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 6月14日、米国中部時間午後2時からオンラインによる第2回COVID-

19勉強会が開催されました。これは大好評だった4月11日の勉強会に続

く企画です。前回の有志の先生方から成る特別チームに加えて、ヒュー

ストン日本商工会や総領事館、日本人会、日米協会を始めとする日系

団体の共催によるオール・ヒューストン体制での開催となりました。 

 また内容についても、前回がCOVID-19そのものや在宅での過ごし

方、感染疑い時の対応など「いま現在の課題」に着目したものだったの

に対し、今回はこれまでの振り返りや今後の対応など、より時間軸を広く

捉えたものになりました。具体的には『経済再開だそうですが、先生、私

たちどうしたらいいですか？』というタイトルで、「ここ二ヶ月の流行状

況」、「経済再開に伴う予防注意点」、「検査、治療」、それに「ワクチンの

開発状況」という4つのトピックスについて、ヒューストンでご活躍中の日

本人医師の先生方に教えていただきました。さらにQ&Aのセッションで

は受講者からリアルタイムで寄せられる様々な質問にお答えいただきま

した。 

  講師陣の先生方には第1回開催時と同様に完全ボランティアで、診

察・治療・研究の大変お忙しい合間をぬって、土日返上でご準備いただ

きました。この場を借りて改めてお礼申し上げます。 

  また本講義は当日と本稿発行までの録画視聴期間を合わせて総計で

3,940人に受講いただきました。ご協力いただいた全ての関係者と受講

者の皆様にも感謝申し上げます。 

           （当日体験記と受講者の感想は3ページをご覧ください） 

 

兒子真之先生（講師） 

UTHealth 感染症内科  
Assistant Professor 

福田由梨子先生（講師） 

ベイラー医科大学/ 
Baylor St. Luke's Medical Center  
感染症内科 Assistant Professor 

 

池田早希先生（講師） 

ベイラー医科大学/テキサス小児病院 

小児感染症科Fellow 

西田有毅先生（司会） 

MDアンダーソンがんセンター 

白血病科ポストドクトラルフェロー 

（専門：分子血液治療学） 

 

吉本桃子先生（ホスト/質問等対応） 

UTHealth 幹細胞再生医学研究所

（専門：血液発生学）  

小林道弘先生（ホスト/質問等対応） 

UTHealth 幹細胞再生医学研究所 

（専門： 小児が ん、造血幹細胞移

植、小児感染症）  

 

 

 

  

 ＜アンケート結果＞ 
 

 勉強会の終了後、受講者の皆様にアンケートへご回答いただきまし

た。受講者は30～60歳の働き盛りが大多数でしたが、10～80歳まで

幅広くご覧いただきました。さらに受講地を見るとヒューストンは4割

で、テキサス州全体でも7割弱です。遠く日本からの受講者もおり、

ローカルなイベントにとどまっていなかったことを実感します。 

 また「役に立ったか」には100%、「分かりやすかったか」にも99%の

方から肯定的な評価をいただきました。一方で「不安が減ったか」に

は2割強の方が「いいえ」「あまり」とご回答されてます。長期戦の見通

しが語られたこともあり、単に安心するのではなく、気を引き締める機

会にもなったのではないでしょうか。 

ご協力いただいた先生方 
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令和元年度（2019-2020） 6月度 商工会理事委員会 議事録 

会員限定 
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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。 

    KeY International,Inc. は、ニューヨーク・マンハッタンで1991年に設

立、その後シカゴ、アトランタ、ミシガン、TX等北米全土、日本、アジア

を対象に、より快適で機能的なオフィス作りのノウハウを、日米両国中

心に皆様に提供しております。TX支店は2017年に設立致しました。 

 人が仕事をする環境を多角的な視点から考察し、新しい時代に向け

た人に優しいオフィス作りを目指しております。 

  この分野のスペシャリストとして、長年の経験と実績に基づいた総合

的なサービスをお届け致します。 
 
Our Service 
 ・ 家具の販売、納品、及びアフターケア 

 ・ オフィスの新設に伴うプランニングデザイン 

 ・ 既存家具の修理、再生、布地の張替え 

 ・ 移転・引っ越しの計画、及びマネージメント 

 ・ 工場用の家具全般（什器）販売、動線計画、レイアウトデザイン、              

     パーミット取得 
 

  コロナウィルス対策商品もそろえ、既存オフィスにおける対策プラン

ニングからアドバイスさせて頂いております。 

 

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。 

  NYに約20年間住み、NYを支点として全米を統括しておりました

が、時代の流れと共にお客様からのニーズもより全米各地より頂く

中、弊社が新しい拠点の候補地として選んだのがTXでした。個人的

には学生時代からロデオにはまり、車はChevyのPick-Upトラック、

ウェスタンブーツにラングラージーンズ、新婚旅行にHoustonに来るく

らい憧れの地でしたので、住んでみて改めてTXの広大さ、空の広

さ、住みやすさ、人のやさしさなど日々感じております。 
 

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。 

  昔からバイク、車が趣味で、ロデオが大好きだったので、日本に住

んでいる頃から車はアメリカのピックアップトラック、荷台にはバイクを

積み、ラングラージーンズにウェスタンブーツが基本でした。渡米前

から旅行もTXに来ているくらいでしたが、まさか大人になって自分が

TXに住むとは思いもしなかったです。 

 雪国に産まれた私はスキーもライフワークの一つでしたので、TXに

引っ越してきて残念と感じたのはこの１点だけで、今は広大なTXで

の生活を楽しませて頂いております。 

 

 KEY INTERNATIONAL, INC. 

東 康彦 さん (準会員) 

 

