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～定例講演会～

法律の最前線の米国で、倫理観を磨く
米国で弁護士をしている筆者が、クライアントさんにお伝えしたくても普
段はじっくり話す機会がないEthicsについてお話をしたい。それは、米国に
おける予防法務は、リーダーの意識によって、その有効性が変わる、という
こと。そして、法律だけではなく、特に倫理観を意識することは、リーダー力
にも影響し、その倫理観を磨く上で米国は最高の環境だということだ。
たとえば米国では2020年頃から、ESG（環境、社会、ガバナンス）訴訟が
増えている。ESG訴訟が企業にとって厄介なのは、これらの訴訟は「社会
における企業責任」を問うものであり、企業を取り締まる法律をつくることを
目的としていることだ。つまり、訴訟の勝ち負け以上に、訴訟を通して社会
の正義感覚を変える活動をしているのだ。雇用関係においても、ライフ
ワークバランスが大切、と考える人が増えたポスト・コロナでは、会社の便宜
や柔軟性を求めるクレームが増えていくだろう。
このように、「こんなことは米国だけ」という新しい法律問題が存在する米
国は、世界の法律最前線なのである。その最新の法律トレンドを見ていて
筆者が強く思うのは、米国では、今まで以上にEthical Leader（倫理的リー
ダー）の存在が必要、ということである。
米国の正義とは？
私は米国で30年生活をしてきて、米国の正義
は人によってつくられている、と感じる。良く言
えば、時代の流れとともに何が正しいのかを常
に問うことができる社会であり、悪く言えば、米
国の正義感覚は普遍的なものではない、という
こと。
私の大好きな作家である司馬遼太郎は、「米国は法によってできあがっ
た人工的な国家である」と『アメリカ素描』で語っている。人種、宗教など背
景が異なる人間が生活する米国には、ひとつのまとまった正義感覚が存
在しない。だからこそ、異なる文化・価値観を持つ人間が共同生活をして
いく上で、統一された正しさを持つために、米国には法律が必要となる。
他方、米国では、社会の正義感覚が変わると法律が簡単に変わってしま
うという現象がある。今年6月、中絶は憲法によって保護される女性の権利
であるという1973年以来の考えが、49年ぶりに覆されることとなった。この
連邦最高裁の判決を受けて、多くの州の法律が中絶を厳しく禁止する方
向に動いたが、まさにこの事件は、米国の法律が社会の正義感覚に影響
を受け、変わっていくことを示す良い例である。
企業リーダーとしてbeyond lawを意識する
不安定な正義感覚、それに応じて変化する米国の法律の在り方、それこ
そが、米国が訴訟大国になる原因のひとつとなる。米国において有効な予
防法務を構築する上では、法律だけを守っているのでは不十分なのだ。
米国の法律がStaticでない（流動的な）ことから、常に「今は合法だけど5年
後、10年後はどうなのか？」ということを考えなければならない。何ができる
かではなく、何をすべきかを見極めていく為に、普遍的な倫理観が求めら
れる。
図1は、リーダーのビジネスにおける意思決定プロセスを示すものであ
る。私は、ポスト・コロナでは人々の正義感覚のシフトが起きていて、今後

新しい法律の問題や訴訟の「形」ができると考えている。その中で、企業を
守る為に、リーダーが図1のプロセスができる・できないでは大きく異なる。
法律の解釈が定かではないグレーエリアはもちろん、法律的に問題がな
いとされる企業活動であっても、その活動が中長期的にステークホルダー
に与える影響を意識し、利益だけを追求するのではなく持続可能なビジネ
スを目指すことが求められる。この「beyond law（法律の枠を超えた倫理
観）」が、近年の米国でビジネスをしていくリーダーに求められるセンスなの
である。

▲図1

倫理観を促進する６つの段階とは？
では、企業リーダーに求められる倫理観はどのレベルなのか？米国の心
理学者コールバーグの道徳性発達理論によると、人が社会におけるルー
ルを守る理由には、3つの発達レベル（6段階で構成）がある（図2）。人はこ
の6つの段階のどこかに属していて、ルールを守る理由や意識は人によっ
て異なることを示す。初期レベルは道徳を語る以前の段階となり、①罰を
避けるためにルールを守る、または②自分が得をするならルールを守ると
いった、自己中心的な感覚でしかルールの存在を認識しない。このレベル
は、守るべきルールの意識が低く、その存在自体を見落とすことが多いこ
とから、法律トラブルに巻き込まれやすい。

▲図2
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レベル2は、社会におけるルールの存在意義を意識する段階に成長し
ていて、③まわりの空気を読みルールを守る、または④「善良であろう」と
いう感覚でルールを守るといった判断基準を持っている。守るべき法律の
存在には十分な意識が向けられているものの、ルールの目的や必要性ま
でには考えが及んでいない。レベル１よりは法律トラブルは避けられる
が、いざ訴訟に巻き込まれるとその理由・原因が理解できない傾向があ
る。
レベル3は、その人の内部から判断基準がうまれてくる段階で、社会に
おけるルールの目的を理解し、beyond lawの感覚で、倫理に則ってルー
ルを意識できる段階となる。そのため、⑤ルールは社会全体のウェルビー
イングを上げるものであり、そうでないルールは変えなければならないとい
う意識がある。また、⑥それぞれ人には異なる価値観があり、その違いを
理解しなければならず、異なる価値観を束ねるルールを作るには、人に
はEthicsが大事と考える。これがコールバーグの発達段階の最上レベル
となっている。このレベルに達すると、どのような法律問題があるかを認識
でき、トラブルに巻き込まれたときのダメージの最小化を事前に図れること
から、他の段階に属するリーダーよりも有効な予防法務ができているとい
える。
コールバーグの研究によると、この⑤や⑥まで到達する人は社会全体
の10〜15％にも満たないとされるが、この段階が、まさに企業リーダーに
求められるレベルなのだ。
米国でEthical Leaderを目指す
コールバーグの⑤や⑥といったEthical Leaderに達するには、企業の意
思決定プロセスに影響するEthicsにはどのような価値観があるのかを把握
しておく必要がある。日本語で倫理というと「自分がされて嫌なことは他人
にするな」と簡単に解釈してしまう傾向がある。しかし、このような定義で

駐妻のヒューストン日記
第215回

星加 圭 さん

2017年7月、ハリケーンハーヴィーが大きな爪痕を残したヒューストンに、
復旧第1号の飛行機で1歳半の娘を抱いて降り立ったのが私の駐在生活
の始まりだった。まだ信号機が停電している道路は地図上でもあちこち冠
水しており、見知らぬ土地での生活の始まりは、1ヶ月ぶりに夫に会った安
心感とフライトを終えた高揚感を超えて、余りある不安が漂っていた。
渡米して2週間、ようやく時差ボケも治り始めた頃に娘が熱を出した。子
供のことだから疲れに風邪が重なったかと思っていたが、特徴的な症状
で川崎病と診断されて大きな病院に移った。移送された病院には、診断
を下してくださった小児科医のように日本語に堪能な医師はおらず、こち
らが理解している体でナースは滔滔と説明していく。早口で専門用語だら
けの医療英語の中に放り込まれてしまった。
病室での付き添いに疲れ果て気分転換を求め、まだ自分のクレジット
カードも持っていない私は、夫に1ドル札を貰って病院一階の自動販売機
に行った。アメリカ生活に慣れた皆様のご想像の通り、1ドル札は壊れた
販売機に飲み込まれてしまった。うんともすんとも言わない販売機を前
に、丁度同じトラブルに見舞われた数ヶ月前の事を思い出す。故障の際
にはこちらと書かれた電話番号にかけると、オペレーターが丁寧に詫び、
後日自宅に書留が届いた。しかしそれができたのは、日本国内で日本語
だったから。英語で電話しようにも、まずはハロー、その後は？そもそも自
分の住所すら暗記していないのだ。

