ご

興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けください。今後ともど

うぞよろしくお願いします。                （文責：樽谷明日香） 

 ご自宅の本棚や、図書館で見つけた時に、思わず胸が熱くなる絵本は

ありますか？子どものときに好きだった絵本だったり、子育て期間中に何

度も読んだ（読まされた？）絵本だったり、思い出がたっぷり詰まった絵本

だったり、様々な絵本が思い浮かぶのではないでしょうか。 

 私にもそんな絵本が何冊かあるのですが、一番の

思い出の絵本といえば「はじめてのおつかい」で

す。筒井頼子作・林明子絵 のゴールデンコンビの

絵本です。みいちゃんが、お母さんに赤ちゃんのた

めの牛乳のおつかいを頼まれて一人でお買い物に

行くお話です。お母さんと一緒に行くときはあっとい

う間についてしまう道のりも、一人で行くとなると大冒険。なんてことの無い

日常の一コマのお話なのに、「はじめてのおつかい」を経験したことがある

人はもちろん、まだ経験したことのないお子さんも、まるで自分のことのよ

うにドキドキしながら読んでしまう絵本です。 

 私が幼いころ住んでいた家の近くに昔ながらの牛乳屋さんがありまし

た。6歳になった時にその牛乳屋さんに「はじめてのおつかい」をしたとき

のドキドキ感をこの絵本を読む度に思い出してしまいます。家からほんの

3分ほどの路地から出たところにある牛乳屋さんだったのですが、お店に

入ると薄暗くて「ブーン」という大きな冷蔵庫の音だけが響くお店でした。

「ごめんくださ～い」と言おうとしても、一度目は緊張のあまり声がかすれ

てうまく言えず、何度目かで泣きそうになりながら大きな声を出すことがで

き、ようやくお店の人が出てきてくれた時のほっとした気持ち。たった一本

の牛乳を抱きしめながら走って帰ったこと。「はじめてのおつかい」を読ん

だときに、「私と一緒!!!」と思ったことを今でも覚えています。 

 それから時を経て…。「はじめてのおつかい」を読んだ時に、自身のこの

体験記を感極まって娘たちに話したことがありました。そして当然、娘たち

から「はじめてのおつかい」がしたいと何度も何度もお願いされたのです。

その時にはもうヒューストン在住でしたので、そんなことが叶うわけもありま

せん。日本ではとても考えられませんが、アメリカにいると子どもだけで買

い物に行くなんてことは絶対にありえません。「日本に戻った時にね」と約

ピーカンキッズ今後の開催予定    *スタッフは随時募集中です。 
◎あそぼーかい mama.asobokai@gmail.com 

9月8日（水）10:00〜    9月24日（金）10:00〜 
詳しい情報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。HPにてご確認ください。 

mailto:mama.asobokai@gmail.com
mailto:houstonyomikikase@gmail.com
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■Sep. 17 

ERIC CLAPTON  
          @TOYOTA Center 
 テキサス生まれのミュージシャン
Jimmie Vaughanをゲストに迎え、い
まや伝説的とも言えるギター奏者
Eric Claptonのコンサートが開かれ
ます。 
  
■Sep. 14-19 

My Fair Lady @ The Hobby Center 
 オードリー・ヘップバーン主演の
映画で有名な作品ですが、元はブ
ロードウェイのミュージカル。映画を
見たことある人もない人も劇場での
感動を味わってみてはいかがでしょ
うか。 

■Houston Symphony  

  The 2021-22 Season 
 9月 か らHouston Symphonyの 新
シーズンが開幕します。定番のクラ
シックに加え、スターウォーズなどポッ
プ音楽などのコンサートも計画されて
い ま す。In-HallとLivestreamの2種 の
Subscriptionが用意されており、前者
を選べば劇場内でのライブ鑑賞が可
能になります。入場者数の制限もあ
り、コンサート毎のチケットは販売して
おらず、Subscription限定での鑑賞と
なります。 

編 集 後 記  
  

 この夏、我が家は4泊5日のバケーションに行ってきました。我が家はとにかく

雨家族。どこに行くにも必ず雨が降っている。過去の旅行はほとんど雨か曇

り。全日程、全て晴れということは無かったのです。今回もまた出発前から大雨

でしたが、現地に着くと晴れ間が見えていましたが、その時だけでずっと曇っ

たり雨が降ったりしていました。久しぶりの旅行のウキウキ感を体験し、懐かし

い気持ちと普段の生活が戻りつつある嬉しさと入り混じった感情が込み上げて

きました。旅先ではスタッフはマスクを着け、荷物には消毒をし、清掃が終わっ

た部屋には消毒済みのシールが貼られていました。でも人々は休暇を楽しん

でいました。 

長い雨の後にはいつかは晴れが来る。今の私達の生活そのものであると感じ

ました。日々の生活の中でも車の渋滞があり、人の賑やかさが店に溢れて、レ

ストランで携帯を使いメニューを見る事が当たり前になり、以前の生活に新しい

ことが加わり日常と化していくようになりました。しかし、車屋に行っても車がな

い。家具屋に行っても在庫が無い。まだまだ、今まで通りには、いっていない

所も多いですが、いつか必ず戻る日が来るでしょう。でも、果たして我が家の

全日程晴れで終われる旅行ができる日が来るのでしょうか??これからも諦めず

に、いろいろな場所に行ってみたいと思います。       （文責： 三野牧子） 

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： sansuikai@jbahouston.org  

ガルフストリームは、ホームページでも閲覧可能です。 

 https://www.jbahoustongulfstream.com/ 

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。 

 日本人会主催  

 「コロナでも頑張ったあなたへ！」 
      「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」 

  

 アメリカ国内ではワクチン接種が進み、苦境にあった様々な業界もコロナ前の

規模で再開されつつあります。 

 ヒューストン日本人会でも、恒例の秋祭りは中止となりましたが、今年は満を持

してコロナ最前線情報も盛り込んだイベントを実施致します。コロナの影響が大

きかったバレエ団、音楽家の皆さん、レストラン業界への支援も含めて皆様と共

に盛り上げたいと思っています。是非奮ってのご参加をお待ちしています。 

第570回テキサス会「合同杯」 
9/19（日） 

No.148 

By 
Kumiko 

他団体便り 

（共催：ヒューストン日本商工会・日本人会） 

会場：Oakhurst Golf Club 

開催詳細はこちら  お申し込みはこちらから  

10/10（日） 

日時: 2021年10月10日（日）2時～5時 

場所： アジアソサイエティの大会場と劇場 

     （1370 Southmore Blvd, Houston, TX 77004） 

内容： 日本人会のサイトをご覧ください。    

費用: 無料 

申し込み等： 後日予約サイトを連絡させて頂きます。  

https://www.toyotacenter.com/events/detail/eric-clapton
https://houston.broadway.com/shows/my-fair-lady/
https://houstonsymphony.org/the-21-22-season/
https://houstonsymphony.org/the-21-22-season/
mailto:sansuikai@jbahouston.org
https://www.jbahoustongulfstream.com/
https://oakhurstgolfclub.com/
https://3a9a79a0-995e-4ac0-b19b-3101c66029dd.filesusr.com/ugd/66ffda_241fa51e282a4f32af4038cb7cc6c538.pdf
https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1537980226IdfjPawo
https://www.jagh.org/1010-21/
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