＜勉強会当日レポート＞ 

 6月14日、午後1時50分。パソコンを開いてYouTubeのリンク先を訪ね

ると、既にライブ配信が始まっています。会場参加型の勉強会だと、少

しずつ人が集まってきて会場がざわつく独特の雰囲気が漂うのですが、

オンラインの勉強会にその味わいはありません。その代わり、講師の先

生方が接続を確認している様子が配信され、舞台裏を少し覗いたよう

な、ちょっとお得な気持ちになります。ここで視聴者数の情報が入りま

す。開始前にも関わらず既に90人以上が観ているとのこと、この勉強会

への期待の高さがうかがえます。 

 そして2時になっていよいよ勉強会開始。まずは司会の西田先生より、

講師の先生方が紹介されます。その後、トップバッターの池田先生によ

る直近の流行状況のお話。日米の感染状況の違いや学校再開に向け

た注意事項など、興味深いお話が聞けました。続く福田先生からは経

済再開に伴う予防策についてのお話。現在の規制緩和のスピードが速

すぎかもしれないというご指摘にはドキリとさせられます。また職場での

感染予防やマスクの種類など、今まさに知りたい情報を教えていただき

ました。 3番手の兒子先生からは検査と治療について。抗体検査や抗

原検査、レムデシビルなど、ニュースでよく聞くけどいまひとつよく分から

なかったキーワードに迫ります。最後に池田先生が再登場してワクチン

開発の見通しについて教えていただきました。 

 講義のあとはQ&Aの時間です。PCR検査の検体採取の安全性や学

校再開時の対応など、様々な質問が出てきますが、その一つ一つに対

し、最新の知見も交えながら、時間を延長してまで丁寧な回答をいただ

きました。また機内での感染予防についての質問では、ANAの名川様

にも飛び入りで登場いただき、オール・ヒューストンならではの学びを得

ることができました。 

 長期戦になりそうで不安もありますが、最前線の声を聞くことで勇気づ

けられた1時間20分でした。  

                                    （文責: 編集部） 

＜受講者の感想＞ 

・専門的な内容にも関わらず、一般人にも分かりやすい解説だった。 

・おそらく1年はパンデミックが続くという言及が参考になった。 

・アメリカと日本の今の状況を比較した説明が分かりやすかった。 

・米国の感染拡大の原因が検査・対策の遅れだというのが興味深 

  かった。 

・オフィス業務でも1日40～50回手を消毒しているというのに驚いた。 

・免疫の持続性が不明で一度感染しても安全とは言えないというのが

ショックだった。 

・緩みかけていた気を引き締め直すきっかけになった。 

・様々な情報の中で浮き足立っている自分を反省した。 

・「悲観的になりすぎず、でもガードは下げずに乗り越えましょう」とい      

  う言葉が印象的だった。 

 
ヒューストン日本商工会 会社紹介 

 第2回COVID-19オンライン勉強会の録画動画、講演資料、その他 

お役立ち情報はこちらから。 

https://www.jbahouston.org/covid19part2
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新型コロナウイルスCOVID-19 時系列データ 

5月号に引き続き、ガルフストリーム編集部では5月および6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） 
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学校では Stratford HS 卒業式  
 例年の会場（屋内）ではなく、

屋外のより広い会場で開催され

た今年の卒業式では、卒業生

は、学校が用意したマスクを着

用、6フィートの距離をあけて

フィールドに着席。家族もマスク

着用、家族席にもソーシャル

ディスタンスを取るためにテー

プが貼られていました。(Y） 

Houston I.S.D. 

 キンダーガーデンの卒園式
もzoomで行われました。 

 サマースクールもvirtualだそ

うです。サマーキャンプも今年

は行われないものや、virtual

のものもあるようです。 （K） 

自宅にて 

自宅にて 
 Home Depotで捨てられるpalette

を頂いてきて、家族で工作をしまし

た。犬小屋つくり、バーカウンター、

ツリーハウス、木製サインが完成。

普段なかなか木材に触れる機会の

ないお子さんにはお父さんたちと

一緒にできるダイナミックな工作だ

と思います。(Y） 

ビジネスシーンでは 

日系企業のオフィスにて 
 オフィス再開に向けて備

品の取り揃えをしています。

マスクや使い捨て手袋、

ブーツカバーはもとより、各

ブースを仕切るグラスボード

の設置。面白商品としては

写真のドアノブに手で触れ

ないですむようにドアノブ

フック。(Y) 

オフィスにて 
 Personal Protective Equip-

ment（PPE）と分類されるマス

ク・手袋、殺菌・除菌などの

商品は医療従事者などに向

けて優先的に供給されてい

ますが、6月に入り一般にも

購入しやすくなってきまし

た。それでも未だ入手困難

なのが、N95素材で作られて

いるマスク。(T) 

入居オフィスビルにて 
 経済・オフィス再開に備えて、事務所の入居しているビル

から公共スペースを抗菌コーティングするという連絡が入り

ました。90日間の抗菌作用があるとの事で、消毒された状態

が継続するとの事。普段の生活では聞いた事が無いような、

難しい説明が付されたコーティングでしたが、ビル側も安全

対策に苦慮している様子が伺えました。（S） 

出張で 
 営業活動の再開を目

指し、業務に必要のあ

る遠方の客先を訪問す

ることになりました。Iowa

やCaliforniaなど、通常

は空路で行くところ、航

空機を利用した場合に

は客先の工場への入構

が許可されないというこ

とで、陸路、自家用車で

片道15時間以上かけて

の「長旅」となります。 

 勿論海外の客先への

訪問はまだ出来ませ

ん。6月下旬に入り、感

染者数増加の動向に

よっては客先訪問が出

来なくなる可能性もあり

そうです。(T) 