は、リーダーの意思決定の基準としては機能しない。米国においてリー
ダーが認識すべきEthicsは概ね6つ（Citizenship, Caring, Trustworthiness,
Respect, Responsibility, Fairness）に分けられ、「会社の行動が、この６つの
価値観を底上げするのか・しないのか」を見極めていくことがリーダーの責
任となる。
私は「法律を弁護士のものだけにするのは勿体ない」と言いたいのだが、
クライアントさんにこれを伝え切れていないことを反省している。本稿の
テーマであるEthicsは、予防法務に影響する話だけではなく、皆さんのリー
ダー力にも繋がるコンセプトなのである。
私は米国のリーダーとは、人を「inspireする（奮い立たせる）」ことができる
人だと考える。こうしたリーダーは異なる意見を調整し、説得力のある考え
を示すことができるが、これは人よりも成長したEthicsがあるからこそできる
技なのだ。そして、人よりも成長したEthicsを身につける最善の方法とは、
法律問題に触れることだ。正義感覚が不安定で法律が変わる、それによっ
て新しい法律問題が起きるといった米国以上に、「Ethicsとはなんぞや」を
学べる場所があるのだろうか？ 企業のリーダーの皆さんには、是非米国
にいる間に、コールバーグの道徳性発達理論の最終段階となる10〜15％
の感覚を磨いてもらいのである。
人をinspireし、強いリーダーシップを育てて、予防法務の最大の武器とし
てもらいたい。
※同講演会の動画及び資料は商工会ＨＰ会員専用ページにて期間限定で公開中
です。
内藤博久（準会員） 100年の歴史を有する米国の法律事務所Moses
& Singer LLPにて労働法、企業法務、知的財産権などを専門に扱う
ニューヨーク州・テキサス州弁護士。幅広いネットワークで米国の大手
法律事務所と提携し、日本企業の米国進出を多角的に支援。日本人
経営者を対象としたリーガルセンスを磨くセミナーを実施し、YouTubeの
配信なども行っている。
・Email：hnaito@mosessinger.com

・YouTubeチャンネル

・久ラジ

・US LEGAL AID FOR LEADERS ・ヘタウマ英語：第1回・第2回・第3回 ・個人ブログ

を濡らした。退院した娘とは家の中で過ごした。エレベーターの中で話し
かけられても、取り繕って逃げるように降りる。アパートメントに戻っても自
宅で起きた事をコンシェルジュに伝える術なく、電球は切れたままドアノブ
は外れたまま放っておいた。
ペーパードライバー歴10年を返上して夫に運転の練習に付き合ってもら
い、何とかI-10の下道を走れるようになった頃、家から3ブロック先の教会
にESLクラスがある事を知った。子供も預けられるし日本の人も多くいると
あって秋に重い腰を上げた。教会の中を所在無げに歩いている私に声を
かけてくださったのがたまたま夫と同じ会社の方の奥様で、その方の紹介
で年の近い子供のいる友達もできた。水面に浮かび上がって呼吸をした
ような心持ちだった。
病気も無事完治した娘を連れて近場の店を散策するようになると、私は
言いたい事を翻訳したスマホの画面をそのまま見せる図太さを手に入れ
た。ある程度の意思疎通ができれば、後はテキサンの親切さに乗っかって
何とかなってしまう。それを繰り返していると完璧に話さなければという焦
燥感は消えた。スモールトークも単語だけ聞き取れたら内容を推測して答
えたり、たまに相手に変な顔をされて失敗したなあと1人反省したり、毒虫
ザムザが変容した体でぎこちない這い回り方を覚えたように模索した。
こんな幕開けだったヒューストン生活も、あっという間に五年が過ぎた。
駐在仲間も増え改めて周りを見ると、それぞれに充実した生活を送ってい
る。ボランティア活動、勉強、新しい趣味、コレクション、楽しみ方はそれぞ
れだ。私自身も、クルーズや異文化の方々との交流などの楽しみも日本
にいたら踏み出せなかっただろうし、抱っこ紐に収まる乳児だった娘は
すっかりバイリンガル小学生になって毎日を楽しんでいる。私はこの、ほど
ほどに挑戦し、ほどほどに冒険する生活に概ね満足している。

グレゴール・ザムザは目が覚めると毒虫になっていたが、私は海を越え
たらそれまで自在に操っていた言葉を失ってしまった。ナースの投薬指示
を勘違いしたまま付添ベッドで眠って、夜中に間違いを られた後には枕
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会社紹介
Sanyo Special Steel U.S.A., Inc.
か ん き

や す む ね

正団体会員 神吉 保宗 さん
1．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。
親会社：
高清浄度鋼製造技術をベースに、市場から高い信頼を獲得する「高
信頼性鋼」を提供しています。主原料に鉄スクラップを使用し、環境に
優しい資源循環型の事業を展開しています。日本製鉄の子会社となり
ます。
・鋼材事業：軸受鋼(日本国内ではNo.1)、機械構造用鋼、ステンレス
鋼、耐熱鋼、工具鋼など
・金属粉末事業
・素形材事業：特殊鋼棒鋼、鋼管を素材とする素形材製品
当地現地法人：
ケンタッキー州に軸受業界向けに提供するリング加工会社(関連会社)
を通じ、高信頼性鋼を提供しています。
この輸入業務と米国市場調査を行っています。
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。
NYCから事務所を移転しました。TX州Houston市を選択した理由は、

会社紹介
け い す け

準会員 熊野 圭輔 さん
1．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。
弊社は2005年にニューヨークで設立され、IT・ビジネスコンサルティン
グ、システム開発、システムインテグレーション、情報セキュリティ、ITア
ウトソーシングのサービスを日本語、英語を含めた多国言語スタッフで
提供しています。近年では業務自動化ソリューションのRPA(Robotic
Process Automation)に力をいれており、大変多くのお客様から「仕事が
楽になった」とご好評をいただいております。
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。
暑いけど熱い！がテキサスだと思っています。5年程前にダラスに住
んでおりまして息子もダラス生まれのTexanなので、現在ニューヨークで

テキサス便利帳
無料配布中！！
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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。
学生時代、ヤマハのエレク
トーンを演奏していた経験が
あ り ま す 。 その 影 響な のか 、
1980-90年代のミュージシャン
のコンサートに行くことが好き
です。最も多く行ったコンサー
トはBilly Joelです。少なくとも
30回は行ったと思います。
Houston出身ではアカペラの
Pentatonixが 有 名 で す ね。機
会を見て、Houstonでも満喫し
たいと思います。

すが私の心は今でもTexanです。広い道、でかい車、特に優しい店員
が恋しいです。テキサスの人は皆とても温かく、子供にもフレンドリーで
大変住みやすかったな、とよく思い出します。

Mercury and Earth, LLC.
く ま の

親会社のメキシコ工場へNon-stopで飛行機移動が出来るためです。駐
在7年を超え、何度もHouston市には出張で足を運んでいましたが、住
んでみて初めてわかったことが一つあります。それは「全米の中でも運
転の仕方が粗い」ことです。方向指示器を出さないことは勿論のこと、
何車線を跨いで追い越しをしたり、隣の車線に入ろうとしても入れてく
れないことが多いように思います。東部や中西部での運転では経験し
たことがなく、驚きました。
しかし、人とのコミュニケーションは全く逆ですね。笑顔も多く、気軽に
声を掛けて頂けるので直ぐになじむことが出来ました。個人的には、住
むには東海岸よりもHouston市の方が住みやすいと感じています。運転
以外はですが。