病院では 

病院の診療予約 
 母がCOVID-19流行前に受けた検査

結果をかかりつけの病院に聞くために

予約を取ろうとしましたが、電話が留守

番転送システムとして契約しているオペ

レーターにつながり、病院から連絡が来

たのが3か月後になりました。深刻な持

病を抱えている方には本当に不便な状

況ではなかったでしょうか。（Y） 

Texas Children's Pediatrics 
 子供の定期健診で。待合室は

クローズされており、診察の時間

になったら駐車場から電話をか

けます。ドクターの準備ができ次

第、直接診察室に案内されまし

た。（N）  

Texas Children’s Hospital 
 来訪時、1階の受付で検温と問

診を済ませればバッジ (ステッ

カー)をもらうことができます。そ

れぞれの棟を繋ぐ廊下には左の

ような掲示があり、人の行き交い

はほとんど見られません。エレ

ベーターの中には「定員4名ま

で」の案内と、それぞれが角に立

つよう足元にシールが貼られて

います。（A） 

街中では 自宅付近で 
 近所のホテルのベランダにかかっていた

横断幕。いろいろな場所で、医療関係者ら

最前線で頑張っている人への感謝が表明

されました。（S） 

スポーツジムでは 
 既にオープンして

いますが、ソーシャル

ディスタンスを保つ為

に運動器具は1つお

き、ヨガやダンスクラ

スは予約制です。 

 また、タオルが使え

ないのでシャワーや

サウナは使用禁止で

す。（T）  

レストランのサイン  
 休業期間を脱し、営業再開をアピール

するレストラン。（S） 



きな支障がでるだけでなく、うつ病患者の実に20％近くが自殺すると言われ

ており、重症化する前に早めに受診することが非常に重要です。  

 うつ病以外の様々な精神疾患や内科疾患がうつ病と同様の症状を呈する

ため、うつ病の診断は非常に難しく、精神科医による詳細にわたる診察が必

要不可欠です。日本で近年生まれた「プチうつ」「新型うつ」などの俗語も、医

学的なうつ病の診断定義を厳密には満たさない「うつ病に似た状態」を指す

ことが多いようですが、うつ病以外の疾患の症状である可能性があります。 
 

Q どのように治療しますか？ 

A うつ病の治療には薬物療法とサイコセラピーを平行して行うのが最も効果

的であることが知られています。よほど重症でない限り、普段通りの生活を続

けながら外来治療を受けることが可能です。 

 薬物療法の中心は抗うつ薬です。代表的なのはSSRI（選択的セロトニン再

取り込み阻害薬）ですが、他にも様々な種類があります。ほとんどの抗うつ薬

は、効果が出るまで数週間から数カ月かかりますが、近年一般的に使用され

る抗うつ薬はどれも安全性が高く、副作用も少ないため、安心して服用して

いただけます。依存性もないため、薬に依存してしまう心配もありません。な

お、重症のうつ病の場合は、抗精神病薬や気分安定薬などの抗うつ薬以外

の薬を併用することもあります。  

 サイコセラピーは専門的な訓練を受けた治療者（精神科医やセラピスト）と

の対話および対人的な交流を通じた治療法で、1週間に1回45-50分程度の

時間をとって対面で面接するのが一般的なやり方です。サイコセラピーには

様々な種類があり、患者さんの特性や症状に合わせて最も適切な種類を選

択します。 

 うつ病は一度治癒しても再発率が高く、一度発症した人の5割にうつ病が

再発します。再発を2回以上繰り返すと、その後の再発率は8割以上に上がり

ます。再発予防のためには、症状が軽快してもすぐに治療を中断せず、長

期的に薬物療法・サイコセラピーを続けることが大切です。 
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 今回は器具無しでできる簡単エクササイズをご紹介します。当クリニックでも

長時間のテレワークが原因で腰痛を訴える患者さんが、ここ数か月、とても多い

です。下の左の図は腰の椎間板にかかる圧力を示しているものです。立ってい

る姿勢が100%の割合だとすると、座っている姿勢で140%、背中を丸めて前か

がみになって座っている姿勢だと190%もの負荷がかかります。右の図のように

背中を丸める姿勢が楽と感じる人は、お腹の筋肉と臀部の筋肉が弱く、体幹の

筋肉である腸腰筋と背中の起立筋が固くなっているケースが多いです。 

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？ 

 前回5月号では新型コロナウイルスとどう付き合うかについて話をさせていただき

ました。自粛生活が若干緩やかになった今ですが、元の日常には戻れないこの微

妙な緊張がまだまだつきまとう日常で心・精神が不調に陥ってしまう方も多いと思

われます。こうした状況は「コロナうつ」とも呼ばれています。 今回は、そんな「コロ

ナうつ」「うつ病」についてお話ししたいと思います。 

Q うつ病とはどういう病気ですか？ 

A 気分の落ち込みが続く気分障害の一つで、2割近い人が少なくとも一生に

１度は経験するといわれています。ごく一般的な疾患ですが、実際に診断を受

けるのは半数程度と少なく、適切な治療を受けている人は患者全体の2割以

下とさらに少数です。発症平均年齢は40歳で、患者の半数が20～50歳で発症

します。50歳以下では女性患者が男性患者の2倍と多く、50歳以上だと男女比

はほぼ同じです。 

 うつ病は、ストレスが引き金になって発症することが多く、患者の約8割は、発

症前6カ月以内に大きなストレスを受けています。米国在住の日本人の場合、

米国への移住や不適応が発症のきっかけになることが多くみられます。最近で

は、コロナ禍に伴うストレスのためにうつ病を発症している方を多く見かけま

す。性格的には、几帳面で真面目、がんばり屋な人が発症しやすいとされて

います。また、うつ病は、慢性身体疾患に併発しやすいことも知られており、例

えばがん患者、糖尿病患者、心臓病患者の約2-3割がうつ病を発症すると言

われています。 
 

Q うつ病の主な症状は何ですか？ 

A 抑うつ気分（気持ちが沈み、常に悲しいなど）、興味・喜びの喪失、食欲減

退・亢進、不眠・睡眠過多、疲れやすい、集中力の低下、エネルギー喪失、精

神運動の制止、焦燥感、罪悪感、自殺願望などです。うつ病ではこれらの症

状が2週間以上続きます。肩こり、腰痛、頭痛、便秘・下痢、口渇、呼吸困難、

動悸などの身体症状をともなうことも多く、うつ病患者の半数以上が内科や整

形外科をまず受診し、結果的に診断が遅れることも珍しくありません。重症にな

ると、幻覚・妄想状態に陥ることもあります。うつ病になると仕事、日常生活に大

松木隆志 医師 （準会員） 
 

現在、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。 

 弱い筋肉は鍛えて、固くなっている筋肉には刺激を与えて、アクティブな筋肉

に戻すために、4つの筋肉群を使う効果的なエクササイズを紹介します。今回

はスクワット編です。  

 第2弾 

お家で簡単ストレッチ＆エクササイズ 

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1）                    （図2） 

 こちらの運動は左記の4つの筋肉群を使うのでぜひ取り入れてください。

膝に負担をかけないよう、正しいフォームで行いましょう。 
  

スクワット  

A.両足を肩幅よりやや広めに開けて立つ。 

B.臀部を後ろに突き出すようイメージしてゆっくり膝を曲げる。太ももと床が

平行になるくらいまで下げる。重心を前でなく後ろに置くイメージで行うと

膝への負担が少ないです。手の位置は自由です。（図1） 

C.5秒で下げて5秒であげる。10回x3セット 

D.足首が固く、体を下げるのが困難な場合、かかと部分に本などを差し込ん

で行うと比較的に楽にできます。（図2） 

E.膝や股関節に違和感を感じたら、止めてください。 
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れ家族用のバスで、30分ほど離れたconvention 

centerへ向かいました。受付を済ませると、ボラ

ンティアに案内され、その日の自分たちの寝床

へ。犬たちは隣の建物で避難のため、しばしお

別れ。 

避難スペースは広く、たくさんのマットレスや

簡易ベッドが並んでいました。後から聞いたとこ

ろ、避難所には約400人の避難者がいたそうで

す。赤ちゃんからお年寄りまで、いろんな人が

いたけれど、皆案外落ち着いている様子でし

た。荷物を降ろしていると、ボランティアが次か

ら次へとやってきて、水や夜ご飯、子供の服、

おむつなど、ありとあらゆるものを持ってきてくれ

ました。避難スペース横には寄付された洋服や

日用品、おもちゃやベビー用品などで溢れた部

屋が何部屋もあり、必要なものを自由に使って

良いことになっていました。元々、隣の家の2階

に避難させてもらう予定だったため、1日分しか

荷物を用意しておらず、これは本当に助かりま

した。 

おむつ替えや授乳用にも部屋が設けられて

おり、次男が夜泣きする間はそこで過ごしまし

た。プレイエリアもあり、主人と長男はずっとそこ

 

ハリケーン対策について、編集委員の実体験をもとに

Q&A形式でご紹介します。 

※参考リンク（▶箇所）をクリックするとリンク先に移動で

きます。 
 

Q1. ハリケーンで想定される被害とは？ 

 洪水、土砂災害、高潮被害などが起こる可能性があ

ります。ヒューストンで実際にあった被害は、暴風によ

る建物の倒壊や倒木、洪水による浸水、停電、断水な

どです。 
 

Q2. ハリケーン情報の入手方法は？ 

 こちらのサイトで最新情報を確認できます。 

  ▶ハリケーン情報： AccuWeather HP    
  ▶交通情報： Houston TranStar HP    
 

Q3. ハリケーンの準備で大切なことは？防災バックは

必要？ 

 準備で大切なことは、飲料水や食料（長期保存でき

るもの）の備蓄、衛生用水の貯水、車のガソリンの給油

です。また、非常時に持ち出す大切なものとして重要

書類一式や現金などがあります。他にも、懐中電灯、

バッテリー類、医療品、衣類（長袖を含む数日分の服、

下着類、タオル、替え用の靴）が挙げられます。水害が

予想されるため、ビニール袋に入れて用意しておきま

しょう。防災バッグもあると便利ですが、自分の家族構

成に合ったものを準備しておくことが重要です。 

  ▶ハリケーン対策マニュアル： 

   在ヒューストン日本国総領事館 HP   
  ▶災害準備： ヒューストン市緊急対策室 HP  
   ▶ハリケーン対策グッズ例： 

   ガルフストリーム2020年6月号  
 

Q4. 過去のハリケーンでの停電期間は？ 

 ハリケーン・アイクの時は、1週間〜1ヶ月間停電しまし

た。（地域によって異なる） 
 

Q5. 洪水が起こりやすい道や地域を事前に把握するに

は？ 

 こちらのサイトで確認できます。 

  ▶地図： abc13 HP   
また、abc13のアプリは随時情報や通知が入るので便利

です。 

  ▶ダウンロード： iPhone / Android   

日頃から自分の行動範囲（学校や会社への通勤路な

ど）の裏道を頭に入れておくのも大切です。 
 

Q6. 車が浸水して移動手段がなくなるのを防ぐに

は？ 

 家族で2台の車を持っている場合、1台は最寄りの

高層駐車場に移動しておくと安心です。また、ハリ

ケーンがメキシコ湾に近づいた時点で車のガソリン

は給油しておきましょう。 
 

Q7. 一軒家は2階建ての方が安全？過去のハリ

ケーンの浸水被害を確認すべき？ 

 2階建ての家の方が安全に見えますが、1階が浸

水すると2階に住み続けることはできません。（すぐ

にカビが繁殖するため）浸水被害の履歴は不動産

会社に聞くのがベストです。また、Flood Zone（洪水

浸水想定区域）に入っていない地域の家を選ぶこと

も大切です。 
 

Q8. 学校の休校についての確認方法は？ 

 学校からメールやテキストで連絡がきます。また、

学校や学区のHPでも確認できます。 

 

過去のガルフストリームのハリケーンに関する記事も

ご覧ください。 

 ▶バックナンバー   
 （2017年10月号、2018年6月号、2020年6月号） 

で遊んでいました。なるべく子供たちを不安にさ

せないようにと、近隣の学校の先生がボランティ

アで子供たちと遊んだり、本を読んだりする姿も

みられました。 

食事も朝・昼・晩とFood Bankと近隣のレストラ

ンが提供してくださり、避難所でも温かい食事が

食べられるとは思ってもみず、たくさんの人の支

えを感じました。 

犬たちも1日数回外で遊んでもらっていまし

た。ドッグフードの寄付も後を絶たなかったそう

です。 

幸い避難所生活は1日のみで、家にも被害は

ありませんでした。ヒューストンに来て間もないう

ちに経験したハリケーン。ハリケーン自体は東海

岸で何度も経験しましたが、避難したのはこの時

が初めてでした。「避難所・シェルター」という言

葉に最初は躊躇したけれど、想像とは全く違い、

主人と子供たちと安心して過ごすことが出来まし

た。親切にしてくださったボランティアの方々に

は、今でも心から感謝しています。 

（文責: スミス那美枝） 

避難所 家の前の道路 ボートで救出される住民 

ヒューストンで想定される大規模災害といえばハリ

ケーンです。毎年6月から11月までの間は「ハリケー

ン・シーズン」と呼ばれ、ハリケーンの発生に備えた準

備が推奨されています。今回は、実際にハリケーンの

被害に遭った編集委員の体験談を取りまとめました。

ハービーの体験記と合わせてQ&Aもぜひお役立てく

ださい。 
  

何日も続いた雨のせいで、家の前の道路は

冠水。ガレージから様子を見ていると、救助

ボートがやってきました。レスキュー隊員の1人

が「裏のcreekも氾濫の可能性があり、このエリア

は避難命令が出ている。これから来るボートに

乗ってください。」と教えてくれました。主人と急

いで荷物を纏め、浸水した場合に備え、床のも

のをテーブルやカウンターに揚げ、家電のコン

セントを抜き、ガスや水道をチェック。次男を

カーシートに乗せ、犬をリーシュに繋いで、いざ

外へ。「水がたくさんあってすごいねー！」とは

しゃいでいた長男も、ボートに乗るときには事の

重大さに気が付いたようで、ボートの上では私

にしがみついていました。サブディビジョンの入

り口まで行くと、そこは避難者とレスキュー隊員

でごった返し。私たちは犬がいるので、ペット連

https://www.accuweather.com/en/hurricane/atlantic
http://traffic.houstontranstar.org/layers/
https://www.houston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_hh_taisaku.html
https://www.houstonoem.org/preparedness-are-you-ready/
https://339e19be-a0a2-4218-8da0-f5c256046686.filesusr.com/ugd/66ffda_1d211b62bf254e45a433cd97dbaa2b7b.pdf
https://abc13.com/traffic/most-likely-roads-to-flood-in-and-around-houston/2342094/
https://apps.apple.com/us/app/abc13-houston/id407345290
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abclocal.ktrk.news
https://www.jbahoustongulfstream.com/back-number
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 ヒューストン日本語補習校の 
リモート授業 
アンケート&感想 