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。
去年(2021年)よりゴルフを始めましてどっぷりハマっております。まだ
まだ下手ですが、是非ご一緒させていただければ幸いです。軽く自己
紹介をさせていただきますと、2016年にハワイに渡航し、その後転勤で
ダラス、シカゴ、ニューヨークと全米を転々と移住してきました。短期間
で引越しをした回数
は誰にも負けないと
自負しております。
前職のときは駐在で
したが、現在は現地
採 用 にな りア メ リ カ
に腰を据えようと
日々邁進しておりま
す 。30代 半 ば の 若
輩者ですが、どうぞ
よろしくお願いいた
します。

Y’s Publishing Co., Inc社様のご厚意により、三水会センターにてアトラン
タ・ノース＆サウスカロライナ・テネシー・アラバマ・テキサス便利帳20222023年度版（小売価格: 電子版$25/書籍$30）を送料の実費（$2）のみの
ご負担で無料配布しています。ヒューストンの情報はもちろん、運転免許試
験予想問題集なども掲載してありますので、どうぞご活用下さい。入手ご希
望の方は、三水会センター図書館にてお受け取りください。
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日本とアメリカのガソリンスタンド

204.2円だったと予測されています。
価格差の主な要因は、①製造コストおよび②税金です。①製造コストの
うち原油代は、国際商品であるために同じ銘柄である限り、どこで仕入れて
も価格は同じです。（ただし、ドル建て価格なので日本は為替が影響しま
す。）しかし、日本は、主に中東から20日程度かけて原油を輸入し、中小規
模の製油所でガソリンに精製するため、製造費が嵩みます。一方でアメリカ
は、今や世界一の原油生産国です。自国の原油を使って大規模製油所で
ガソリンを作るため、世界一競争力がある（コストが安い）と言われるくらいで
す。②税金は、日本ではガソリンの正味価格に石油石炭税・ガソリン税・消
費税が上乗せされ、小売価格の40%以上は税金となっています。アメリカ
のガソリンの税金は、価格の10%程度に過ぎません。
将来像

ENEOSサ－ビスステーション

ExxonMobilガスステーション

ここ、テキサス州・ヒューストンは、アメリカ、そして世界の石油産
業のメッカの一つです。世界一の民間石油会社であるエクソン
モービルをはじめ、数多くの石油会社・石油開発会社が活動して
います。今回は、石油事業の中でもみなさんに最も身近なガソリン
スタンドについて、日米の違いを中心に紹介します。
呼び名

従来、日本のエネルギーの中心は石油ですが、未来のエネルギーとし
ては水素が注目されています。水素は、使用時にCO₂を排出しない究極の
クリーンエネルギーです。そこで日本のSSは、水素自動車・燃料電池自動
車に水素を供給する水素ステーションへの転換を目指して試行を続けてい
ます。また、電気自動車向けの充電器の設置にも取り組んでいます。アメリ
カでは、テスラ（本社：テキサス州オースチン）によって電気自動車が急激
に増えています。自動車メーカーの同社自ら充電器ネットワーク構築に注
力していることもあり、充電器の設置は先行しています。（2021年時点で日
本：約29,000ヵ所、アメリカ：約114,000ヵ所）

日本では、ガソリンを給油する施設をガソリンスタンドと呼びますが、アメ
リカではガスステーションと呼ぶことはご存じのとおりです。
補足しますと、日本の石油業界では、ガソリンスタンドのことをサービスス
テーション（以下、SSといいます。）と呼んでいます。ガソリンだけでなく、洗
車・オイル交換・車検といった車に関するあらゆるサービスをお客様にご提
供したいと考えているからです。
店舗数

2020年 度 末 現 在 の 日 本 のSSは 全 国 に29,005ヵ 所 、 ア メ リ カ で は 約
110,000ヵ所です。（残念ながら、2013年以降は調査がなく正確な数字を確
認できません。）アメリカの広さは日本の約24倍ですが（日本：378千km²、
アメリカ：9,364千km²）、SS数では4倍以下にとどまっています。しかし、アメ
リカのSSが少ないわけでもなく、都市部には多くのSSがあります。代わりに
都市間では、全くSSのない地域も多くあります。

ENEOS水素ステーション

製品の種類

終わりに
日本のSSの多くは、ガソリン2種類（ハイオク・レギュラー）、軽油および灯
日米のSSについて紹介してきましたが、アメリカのSSで触れずに終われ
油を販売しています。アメリカでは、ガソリン3種類（プレミアム/スーパー・プ
ないのが、テキサス生まれのバッキーズ（Buc-ee’s、本社：テキサス州レイク
ラス・レギュラー）と軽油の販売が一般的です。日本の灯油は石油ストー
ジャクソン）です！バッキーズの巨大SSは、石油会社の人間でも驚きです。
ブ・ファンヒーター用であり、アメリカではこれらが使われないので売ってい
バッキー君（？）によるブランディング、世界最大のコンビニ・世界最長の洗
ません。
車レーン、米国で最もきれいなトイレなど、エネゴリ君と弊社は、まだまだ努
ガソリンの種類は、オクタン価という品質で決まります。ハイオク（＝ハイ・ 力しなければならないと痛感しました。
オクタン価）やプレミアムはオクタン価が高く、エンジンが燃焼しやすくなっ
ています。日本のハイオクは、清浄剤も配合してエンジンをきれいに保ち、
本来の能力を発揮し続けられるガソリンになっています。
給油の方法
1998年4月、規制緩和によって日本でセルフサービス式のSSが解禁され
ました。それまでは全てスタッフが給油するフルサービスSSでしたが、約20
年後、2020年度末のセルフSSは10,467ヵ所、全体の約36%を占めていま
す。アメリカでは、以前からほぼセルフSSです。1960年代の人手不足に
よって十分な人員を置けなくなり、セルフサービスが広がりました。

価格

Buc-ee’sガスステーション

2022年8月の日本のレギュラーガソリン価格は、1リットル169.5円（全国平
参考資料：ENEOS㈱『石油便覧』、石油連盟『今日の石油産業2021』、
均）でした。同時期のテキサス州のレギュラー価格は、1ガロン3.467ドル。1
経済産業省
資源エネルギー庁「燃料油価格激変緩和補助金」、EIA
ガロン＝3.785リットル、為替を1ドル＝135円とすると、1リットル約123.7円と
”U.S.
Regular
Gasoline
Prices”ほか
なり、差は約46円です。ただ、日本の価格は、政府による燃料油価格激変
緩和補助金（現在37.1円/リットル）によって抑制されたものです。本来なら
（ENEOS Americas Inc., Administration Group 栗原 崇）
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ヒューストンで安全に暮らす秘訣 ～子どもに関する安全対策
5月にテキサス州Uvaldeの小学校で悲惨な銃撃事件が起き、あらためて銃の携帯が法的に認められている街に住んでいることを認識された方も
多いのではないでしょうか。ヒューストンはとても暮らしやすく素敵な街で、子供を育てるにも素晴らしい環境が整っていますが、治安に関しては日本
とは少々異なる心構えが必要となる場合もあります。
6月号、7月号、8月号の安全対策特集に続いて、本稿では現地に20年以上滞在歴のある方々が常識として知っていること、また日頃から気をつけ
ている子供関連の治安情報をご紹介いたします。10月末には子供たちが楽しみにしているハロウィンもやって来ますので、この機会にバックナン
バーも併せて、ぜひご一読ください。
（編集部）
1. 子供だけで近所のプールや公園、公共のトイレなどに行かせない。
保護者は「子供から目を離さない」という姿勢が基本です。誘拐事件
は意外と身近なところでも起こっているので、小さいお子さんからティー
ンエイジャーに至るまで、それぞれの年齢層にあったレベルで子供を見
守る必要があります。日本の遊園地やデパートで「迷子のお知らせ」が
流れるような平和的な感覚で、当地で子育てをすることはお勧めしませ
ん。
近所のプールや公園、レストランやモールのトイレなどにも行くときも、
年齢を問わず保護者が同行するようにしましょう。また、子供が車を運転
できる年齢に達すると、運転が上達するまでは友人を同乗させない
ルールを設けたり、運転に慣れてきても行き先や友人の連絡先などを
都度確認し、時には携帯電話のGPSで居場所を確認することをお勧め
します。