 5月中旬に実施した、『本校リモート授業の取り組みに関するアンケート』

には、58％の保護者の皆様から回答をいただきました。    

 中には、称賛のお言葉、課題や改善策に関する内容について、細やか

なコメントを下さった保護者の皆様も多数有りました。そこで、その集計結

果と明らかになった成果や課題、改善策等について申し述べます。 
 

１ リモート授業に関する全体的な評価について  

●成果 

・現在の状況におけるリモート授業の有効性について、98％が有効である

と評価  

・一日の指導時間数について、90％近くが適切であると評価 

・リモート授業に関するメール数について、92％が適切であると評価 

・リモート授業に関して補習校や担任からの連絡について、93％が十分に

受けていると評価 

●課題 

・一単位授業時間について、20％近くが不十分であるという評価 

・リモート授業に関するメールの数について、コメント欄に、やや多いと感じ

ている旨の記述有り。 

●改善策 

・一単位授業時間を小学部中•高学年を30分から40分に、中·高等部を40

分から45分に変更 

・授業への接続や担任からの連絡について、従来のメール送信から、ポー

タルでの方法に変更 
 

２ 授業内容や宿題などに関する評価について 

●成果 

・学年に適した授業の形態について、94％が適切であると評価 

・教員の声教材の音等の音量について、96％が適切であると評価 

・課題や宿題の設定について、90％が適切であると評価 

●課題 

・リモート授業の学習内容について、30％以上が指導方法の工夫が必要

だと評価 

・課題や宿題について、コメント欄に、やや多いと感じている旨の記述有

り。 

●改善策 

・中·高等部にGoogle classroomの活用を図る。今後、発達段階に応じた

工夫を行う 

・課題や宿題については児童生徒の過重負担にならないよう調整する。 

 

３ その他コメント欄への記述内容から 
●成果（称賛） 

・準備期間が短かったにも関わらず、リモート授業開始までの対応の早さと

丁寧な広報活動 

・非常時にも関わらず、海外での日本語学習の場を提供いただきありがた

い 

・現地校や日本での学習保障対応と比較して本校リモートの取り組みを好

意的に評価 

・学級ごとに対面での指導方法で、普通授業より集中して学習に取り組め

ている等 

●課題・（改善策）  

・指導中のミュートの操作を効果的に行う必要がある（子供同士の声が混

ざり合い聞き取り難い） 

・児童•生徒同士の学び合い、コミュニケーションが少ない（学習指導過程

を工夫する） 

・授業が無かった二週分の振り替え（8月に振替授業を行う） 

・もっと、ITを活用した授業をしてほしい（必要に応じて、動画、Google 

classroom、アプリケーションの活用、又パワーポイントなどの効果的な利

用。） 

・今までの授業形態（全員一斉音読など）にこだわらず、新しい指導方法

を取り入れて欲しい（発達段階に応じた指導方法に心掛けているが、指

導時間、学習内容を考慮した効果的な活動を工夫していく） 
 

４ アンケート結果の総括 
・本校のリモート授業は、授業の度に学年会を実施し、課題を整理したり

指導方法の有効性などの意見を交換したりしながら、指導の在り方の改

善を行っています。 

 

 今後も児童•生徒の学習保障を最優先に、必要に応じて保護者の皆様

方の意見を集約しながら、取り組みを進めていきたいと考えています。  

（文責： 井手登士昭校長） 

生徒からのリモート授業に関する感想（一部抜粋） 
 

私は、リモートじゅ業は私には合っていると思う。

なぜなら、自分の部屋でリラックスしながら、じゅ業

を受けられるし、私は一度もそれを苦痛に感じたこ

とがない。リモートじゅ業は四十分。自習に十分か

かったとして、残りの十分は自分の好きな事ができる。私はその十分

間で、とてもリフレッシュできるのだ。 

私に合っている理由はもう一つある。それは、移動時間を気にしな

くて良い事だ。時間ぎりぎりまで漢字の復習をしたり、好きな事をして

ゆっくりじゅんびができる。 

早く教室にもどって、先生や友達と勉強したい気持ちもある。しか

し、それができない今、リモートじゅ業を受けられている私は幸せだ。 

 

ぼくはリモート授業は良いと思います。なぜなら、家で授業をうけら

れるからです。家で授業をうけられるということには、良い点が二つあ

ります。 

一つ目は、車で学校に行き来する必要がなくなることです。リモー

ト授業だったら、生徒がどこにいようと授業がうけられます。電子機器

のボタン一つをピッとおせばいいだけだからです。 

二つ目は、安心して授業をうけられることです。これは個人差があ

るかもしれませんが、ぼくは家で授業をするほうが、安心します。補習

校だと、きんちょうしてしまうところがあります。 

また、問題点としては、みんなが同じところにいないとできないもの

があるということです。例えば、はん活動やみんなで音読するときで

す。リモートではできないので、また通学が再開したら、それが可能

になると思います。コロナウイルスで学校が休みになっても、リモート

で授業がうけられることはすごいと思います。そして、コロナウイルス

のさわぎが終わり、補習校の教室で授業ができることが楽しみです。 

% 

% 
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ミニ宇宙セミナー 

 