“ヒューストンで子供を育てる際には、年齢を問わず保護者がしっかり
見守り、子供から目を離さないという姿勢が大切です。”
（ヒューストン滞在歴25年）
◆ ハロウィンのTrick-or-Treatingで気を付けること ◆
たとえ自宅の近所を回るときでも子供だけで行かせないこと、もらった
お菓子を確認せずに直ぐに口に入れさせないこと、玄関口の明かりを
消して不参加表明している家には立ち寄らない等のルールを教え、保
護者が見守ることが大切です。
一昔前に、ヒューストンではハロウィンのお菓子に毒を入れた事件が
実際に起こりましたので、メディアもハロウィンの時期になると必ず子供
がお菓子を食べる前に保護者が確認するよう注意喚起しています。

アメリカの秋のイベントといえば、ハロウィンですね。バックトゥースクー
ルが終わるとお店の売り場はハロウィンへ早変わり。まだ暑いのに「もう
ハロウィン？」と思われる方もいるでしょうが、家々の趣向を凝らしたハロ
ウィンデコレーションは目を楽しませてくれますね。今回は、10月31日の
当日を迎えるまでのさまざまなハロウィンの楽しみ方をご紹介します。
パンプキンパッチへ出かける
この時期のアメリカらしい風景といえ
ば、農家へカボチャを買いに行くパン
プキンパッチです。もちろんスーパー
マーケットでもかぼちゃは手に入ります
が、山積みされたかぼちゃの中から好
きなサイズや種類を選べるほか、子供
たちが楽しめるヘイライドやバウンスハウスといったアトラクションもあり、
ファミリーの行楽イベントとなっています。
「ジャック・オー・ランタン」作り
かぼちゃを手に入れたら、カービングにトライして
みましょう。カボチャのヘタ部分を切り、中の種をか
き出し、目、鼻、口などの形をくり抜いて、中にキャ
ンドルを灯します。包丁と大きめのスプーンでもでき
ますが、カービング用に道具のセットも販売されて
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また、1992年にルイジアナ州で日本人留学生（当時16歳）がハロウィ
ンパーティーの会場である家を間違え、訪れた家の庭先で不法侵入者
と間違えられて撃ち殺されるという痛ましい事件が起こりましたので、
ティーンも決して例外ではありません。
◆ 携帯電話に届くAMBER Alertってなに？ ◆
いきなり携帯電話のアラートが鳴り出したら AMEBER Alertだったと
い う 経 験 は あ り ま せ ん か。America's Missing: Broadcast Emergency
Response（頭文字でAMBER）は、子供の誘拐事件で一刻を争う時にコ
ミュニティーに情報提供の協力を呼び掛ける通知システムです。
このプログラムは、1996年にテキサス州でAmberという当時9歳の女の
子が自転車に乗って遊んでいる間に誘拐され惨殺された事件をきっか
けに始まり、全米に広がりました。このプログラムが始まって以来、2020
年には1000人目の子供が発見され救助われたという記録が発表されま
した。
2.子供に留守番をさせて外出したり、車内に子供だけ残さない。
子供の成熟度はそれぞれ異なるため、具体的に何歳以上なら一人で
お留守番させても良いなど年齢を記載した法律はありません。しかし、
子供だけ家や車内に残して保護者が不在にしていると、近所や周りの
人から育児放棄や監督不行き届きで通報される場合があります。
例えば、小さなお子さんがチャイルドシートでぐっすり眠っていると、つ
いつい子供を寝かせたままにして保護者が一瞬車から離れたりしたくな
りますが、くれぐれもご注意ください。日頃から信頼できるベビーシッ
ターを見つけておいたり、どなたか知り合いのお宅にお子さんを預けら
れる体制を作っておくことをお勧めします。

います。ただし、あまりハロウィンより前に作ってしまう
と、カボチャの腐敗がはじまるので注意です。
仮装の準備
定番コスチュームは、魔女やミイラ、ヒーローやプリ
ンセス系など。量販店でもコスチュームは売ってい
ますし、手作りも楽しいですね。学校でもハロウィン
の前に仮装パレードを行うので、お子さんと一緒に
好きなコスチュームやテーマを考えておきましょう。
いよいよ当日！トリックオアトリート
子供たちの楽しみは何と言ってもトリックオアトリー
ト。ご存知の方も多いと思いますが、家々を回る
ルールは、家の前に明かりがつ
いて いたらOKです。 仮装 して
「Trick or Treat」と言うと、キャン
ディをもらえます。キャンディを
入れておく袋やカゴもお忘れなく。ヒューストン中心
エリアでは、West University、Heightsといった住宅
地で盛んに行われています。必ず保護者が付き添
うなど、安全に注意してハロウィンを楽しみたいで
すね！ （編集委員 ファーガソンステガー仁美）

Gulf

Stream

Vol.47 No.12 September 2022

拡大版

「週末の過ごし方」

アウトドア入門編
うだるような夏も終わりに近づき、そろそろ屋外でも過ごしやすくなってきました。
ということで、今回はアウトドア活動について、計画、準備、実行の3段階に分けて紹介します。
計画・どこに行こうか
アウトドア活動と言っても内容は様々で、何をしたいかによって行き先も
変わってきます。文明の及ばない大自然を堪能するというのもアウトドア
の醍醐味ですが、初心者にはちょっとハードルが高いというのも事実。そ
こで今回オススメしたいのがState Parkです。その名の通り公園ですので
コンセントや水道もあり、共同のトイレやシャワーもあるので比較的軽い装
備で出かけることができます。
テキサスに数あるState Parkの中でも特にオススメなのがBrazos Bend
State Parkです。ヒューストンからも車で1時間かからないほど近くにありま
すがワニをはじめとする様々な動物を見ることができます。但しあまりに人
気スポットなので繁忙期はテントの場所の予約が何ヶ月も前から埋まって
しまうとか。日帰りなら予約不要なので最初は日帰りから始めるのがよさそ
うです。
逆にがっつり遠出して宿泊もしたいと
なるとBig Bend Ranch State ParkやPalo
Duro Canyon State Park, Caprock Canyons State Parkなどがあります。地図を
見てもらえば分かるようにヒューストンか
らはかなり遠く、都会の喧噪を離れ自然
と 触 れ 合 う の に は よ さ そ う で す。宿 泊
キャンプで特にオススメしたいのは
Caddo Lake State Park（写真上・右）。息
を呑む風景が魅力で、Swamp Tourを
逃す手はありません。この他テキサス州内のState ParkについてはOfficial
Guide to TEXAS STATE PARKS and Historic
Sitesなどのガイド本が参考になります。Amazonな
どオンラインでも購入できますが、この手の本は書
店で実際に手に取って中身を確認した方がハズレ
がなくて安全です。
上級者向けですがState Parkに限らずもっとガッツ
リ情報を集めたい場合はTexas HighwayやTexas
Parks & Wildelifeなどの月刊誌を定期購読すると
いう手もあります。
Webサイトではテキサス観光もご覧ください。