 JAXAでは例年、商工会、日本語補習校と連携をして補習校オー

ディトリアムを使った宇宙セミナー（宇宙飛行士講演）を実施していま

すが、今年は新型コロナウイルスの影響もあり開催のめどが立ってい

ない状況でした。そのような中、日本語補習校で新型コロナウイルスの

影響でリモート授業を実施しているということで、この機会に生徒の皆

さんへお話しができないかとご提案いただき、今回「ミニ宇宙セミナー」

としてJAXAによるリモート講演を実施することになりました。 
 

  補習校の中学3年生では国語

の授業で「月の起源を探る」を学

習された直後ということで、講演

は中高等部の生徒を対象に「人

類ふたたび月へ行く」と題して、

JAXA国際宇宙探査センター 

宇宙探査システム技術ユニット

の佐藤直樹ユニット長から、月

探査の目的と将来的な月開発

計画についてお話をさせていた

だきました。佐藤ユニット長は日

本にいるため、日本は朝、ヒューストンは夜というリモートならではの場

所と時間帯での開催となりました。 
 

  講演内容は、宇宙飛行の父・

コンスタンチン・ツィオルコフス

キの「地球は人類のゆりかごで

ある。しかし人類はゆりかごにい

つまでも留まっていないだろ

う。」という有名な言葉で始まり、

人類の進化の歴史、宇宙開発

の歴史、月の科学的特徴や進

化の様子、月探査の歴史や目

的、最新の国際宇宙探査計画

や日本の月探査計画など、月

に関する基礎的な情報から最

新の開発情報まで幅広い内容

になりました。 
 

  講演後半には質疑応答の時

間を設け、生徒の皆さんから多

くの質問をいただきました。「月

には地球にない物質があるのか?」「放射線の強い月で建物を作るとき

に使う材料は?」「月開発が月環境に与える影響は?」といった科学的観

点の質問から「国際開発をする際の各国の費用分担はどう決めるの

か?」「月に領土問題はあるのか?」といった政治的観点の質問、「JAXA

には宇宙飛行士以外にどんな仕事があるのか?どういった科目が好きな

人がいるのか?」といった質問な

ど、中高等部の生徒ならではの

鋭い内容の質問が多く、一緒に

聞いていたヒューストン駐在員

職員も「なるほど」と感心するやり

取りがいくつもありました。 

 

  

 

 当日の動画：人類が再び月へ！ 

 

    今回、リモート講演という新たな試みではありましたが、日本にいる専

門家の話をヒューストンの生徒の皆さんに届ける非常にいい機会をいた

だけたと思います。また、補習校の生徒の皆さんにとってもこれがご自

身や日本、はたまた宇宙の将来などを考える機会になっていれば幸い

です。 
 

                 （文責： JAXAヒューストン駐在員事務所） 

 

EZ Cooking 

 Classic Green Bean Casserole   

  【材料】  
 

●Campbell’s® Condensed Cream of Mushroom Soup‥‥ 1缶          
  

●Fresh Cut French Style Green Beans ‥‥ 2缶            

  (冷凍のGreen Beansでもいいが、French Styleがソースが絡まり 

おいしい）                                  
  

●French Fried Onions ‥‥  約1cup~1.5cup  適量 
  

●牛乳 ‥‥ 1/2cup 
 

●コショウ、しょうゆ ‥‥ 少量 

【作り方】 
 

1.     キャセロールにスープ缶を開け、ミルクとよく混ぜる。 

       Green Beansの缶の汁を捨て中身だけを入れ、Fried Onionの 

      半量を入れて、コショウとしょうゆを適量（少量お好みで）混ぜる。    

 

2． 350度に熱したオーブンで25分から30分焼く。 

 

3． オーブンから一旦出して、もう一度混ぜる。 

   その上に残りのFried Onionをかけさらに5分焼く。 

  皆様、COVID-19のおかげで外食する機会が極端に減り、自炊の

レパートリーが底をついているのではないでしょうか。 

 そこでガルフ編集委員会では超簡単に作れる料理のレシピーを連

載でご紹介することにしました。 

  第１回目は、アメリカではサンクスギビングやクリスマスなどのホリ

デーディナーの定番メニューになっている Green Beans Casserole で

す。 

宇宙探査システム技術ユニットの 

佐藤直樹ユニット長  

月の裏側から地球を撮った写真  

当日資料 

 

リモート講演の様子  

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6MXOC-UWko&feature=youtu.be
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前回の秋山弘樹先生から放射線科がご専門の太地良佑先生にバトンが移りました。  