準備・行くまでに何をすればいい？
アウトドアとなればそれなりに道具を揃える必要があります。テキサスで
も春秋の夜明けは冷えますし宿泊キャンプをするなら寝袋やマットは必要
です。ただ冬でも寒さには限度があるので安いテントでも大丈夫。夏場だ
とハンモックという手がありますが背中から蚊に襲われたりするので虫除け
対策を忘れてはいけません。
その他、雨具を兼ねたウィンドブレーカーや日よけになる長袖のラッシュ
ガードなどがあると心強いです。日焼け止めクリームと虫除けも必携で
す。アウトドアとなると携帯の圏外になることも多いのでGPS付腕時計など
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で位置を把握できるようにしておくと安心です。
食事についてはどうでしょう。State Parkでは上述の通り、各テントサイト
にコンセントもあるので炊飯器を持ち込んでご飯を炊くこともできますが、
食材や飲み物を運ぶのにクーラーボックスは必携です。一方でメインの
キャンプご飯以外にビーフジャーキーやお菓子、カップ麺などの手軽に
食べられるものも準備しておきたいところです。夕食はガッツリお肉を焼く
として、帰途につく翌日の昼ご飯などはさっと済ませられるものがあると便
利です。また飲料用の缶クーラーも保温力が高く重宝します。
さて、こうしたキャンプ道具をどこで揃えたらいいでしょう。もちろん
AMAZONでも買えますが、実店舗で物を確認したい場合はAcademyや
Bass Pro Shop, Walmartで揃えられます。ちょっと高級志向の良いものと
なるとREIがオススメです。但しREIでは釣り道具は売っていませんのでご
注意ください。
物が揃ったら当日を待つばかりですが、お天気のチェックは欠かせませ
ん。カヤックなどの水場のレジャーを予定している場合は水量なども確認
しておきたいところです。またGoogle Mapなどを利用して駐車場の位置な
どを事前に確認しておくとよいでしょう。

実行・いざ当日
準備がしっかりできていれば後は現地へ行って楽しむだけなのですが、
大事なのは余裕をもって行動することです。週末などの限られた時間に
キャンプ旅行をするとなると、あれもこれもと詰め込みたくなりがちですが、
過密スケジュールはトラブルの元です。特にお子さんと一緒に行く場合に
は予定外のイベントにそなえて計画にフレキシビリティを持たせておきま
しょう。
それとクーラーボックスですが、保冷剤を入れずに500m1のお茶や水の
ペットボトルを凍らせてお肉やその他飲料と一緒に入れておくと効率的に
使うことができます。
テキサスは日本と比べて規制が緩いので、とにかくアウトドアを楽しむの
に向いています。またアメリカには日本では決して見ることのできない風
景がたくさんありますので、是非ヒューストンにいるうちにあちこち訪ねて
みてください。

キャンプ上級者への道
ここまで入門者向けとして主にState Parkでのキャンプを念頭に紹介して
きましたが、何度かキャンプを重ねるとState Parkでは物足らないと感じる
人も出てくるでしょう。ただ、State Park以外で注意しないといけないのが
土地の所有権です。テキサス州では誰も住んでいないように見える大自
然であっても実は誰かの所有地だったりします。トラブルを避けるためにも
計画段階でよく確認しておく必要があります。
そこをクリアすれば、あとは大自然を自由に楽しむことができます。釣り
をしたり写真を撮ったり、ビールを片手に読書をしたり。よりディープなアウ
トドアをぜひお楽しみください。（編集部 取材協力・写真提供 : 清水直樹）
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Vol.1 「ただいま！ヒューストン」
ガルフストリーム読者のみなさ
ま、こんにちは。東京で家庭犬
しつけインストラクターの仕事を
していました川原志津香と申し
ます。
今から7年も前になりますが、
夫の駐在に伴いヒューストンで
暮 ら し て い た2010年 か ら2015
年の間、ガルフストリームに隔
月で「ワン！ダフル ヒュースト
ン」という記事を書いていまし
た。今も商工会のホームページ
でバックナンバーを見ることが
できます。当時一緒に暮らして
いたコーギーのシャーリとベル
ジアン・タービュレンのヒューゴ
と一緒に体験した犬同伴イベン
トや犬に関係する話題を全28
▲筆者と愛犬オスカー
回の連載でお届けしました。
2015年に本帰国したため、連載は終了しましたが、今年1月に再び
ヒューストンに滞在する機会を得ましたので、愛犬オスカーとのテキサス
ライフをこの「ワン！モア ヒューストン」でご紹介していきたいと思いま
す。
初回は、オスカーがヒューストンに到着するまでのことをお話ししましょ
う。日本から犬を連れて引っ越すにあたり、まずアメリカへの犬の輸入に
ついて確認しました。米国農務省（USDA）のホームページを見ると、アメ
リカでは現在、狂犬病、スクリューワーム（ラセンウジバエ）、口蹄疫など
のリスクが高い国からの犬の輸入を厳しく制限しています。幸い日本はリ
スクが低い国とされているので、日本から犬を連れて入国することには問
題はありませんでした。
次に、テキサス州への犬の持ち込みについて調べました。テキサス州
保健局のホームページによると、生後12週齢以上の犬は狂犬病の予防
注射を受けていること、そしてテキサス州へ犬を連れて入るのがその狂
犬病予防注射の有効期間内であること、とありました。オスカーの場合
は、渡米時は7歳で、狂犬病の予防注射も打っていたので、テキサス州
に入るための条件も満たしていました。
次はフライトの手配です。飼い主が搭乗するフライトの予約の際に犬
のスペースも予約します。オスカーは機内持ち込みはできない大きさな
ので、受託手荷物として預けることになりました。犬のスペースの予約に
は、移動に使用するクレート（プラスチック製のハウス）の大きさや、犬の
体重とクレートを含めた重さなどを伝えます。前回の渡米時にも同様の
手続きだったので今回も事前に調べてスムーズに予約ができました。オ
スカーは普段から使っているバリケンネルという頑丈なクレートで移動す
ることにしました。
フライトが確保できたら、出発する空港の動物検疫所に連絡をしま
す。東京からの出発の場合、成田空港にも羽田空港にもそれぞれ動物
検疫所があるので、管轄の動物検疫所に出発前の検査の予約を入れま
す。出発当日に空港の動物検疫所で輸出証明書という書類を作成して
もらうのですが、手続きに不備がないように事前に必要書類を教えても
らったり、準備した書類を確認してもらったり、細やかに対応をしてもらえ
ます。後日の記録のために、動物検疫所との連絡は全てメールで行いま
した。
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川原志津香（家庭犬しつけインストラクター)