第189回 

放射線科医のおしごと  

 皆様、初めまして。太地良佑と申します。日本では奈良県立医科大学

放射線科に所属し、主に腹部の画像診断に携わってきました。この度、

縁あって留学する機会を頂き、2019年10月からMD Anderson Cancer 

CenterにてCTや超音波を用いた肝細胞癌の基礎研究に携わらせてい

ただいております。 

 さて、放射線科と聞いてどんな仕事を思い浮かべますか。何をしている

かいまいちわからない、初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれま

せん。そんな謎に包まれた放射線科ですが、昨年に放射線科を舞台に

した“ラジエーションハウス”という日本のドラマが放映され、少しばかり盛

り上がりを見せました。今回はそんな放射線科や放射線科医のお仕事

についてわかりやすくお伝えできればと思います。 
 

【放射線科とは】 

 一言でいうと“画像のスペシャリスト”です。各診療科の医師から依頼さ

れたCTやMRI検査画像の解釈をします。もちろん各診療科の医師自身

もほかの検査同様に検査の解釈をしますが、放射線科医は様々な臓器

に対して画像に特化して解釈を行います。この解釈により治療方針が大

きく変更されることは少なくありません。放射線科医は他の医師から画像

について相談されるということから“doctor of doctors”と言われることもあり

ます。  
 

【放射線科医と放射線治療医の違い、放射線科の中の治療分野】 

 ご存知かもしれませんが、放射線を扱う医師は放射線科医だけではあ

りません。大きく分けて診断と治療に分かれます。診断では、放射線や

磁気、超音波などを取り扱いながら、患者さんの状態を画像から解釈し

ます。治療では放射線を患者さんへ直接当てたり、放射線の出るお薬を

体内へ入れたりします。このような治療を行う医師は、放射線治療医と呼

ばれ、厳密には放射線科とは異なる診療科です。放射線治療には大き

な治療機器、設備を要します。一方で放射線科医が治療を行う際は、

CTなどの画像機器と小さな手術器具で行います。それが、放射線科医

の行うInterventional Radiology(IVR, IR: インターベンショナル・ラジオロ

ジー)と呼ばれる分野です。血管内治療とも呼ばれます。このIVR治療で

使用する放射線は放射線治療のものとは異なり、圧倒的に少ない量で

済みます。さらにIVR治療は医療器具を入れるための小さな穴のみで行

われ、患者さんへの負担が少ないという特徴を持っています。まとめます

と、放射線科医と放射線治療医がおり、前者には診断を行うパートとIVR

治療を行うパートがあります。  
 

【放射線診断医と放射線科技師の違い】 

 さらにややこしいことに、放射線科のチーム内には放射線科医と放射

線科技師、看護師がいます。おそらく、患者さんがお会いすることが多

いのは放射線科医よりも放射線科技師の方でしょう。放射線科技師は主

に、X線検査やCT室、MRI室で画像の撮像や品質管理を行っていま

す。放射線科技師が作ってくれた画像をもとに、放射線科医がその画像

の解釈を行います。放射線科医は放射線科技師らと二人三脚でともに

仕事をしています。 
 

【レントゲン、CT、MRI、超音波検査でわかること】 

 まず、レントゲンとCTではX線が用いられています。この検査の特徴

は、空気と骨がよく分かることです。肺の中の空気を画像化できるのは

CTだけで、コロナ肺炎の診断にも重宝されています。続いて、MRIは磁

気の力を用いて臓器を描出します。これにより水と脂肪や他のたんぱく

質の存在がわかりやすくなります。例えば胆のうや膀胱には胆汁や尿と

いった水分を多く含んだ液体が含まれており、それらの壁の凹凸がよく

分かります。また、腫瘍の内部に関して、水や脂肪、ほか血液などのた

んぱく質が多いのかなど多種多様な情報を与えてくれます。また、超音

波検査では文字通り超音波の技術が用いられています。臓器内部の血

管や神経、腱などCTやMRIでは見えない細かなものを描出することに

長けています。そして、MRIと超音波は放射線が用いられておらず、患

者さんへのダメージはほとんどありません。 

 以上の各種画像を組み合わせて診断します。診断においてもっとも大

切なことは、正常と異常を見抜くことです。年齢や性別、人種、体格に

よってその患者さんの正常は異なります。正常と判断するには、どれだ

け多くの正常像をみているかがカギとなります。 

 よく受ける質問は、放射線科医は“どの臓器を扱っているのか”というも

のです。答えとして、基本的には頭の上から足の先まですべての臓器を

扱っています。放射線科医の中にはごくまれに全領域に対して深い洞

察力を持つオールラウンダーもいますが、ほかのほとんどは特化した一

つの領域を担当しています。私の場合は、腹部(消化器など)がそれにあ

たります。 
 

【IVR治療(血管内治療)について 】 

 放射線科医のもう一つの側面、それはIVR治療です。主にカテーテル

を用いて行います。こちらも幅広い部位にわたって応用されています。

心臓カテーテル検査や治療は循環器内科、外科の医師が行うことが多

いですが、その他は放射線科医が担当することが多いです。例えば、頭

部では脳梗塞に対して塞栓をカテーテルで取り除いたり、腹部では肝腫

瘍に対して塞栓術を施行したり、大動脈瘤に対してステント留置を行っ

たりといった具合です。最大のポイントは、多くの場合で全身麻酔をしな

いことです。また、外科手術と比べて手術時間も短いことが多いです。  
 

 以上、簡単ではありますが放射線科医の役割と画像検査、血管内治

療についてお話しさせていただきました。なかなか患者さんからは分かり

にくい放射線科医の実態ですが、ご理解いただけたでしょうか。長くなり

ましたが、ここまで読んでくださった読者の皆様、執筆の機会をくださっ

た皆様に感謝申し上げます。どうもありがとうございました。  

            医師 （MD Anderson Cancer Center,  

Interventional Radiology, 研究員） 太地良佑   
   

 次回は肝胆膵外科がご専門の西岡裕次郎先生です。 

 MD Anderson Cancer Center内のEnglish Conversation Clubで初めてお

会いして以来、夫婦ともどもお付き合いさせていただいております。いつも

明るくてオープンマインドな先生のお人柄に心和ませられております。  
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 さて、早朝から釣り始める私たちですが、もちろん釣れないときもありま

す。それは日本でもアメリカでも変わりません。餌をつけて投げては巻

き、投げては巻き、しばらく上手くいかないときはのんびりと海を眺めま

す。ペリカン？みたいな大きな鳥がいたり、ウミガメやイルカが泳いでい

たり、日本で見られる釣り場の景色とは少し違います。大音量で軽快な

音楽を流している人、ビール片手に竿を握る人も少なくなく、釣れなくて

も楽しむ要素が多い感じがします。 
 

 帰宅後は全ての魚を捌いて塩焼きにしています。日本ではゴミ回収の

前日に捌かないと匂いが気になっていましたが、こちらではほぼ毎日ゴ

ミが回収され、内臓などはディスポーザーに入れてしまえるので本当に

便利です。大きいオーブン、処理に使った調理具を洗う食器用洗浄

機、汚れた衣類を洗う洗濯機に乾燥機など、釣りをする身としては申し

分ない家電たちです。日本に帰った時、これらの設備がないことに耐え

られるかどうか心配になります。そして、魚が焼き上がるまでには大方後

片付けも終わり、焼き上がった魚に醤油を落として白ご飯といただきま

す。 
 

〈日焼け対策をお忘れなく！〉 

 青い海、青い空、眩しい太陽！素晴らしい景色ですが、テキサスの日

差しは尋常じゃないです。釣りに夢中で長袖と手袋の間に隙間ができ

ていたことに気づかなかった私は、手首を半周する日焼けあとが残って

しまいました。他が焼けていない分かえって目

立って恥ずかしいです。帽子も被っていました

が、海からの照り返しで目も真っ赤。帽子、サン

グラス、できれば長袖と長めの手袋でのガード

がいいかもしれません。  

駐妻のヒューストン日記 

第190回 宇都宮智子 さん 

 2019年9月から初めての駐妻生活が始まりました。実は主人との初めて

の同居生活です。生活の中で発覚する主人のよくわからないこだわりに

驚き、また毎回新しい発見のある広大なスーパーに驚く楽しい毎日を

送っています。 
 

 最近の週末はガルベストンで釣りをして過ごしています。日の出の時間

帯がよく釣れるということで、朝4時半に家を出ます。この時間帯は、車が

少ない割にボートを牽引している車の割合がとても多いです。最初の目

的地のBuc-ee’sで朝食とドリンクを購入して、いよいよ海に向かいます。6

時過ぎに到着した時点で既に多くの釣り人が糸を垂らしています。私たち

も日の出を拝みながら釣り開始です。 
 

 餌はエビとミミズのようなワームを使っています。ワームはAcademyで購

入しています。そういえば、初めてこちらで釣り具を購入の際、釣竿コー

ナーの隣に銃コーナーがあり、当然のように銃が並んでいるのに大変驚

かされました。釣りも狩りも同じハンティングという位置付けなのでしょうか。

日本とは釣りの印象がちょっと違うのかもしれません。釣りをするのにライ

センスが必要というのも、日本と違いが見られることころです。 
 

 釣れる魚のサイズも日本とは少し違います。ガルベストンでは岸からの

釣りで20cmを越える魚がほとんどです。以前、隣の方が1mを超えるような

大物を釣り上げているのも目にしました。私の地元福井では岸から釣って

20cmというと、けっこう大きいという印象でしたが、こんなところにもテキサ

スサイズが適用されているのかもしれません。みなさん大物狙いなのか、

20cmくらいでは釣れても海に返してしまうことが多いみたいです。 
 

 

 

By 
Kumiko 

No. 142 
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 この夏、ボランティア始めてみませんか♫ 