日本から海外へ行き、また
いずれ日本に帰る予定のあ
る方は、実は日本を出発する
前に狂犬病抗体価検査をす
ませておけば、帰国の手続き
がとてもスムーズになります。
詳しい手続きは動物検疫所
のホームページに書かれて
いますが、7年前にヒューゴと
帰国したときも事前にこの検
査を受けていたためスムーズ
でした。帰国が決まってから
では検査が間に合わない場
合もありますので、備えておく
のは本当にお勧めです。す
でにヒューストンで暮らしてい
▲成田空港にてチェックイン直前
る方でも、帰国に備えて検査
をしておくと安心です。オスカーもいずれ日本に帰国することを想定し
て、渡米前に狂犬病抗体価検査を受けることにしました。
必要書類を整え、出発2日前にかかりつけの獣医さんのところで健康
診断を受けて、出発当日の予約時刻に動物検疫所に赴きました。動物
検疫所では30分程度で書類の再確認、簡単な健康診断とマイクロチッ
プの確認をしてもらって無事に輸出証明書を発行してもらえました。
次はいよいよチェックインカウンターへ向かいます。スーツケースを預
けるときにオスカーもクレートに入ったまま計量され、厳重にネットをかけ
られて預かり荷物となりました。
フライト時間は約12時間。フライトアテンダントの方から、「無事にわん
ちゃんも積み込まれましたよ」とお声かけ頂いたもののやはり到着して顔
を見るまでは心配でした。ヒューストンの空港に到着し、Welcome to
Houstonという看板に感激するのもそこそこに、入国審査を受け、スーツ
ケースの受取り場へ。少し待っていると、スーツケースより先に、「この犬
の飼い主は〜？」と台車にクレートごと乗せられたオスカーが運ばれて
きました。不安そうにヒャンヒャンと鳴き声をあげるオスカーを見て、周り
の人たちが「長旅だったねえ」とねぎらってくれました。荷物検査は拍子
抜けするほど何もなく、「犬がいるのか、早く外に連れ出してトイレさせて
あげなさい」と軽く言われただけで、晴れてヒューストン入りすることがで
きました。
輸出書類に不備がな
いかといういつもの緊張
感に加え、コロナ禍で飛
行機のキャンセルや自
分 たち が コロナ 陽 性 に
なって出発できないと
いった事態がないか、な
ど、今回の移動はこれま
で以上に不安要素の多
い移動でした。でも、な
んとか無事に到着できま
した。あとは時間の限り、
▲厳重にネットを被せられて預けられました
テキサスライフを満喫す
るしかありません。
今後のオスカーとの冒険にどうぞご期待ください！
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教育コラム
現地校と受験準備の両立
いわゆる「帰国子女受験」の指導をしていることもあり、受験や学習に
ついてさまざまな相談を受けます。その中で今回は、高校生の「現地
校と受験勉強の両立」についてお話します。
ハイスクールになると現地校の課題も増大しますが、同時にTOEFL
やSAT、小論文などに向けての準備もしていかなければなりません。
そのあたりのバランスについてのお話です。
FAQ：むだを省くにはどうしたらいい？
「APやHonorsを選択して成績が下がるより、楽なクラスでAをとった方が
有利？」
「SATは一部の大学でしか必要ないからTOEFLに専念した方が得？」
「受験科目を絞り込むために、早めに進路を決めないといけない？」
生徒からも保護者からもよく出るこれらの質問、その背後には、できるだ
け「むだ」を省いて「効率的」に受験準備を進めたいという発想がうかがえ
ます。「やらなくていいこと」はできるだけやらずに済ませ、入試に向けて
「合目的的に」勉強をしていきたい。「教育関係者」からそういうアドバイス
を受けた、という話さえ耳にします。
しかし、長年、帰国子女受験に関わってきた経験を踏まえ、実はそう
いった一見「むだ」に見えることにも誠実に取り組んだ人こそ栄冠に近
い、ということをお伝えしたいと思います。
現地校の科目選択
確かにAPやHonorsのクラスを選択すると、負荷も高く、成績も低めに出
る可能性があります。しかし、少なくともいわゆる一流大学はGPA（評定
平均）だけを見ているわけではありませんし、何より難度の高いクラスで
奮闘したことによる学力の伸長や経験値の高まりが、実際の入試におい
ても大きな力となります。むろん結果はそのことを如実に示しています。

私の本棚

「ツバキ文具店」
小川糸 著

『ツバキ文具店』は代書屋という別の顔を持つ。店主である鳩子のもと
に色々な事情の依頼主が訪れる。その度に鳩子は、書くためのペンや
紙類を選び代書屋の仕事をする。先代からの教えを守り、小さな文具
店に訪れる依頼主とご近所さん達との関わりを描くこの本。舞台となっ
ている鎌倉の四季と共に鳩子の生活が描かれています。
鳩子さんは、依頼者の思いをペンや紙、切手にいたるまで考え手紙
を書きます。それぞれに意味があり、思いがある。私は代書屋という仕
事であっても、その心遣いに素直に素敵だなと思いました。そして、今
回文具店が舞台となっていて数多くの文房具が登場するのが、文房具
大好き人間の私としてはたまらなかったです。ペンと紙。手紙を書く上
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SATとTOEFL
TOEFLはほとんどの大学が出願時に要求し、スコアも数点刻みで合格
可能性を上げてくれます。一方SATは、難度がきわめて高いのに、スコ
アを必要とする大学は少なく、しかもかなり「まとまった点数」に達しないと
結局、帰国子女受験では使えない、というある意味、理不尽なテストで
す。
そこで「SATは捨ててTOEFLに専念」というようなアドバイスをする人が
出てくるらしいのですが、これも経験上、感心しません。というのは、SAT
に向けての学習には、「TOEFLの成績を大きく伸ばしてくれる」、「社会に
出て知的レベルの英語が求められた時の基礎になる」という二つの圧倒
的な利点があるからです。これもまた多くの事例に裏付けられています。
進路決定の時期
「受験科目を絞るために早めに進路を決定する」というのもあまり推奨で
きないアドバイスです。帰国子女受験は、文系は英語・小論文、理系は
英語・小論文・数学・理科です。学部による大きなブレはありません。例
えば文系なら、文学部も法学部も経済学部も商学部も社会学部もほぼ
同じです。
確かに文理での差は大きいですね。しかし、た
とえ最終的に文系に進路を絞り込んだとしても、
数学をやっていれば経済学部・経営学部などで
受けられる大学がグンと広がります。だから、話
をこと受験にかぎったとしても、数学がムダになる
可能性は低いのです。
まとめ
こうやって考えてくると、結局は愚直に努力することが受験でも成果を
上げる最良の手段だ、ということになってきます。両立はしんどいです。
でも、それを乗り越えた帰国子女が、これからの日本の社会のなかで果
たせる役割は非常に大きいと思っています。高校生のみなさんが、そんな気
概をもって米国での生活を存分に楽しんでくれること、期待しています。
（駿台ヒューストン校 大高 仁志）

で欠 かせな い物。アンテ ィーク の紙 が 出て きた り、文房 具好 きの聖 地
「伊東屋」の文具が出てきたり。その描写もまた、たまらなく好きでした。
最 近手 紙 を書 いた のは いつだ ろ う。ア メリカ に 来て か ら、メッ セ ージ
カードを書くようになったが、それ以外に書いたのは思い出せない。ほ
と ん ど、パソ コンや 携帯 でことを 済 ませて し まう 事 が多 く 字を 書 く 事 が
めっきり減った。決して上手では無い自分の字に自信がないし、文字
にする事が少し照れ臭い感じもする。でも、手紙はもらうと嬉しいもので
す。相手のことを思ってしたためる手紙には、書き手の思いが乗っかっ
て、デジタルのメールとは感じ方が全く違うと思います。文中に「生身の
人間の書く文字には単なる美しさではない味が加わる」という言葉があ
りました。手紙にはそれが最もよく現れる。「書き文字は、その人と共に
年を重ね老いてゆく」まさにその通りで、今の自分の書く文字も決して１
０代の頃と一緒では無いし、より味が増した年相応な文字になっている
のだと思います。文字を書く事が少なくなった今、たまには遠く離れた
家族や友達を思いながら手紙でも書いてみようと思います。
小川糸さんのこの作品。「キラキラ共和国」という
続編も出ています。小川さんの作品は出てくる食
べ物にも注目です。小川さんの書く食べ物は本当
に お 腹 が す き ま す（笑）ク ゥ ー！！美 味 し そ う！と
な る 食 べ 物 が 沢 山 出 て き ま す。他 の 作 品 で も 是
非、小川さんの世界を味わってみて下さい。
（編集委員 三野牧子）
出典 : 幻冬舎

9

今月号は松尾貴公先生から消化器外科がご専門の山下晃平先生にバトンが移りました。

第213回

胃癌の診断から治療-オペしか勝たん?
医師 (現MD Anderson Cancer Center研究員)
山下晃平

ステージングの2つめの因子が、リンパ節転移です。リンパ管は血管
とならぶように全身に分布していますが、ところどころで道の駅のような
構造があり、それをリンパ節と言います。癌はリンパ管を介してリンパ
節に転移しますので、そのリンパ節転移の個数に応じて段階分けが
なされます。リンパ節転移の診断は、主に先述した超音波内視鏡検
査やCTやPET-CTといった画像検査が用いられ、大きさや性状などか
らリンパ節転移の有無が診断されます。
3つめの因子が遠隔転移です。腫瘍部位ではない他の臓器に遠隔
転移がないかを診断します。画像検査ではCTやPET-CTが有用で
す。特に、胃癌では腹膜播種という特殊な転移様式があり、これらの
検査では判断がつかないため、審査腹腔鏡という手術を行い、直接
カメラをお腹の中に入れて観察するという方法がとられます。
続いて治療について話をすすめます。先述のステージングに基づ
いて治療が行われます。基本的には、遠隔臓器転移がなければ根治
(癌が完全に治ること)が治療目標となります。手術により原発巣ととも
に周辺のリンパ節を一括して切除すること(リンパ節郭清と言います)で
根治を目指します。一方で、遠隔臓器転移があれば、残念ながら根
治は難しいことが多く、抗がん剤治療や放射線治療により生命予後を
延ばすことが治療目標とされます。

皆さんこんにちは。昨年10月よりヒューストンに参りました熊本大学消
化器外科の山下晃平と申します。現在はMD1Anderson1Cancer CenterのGI Medical Oncologyに所属し、主に食道癌や胃癌をはじめとす
る上部消化管がんに関する研究を行っております。
突然ですが、皆様、「〇〇しか勝たん」という言葉をご存知でしょう
か？もとの語源は若者の間で自分のイチオシのアイドルメンバーを称
賛する「推ししか勝たん」というフレーズで、用途が拡大し、「〇〇が最
高」「〇〇に勝るものはない」といった意味で使うようです。最近の日本
語って難しいですね。今回は、主に胃癌について、診断から治療の
概要について述べ、この「オペ(手術)しか勝たん」について考えていき
たいと思います。
まず、最初の診断は主に上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)で行わ
れます。日本や韓国などの東アジアでは健診発見例が多く早期癌で
発見される例が半数以上ですが、米国などの西欧諸国では症状が出
てから検査を行うことが多く、結果として進行癌で見つかる頻度が多
いようです。上部消化管内視鏡検査では、癌を疑う病巣を見つけた場
合に、その一部を鉗子でつまんで腫瘍組織を採取します(生検)。その
組織は病理組織診断に提出され、病理専門医により癌の確定診断が
なされます。

癌が病理組織学的に確定診断されたら、次に行われるのがステー
ジングです。これは主に3つの因子からなされます。まず1つめの因子
が深達度です。簡単にいうと癌の大きさですが、少しニュアンスが異な
ります。食道、胃などの消化管は層構造になっており、通常の癌は表
層の粘膜部分から発生し、そこから深い層へと進展していきます。この
癌の深さを段階分けしたものが深達度です。診断には、以前は消化
管造影検査(バリウム検査)が用いられておりましたが、近年は上部消
化管内視鏡検査とともに超音波内視鏡を用いて癌の断面をとらえるこ
とで、より正確な深達度診断が可能となりました。
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さて、ここで冒頭のテーマに戻りたいと思います。早期癌が多いとい
う特徴を差し引いても、日本は手術手技が大変優れており手術成績も
優れていることが知られています。なにがなんでも、「手術しか勝たん」
なのでしょうか。実は最近の流れは少し違います。日本における臨床
試験で拡大手術(拡大リンパ節郭清や脾同時切除など)の有用性が否
定され、さらに臨床試験の結果をもとに、手術→術後補助療法という
戦略がとられるようになりました。一方、米国をはじめとする西欧諸国
では、周術期の化学療法や放射線治療を用いた集学的治療がメイン
ストリームとなっています。これを追随するように、日本においても、高
度のリンパ節転移を伴う症例では術前化学療法を行うことが検討され
てきております。また、近年では、たとえ遠隔転移があっても、抗がん
剤治療が奏功し転移巣がコントロールできたケースでは根治を目標と
した手術も行われるようになりました(conversion1surgeryと言います)。
さらに、免疫治療が新たな治療法として登場し、単剤や既存の抗癌剤
との組み合わせで有望な治療成績をあげています。特にある種類の
癌では、この免疫治療の効果が大きく、癌が消失し手術を行わずに
根治できる可能性も示唆されており、現在このような症例を対象に研
究を進めています。このように、日米での治療戦略の違いはあるもの
の、手術のみならず様々な治療法を組み合わせた集学的治療により
可能な限り根治性や生命予後を高める検討がなされております。

一昔前まで外科医は手術だけをやれればいいと言われていた時代
もありましたが、もはや時代は変わりました。手術に関する知識や手術
手技は前提条件として、その他の化学療法や放射線治療などについ
て最新の知見を学び、腫瘍内科医、放射線医、病理医などと意見交
換を行い、患者さんにとって最良の医療を提供することが使命である
と考えております。
次回は、昭和大学産婦人科の安井理先生です。大変丁寧でお優しい先
生で、最近ヒューストンに来られました。よろしくお願いいたします。
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食ぅすとん

ベーカリー編

ヒューストンにも最近はいろいろなベーカリーが出店しているようです。今回は編集委員お勧めのベーカリーと商品を特集してみました。（編集部）

ECK Bakery

Common Bond

85℃ Bakery Cafe

エッグタルトが、美味しいお店。
タルト生地は、クッキー生地ではなくパイ生
地でサクサクの食感です。1つ$1.75とリー
ズナブルなお値段なので、多めに買って
冷凍保存もあり。1つで満腹感が得られる
大き目のゴマ団子もおすすめです。支払
いは現金のみ。

ヒューストンにビストロからON-THE-GOまで8店
舗を構える高級ベーカリー？！
クロワッサンやクロワッサンサンドイッチはもちろ
ん で す が、KUGELHOPF（ク グ ロ フ）、KOUIGN
AMANN（クイニーアマン）も朝食やデザートに
お 試 し あ れ。お 勧 めポ イ ン トはも う 一 つ、箱 や
バッグがとてもおしゃれ！

皆様ご存じの台湾発祥のベーカリー、
ヒューストンにも4店舗を構えています。パ
ンやケーキなど多くの種類があります。中
でもおすすめは「Hokkaido Cheese Tart」、
日本の某有名チェーンのタルトに近いお
味。Mochi Egg Tartは中にお餅（求肥）が
入っていて一押し、Deluxe Chocolate
Mousseも是非！