 

  「ヒューストン日本商工会お助けマップ」をご存知でしょうか。エリア別の

「お勧めレストラン情報」を中心としたサイトです。あまり知られていない割

引情報や、温かくもちょっぴり辛口なコメント等“リアルな情報”が魅力で

す。     https://www.jbahoustonotasukemap.com 

 

毎月テーマを変え、皆様のお役に立つ情報をブログでも発信していま

す。行ってみたかったあの場所、食べてみたかったあの味、知りたかった

事がきっと見つかるはず！最新記事では、「コロナ禍!! 日本帰国ドキュメン

タリー」 や 「ヒューストンのPCR検査」について、お助けマップスタッフの実

際の体験談も。「成田のPCR検査に◯時間待ち?!」 「今、機内サービスっ

てどうなってるの？」 「ドライブスルーのPCR検査って？」 等、気になる話

題が読めます。また、不動の人気「ヒューストン お土産特集」を熟読して、

次回の一時帰国を妄想するも良し♡是非、「お助けマップ・スタッフブログ」

をご一読ください！ 
 

お助けマップの主な活動は、月1回2時間程の三水会センターでのミー

ティング。時には趣向を変え、2月にはチョコレートの食べ比べ、10月には

編集後記 

 マスク着用令が発出されて迎えた独立記念日の連休、それでは自宅

で何をして過ごそうかと楽しみにしていました。その連休前日、オフィス

から帰宅し、自宅のACが動かないことが発覚。こんな日がいつか来ると

は思ってはいましたが、次なる難は最悪のタイミングでやってきました。 

 さて、日が暮れて窓からの外気が爽やかに感じられるようになり、

ちょっとホッとしながら、久しぶりに本棚からガルフのバックナンバーを取

り出してきて眺めています。一読者として得た多くの情報、参加した過去

のイベント、編集作業に携わった記事に見入って、あっという間に過ぎ

たと思っていたこの数年間の沢山の出来事を思い出しました。しばらく

ご無沙汰の珍食材啖訪(2013-)や、うちの会社いいことやっとん!(2012-)

は復活して欲しい連載です。今号で189回となるテキサス・メディカル最

前線や会社紹介は毎号楽しみにしています。 

 ガルフのオンライン化が進んでも、毎月の誌面の企画、執筆、構成の

実際の作業は人の手により時間をかけて行われており、それは創刊当

初から変わらない部分です。時節柄、コロナ関連記事が多くなっていま

すが、ハリケーンへの備えもお忘れなく。今号も情報満載の誌面をお楽

しみください。                                                (編集委員 寺田友子）                                                          

 

 コロナウィルス感染拡大に伴い多くの施設が休業していましたが、少しずつ再

開が進んだり、また止まったりしています。今月号では営業再開した文化施設・

レジャースポットの情報を中心に紹介します。 

 

 内容は記事執筆時点の情報に基づいています。

諸事情により変更、中止、延期と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。 

Space Center Houston 
 当初、人数制限をして7/1から再開の予定でしたが、最近の感染拡大を受け

て再開時期を延期しています。再開時にはマスクの着用が必須で、時間指定

チケットを事前に予約する必要があります。お隣のJohnson宇宙センターを見学

する人気のトラムツアーも時間指定のチケット予約が必要となる見込みです。 

 なお宇宙センターでは新たな展示としてSpace X社の再利用可能ロケット

Falcon 9の第1段ブースターが登場しています。世界に2ヶ所だけというFalcon 9

の実物展示です。先日、9年ぶりにアメリカから打ち上げられた有人宇宙船

Crew Dragon を運んだのもこれと同じ型のロケットです。再開して観に行くのが

待ち遠しいですね。 
 

Museum of Fine Art, Houston 
 営業時間を短縮して水曜～日曜に展示再開しています。マスクの着用が必

須で、入館時に体温をチェックされます。現金は使用不可、クレジットカードの

み使用可能です。 
 

Houston Museum of Natural Science 
 入場人数を収容能力の25%以下に制限した上で営業再開しています。マスク

の着用が必須で、事前のオンラインでのチケット購入が強く推奨されています。 
 

Houston Zoo 
 チケット完全予約制で営業再開しています。5月にはアジア象の赤ちゃんが

生まれたそうですよ。 
 

Kemah Boardwalk 
 Houston南東にある遊園地。飲食スペースも含めて営業再開しています。 

◎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6 feet以上距離をとる 

・こまめに手洗い・消毒をする 

ジャックオーランタンを作ったり、12月にはお勧めデリフードを持ち寄って

気軽なパーティーをしたりと、季節を楽しむイベントも。そしてある時には、

和食レストランでお得なランチメニューを味わったり、注目のレストランでラ

ンチ女子会をしたり。ボランティアという枠だけにとらわれず、身も心も満足

な、そして和気あいあいとした楽しい会です。また最近は、Zoomの利用や

屋外の素敵カフェに場所を移し、私達もニューノーマルにシフト中です。 
 

心置きなく日本語でおしゃべりしながら、お助けマップで一緒にボラン

ティアしてみませんか？ヒューストンに来て間もない方も、全てを知り尽くし

ているあなたも。どなたでも大歓迎です！「ボランティアしてみたい！」と

思った時が始め時。ステイホームだけで終わらせない、心に残る夏にして

みませんか。 
 

ご応募・お問い合わせは、お助けマップページ・お問い合わせフォーム  

から24時間受付中です。 

 

 

 

  

「ボランティアしてみたい！」と思った時が始め時 
ーお助けマップー 

6月のZoomミーティングの様子 

ピーカンキッズ今後の開催予定 
  

＊次回の開催はあそぼーかい、読み聞かせの会ともに9月以降にな

ります。開催日は三水会センター内のポスターやコミュニティーサイ

ト： ヒューストンなび＜hounavi.us＞でもご確認ください。 

＊スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ちの方やお問い合わせ

は、下記アドレスまでご連絡ください。お待ちしております。 

  あそぼーかい   mama.asobokai@gmail.com 

  読み聞かせの会 houstonyomikikase@gmail.com 

https://www.jbahoustonotasukemap.com/
https://bit.ly/303GWGm
https://bit.ly/303GWGm
https://www.jbahoustonotasukemap.com/post/pcr%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E4%BD%93%E9%A8%93%E8%AB%87-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%85%A5%E5%9B%BD%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC
https://spacecenter.org/
https://www.mfah.org/
http://www.hmns.org/
https://www.houstonzoo.org/
https://www.kemahboardwalk.com/
https://www.jbahoustonotasukemap.com/copy-of-about
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