Chez Kobayashi Pastries
ヒューストン日本人待望の日本人パティ
シエのベーカリー。日本的なショートケー
キやモンブランは是非。またキッシュやク
レープなど、カフェとしての利用もグッド！

▲KOUIGN AMANN

▲KUGELHOPF

La Tartine De Houston
三水会センター近くの隠れた（？）名店。バケットやクロワッサンなどのパンはもちろんケーキは
甘さ控えめで日本人の口に合うこと間違いなし。最近日本でも流行の兆しを見せているピスタチ
オ を 使 っ た ロ ー ル ケ ー キ、定 番 だ が 外 せ な い テ ィ ラ ミ ス は ぜ ひ お 試 し く だ さ い。
夜は少し高級なワインをたしなむレストラン、でも昼間は明るい店内でコーヒーとケーキなどで
ゆっくりと時間を過ごすのもいかがでしょうか。ランチのクレープやキッシュもお召し上がりあれ。

その他おすすめ

MAGNOL FRENCH BAKING
オーガニックのパン屋さん。Cannele De
Bordeaux（カヌレ）が一押し。
LA PLUME BAKERY & CAFÉ
*スタッフは随時募集中です。

最近オーナーが変わって昔からのフレン
チ ベ ー カ リ ー が 名 前 も お 店 も 一 新？！
ヒューストンでもミルクレープ。

pecan.asobo@gmail.com
10月13日（木） 10時, 10時30分
詳細は商工会ＨＰ、Facebookページ、
ヒューストンなびにてご確認ください。
止むをえず中止や予定変更になる場
合も同様です。
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houstonyomikikase@gmail.com
開催日は未定です。
商工会HPにてご確認ください。
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Texas Renaissance Festival
ノスタルジックな雰囲気ただよう秋のお祭り

秋めく青空のもと開催されるテキサスルネサンスフェスティバルでは、16世
紀のルネサンスなどの時代にタイムスリップしたかのような不思議な光景を
目にすることができます。
ゲートを潜るとその時代の衣装を着た多くの人々に遭遇します。それはま
るでシェイクスピアの世界に紛れ込んだ感覚を覚えます。ロミオとジュリエット
風のドレスや、十字軍の騎士風衣装を身に付けた人達、中にはピーターパ
ンや妖精のような衣装を纏った子供達もいます。スタッフのみならず、ゲスト
も自前の衣装を持参したり、あるいはチケット売り場の前や会場内にあるレン
タルショップで調達し、壮大なフェスティバルを盛り上げています。そこに立
ち並ぶ趣きある中世風の建物が更にルネサンスムードを高めています。
このお祭りは、アメリカに数多くあるルネサンスフェスティバルの中でも最
大のものであり、毎年50万人以上が国内外から訪れます。
場所はヒューストンから約50マイル北西に位置する70エーカーの広大な
敷地で行われ、秋になると8週間にわたって毎週末開催されます。週ごとに
テーマがあり、オクトーバーフェスト（Oktoberfest）はビールを楽しむドイツ発
祥のお祭り。オールハロウィン（All Hallows Eve）には衣装コンテストがあり

左： メリーゴーランドを楽しむ子供

右： 中世風の舞台で繰り広げられるショー

ます。ケルト族のクリスマス（Celtic Christmas）ではエルフやクリスマスの装
飾を楽しめます。また、野蛮人の侵略（Barbarian Invasion）の週末には海賊
の冒険を体験できます。会場の中では様々な楽しみ方があります。数百も
のショップ、20以上のステージやゲーム、お化け屋敷もあります。宝石の小
道でお散歩したり、手作り風のブランコや本物のポニーのメリーゴーランド、
大きな象にも乗れます。そんなアミューズメントに子供達も大興奮です。
観客を巻き込んだ一体感のあるマジックやダンスショーは非常に盛り上が
ります。お天気の良い日は夜になると花火もあります。気になる食べ物は、
ギリシャ料理やドイツ、ポーランド料理、ケイジャン料理などを味わうことがで
きて、家族で一日中楽しめるフェスティバルです。
ルネサンスといえば、その発祥の地イタリアが思い浮かぶのですが、なぜ
アメリカでルネサンス？とふと思いました。元々ヨーロッパからの移民が多い
アメリカに於いて、古き良き時代を懐古するイベントだったのでしょうか...。
哀愁の秋、セピア色の風景の中に奥深さや豊かさが垣間見える活気あふ
れるテキサスルネサンスフェスティバルを訪れてみては如何でしょうか。
（編集委員 富田 依子）

写真上： ルネサンス時代の衣装を身にまとう人々
右： 工芸品や雑貨、洋服などのお店

開催日:2022年10月8日～11月27日（土、日曜日のみ）&感謝祭の金曜日
時 間： 9:00 am～20:00 pm
入場料（指定日なし）:$40
指定日予約:$20～$29
※無料駐車場、予約駐車場ともにあり
住所: 21778 FM 1774, Todd Mission, Texas
電話: 800-458-3435

編 集 後 記
■Oct. 4-9
Disney’s Winnie the Pooh
@ The Hobby Center
みんな大好きくまのプーさんがミュージ
カルになりました。ご家族でお楽しみく
ださい。

■Oct. 18
Jeremy Denk plays Bach
@ The Menil Collection
美術館で聞くピアニストの生演奏には
格別な味わいがあります。曲目はバッ
ハの平均律クラヴィーア曲集第1巻で
す。

■Oct. 7-9
International Gem and Jewelry
Show @ NRG Center
目もくらむような宝石たちがヒューストン
に大集合。見るだけで満足という人に
はオススメのイベントですが、見てると
欲しくなっちゃうという人は財布の紐を
しっかり締めておいた方がいいかもし
れません。

■Oct. 21, 23, 29, Nov. 1,4, 6
La Traviata @ Brown Theater
イタリア語のタイトルを見ただけではピ
ンとこないかもしれませんが、『椿姫』と
言えば分かる人も多いはず。イタリアオ
ペラの巨匠ウェルディの名作が上演さ
れます。

■Oct. 8 – Nov. 27（毎週末）
Texas Renaissance Festival
本ページ上段でも紹介している通り、
秋になると出現する魔法の王国が今
年もやってきます。

■Oct. 22
Monster Jam @ NRG Stadium
スピードを競うだけがモータースポー
ツの醍醐味ではありません。巨大な
オフロードカーが暴れまくる、圧倒的
な迫力をお楽しみください。

日本では依然として感染者数も高止まりしているものの、最近は出張者
も増えてきました。当地の感染警戒レベルは3と低いままですが、隠れた感
染リスクは高いと思われますので、引き続き、感染対策に留意して、気を付
けて過ごしたいものです。先月号からもイベント紹介が増えてきております
が、主催者による感染対策は減ってきているようにも感じます。マスクを付
けるのは結構目立ちますが、十分な距離を取る、サニタイザーを携行する
など、状況に合わせて自己防衛をしたいと思います。
ようやく、ガソリン価格も落ち着いてきていますが、インフレ・円安が続い
ているなか、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
日本からの出張者と話していると、ホテル代などの滞在費も割高に感じ
ている様子。敬遠されない様、おもてなしを心掛けています。他方で、9月7
日からは、帰国に際してPCR検査による陰性証明も不要になるとのこと。帰
国のハードルが下がってきているのが救いです。
学校も始まり、交通渋滞も日常を取り戻してきました。今月号では、教育
やお子様の安全対策なども取り上げておりますので、ぜひ一度、ご参照く
ださい。
（編集委員長 稲田徳弘）
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/
発
行 ：
発行責任者 ：
編集委員長 ：
構成 ・ 編集 ：

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。
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