
 31日間におよぶ熱い戦いの末に第1回バーチャルウォーキ

ング大会が終了しました。初代チャンピオンの栄誉を手にし

たのは序盤からトップの座をキープし続けたみずほコズミック

ブルー。 

 5/9時点の6位からぐんぐんと順位を上げてきたウォークプラ

スは2位でフィニッシュ。終盤に猛烈な追い上げを見せたアス

トロズは表彰台に一歩届かず4位でした。 

 個人戦では9人が100万歩を超すなど異次元の戦いが繰り

広げられましたが、K80さんが並み居る猛者の追撃を振り切り

ゴールイン。また中盤にぐんぐんと順位を上げたAさんは

Akitoさんを追い抜き3位入賞を果たしました。 

 参加全チームの順位など本イベントの詳細については来月

号で特集しますのでお楽しみに！ 
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令和2年度（2020-2021） 5月度 商工会理事委員会 議事録 

会員限定 



 米国ではCOVIDワクチン接種が進み、5月11日時点で1億1千6百万

人、人口の35%の接種が完了しました。とにかく早く接種人数を増やすと

いう大義のために、国力を挙げて細かいところは気にせずに怒涛のごとく

進めるやり方は、極めてアメリカ的と感じたのは筆者だけではないと思い

ます。そのおかげで経済活動と日常生活がかなり元に戻ってきました。 
  
 そこでオフィスも再開となりますが、

ご存じの通りこの一年間で働く場所

に対するオフィスワーカーの考え方

は大きく変わりました。去年3月から

強制的にリモートワークとなり仕事を

何とかこなしていく中で、リモートワー

クの良さを多くの人が感じました。 
  

＜生産性が上がった！？＞ 
 リモートワークで生産性が上がった

と感じる社員が多いとよく報じられています。弊社でも社内サーベイをこ

の一年間で2回やりましたが、9割が生産性が上がったか変わらないと答

えています。“通勤時間”が30秒、おしゃべりな上司、同僚が席に立ち寄

ることもない、Web会議では予定終了時刻が来たら次に会議があれば

（あると言えば）、“Leave”をクリックして躊躇なく退席できる、といった環境

で、時間が効率的に使えていると皆が感じているわけです。実際仕事の

達成に大きな支障がでることもなく、やってみれば案外問題なくできるな

と会社も感じていると思われます。 
  

＜IT技術がリモートワークを可能にした＞ 
 もし10年前いや5年前のIT環境では、これほどスムーズにリモートワーク

対応はできなかったと思います。たとえば会社と自宅のデータ交信のセ

キュリティー確保にVPN回線が欠かせませんが、弊社がVPN回線数を全

員分手当てしたのは2017年のハリケーンハービーの後です。またWeb会

議もかなり浸透していましたが、その機能も現在ほど充実していませんで

した。 
  

＜リモートワークのメリットは？＞ 
 ・生産性が上がる。タスクが明確な仕事や目的が明確な会議の効率は 

  明らかに上がった。 

 ・Web会議はいつでも開催できる。以前からリモートであった地方都市 

  の社員とも遠近がなくなった。 

 ・リモートも可とすれば、採用の対象地域が広がり応募者が増えると思 

  われる。 

 ・社員は自分で時間をコントロールでき家族と過ごす時間が増えたこと 

  を喜んでいる。 

 ・また金銭的にもメリットがある（交通費、ベビーシッター費用など減） 
  

＜ではデメリットは？＞ 
 ・業務課題に集中する中で、縦割り組織志向が強まる。他の部署を気 

  にしない、協力しあうことに思いが至らない。 

 ・（私の感覚ですが）新しいアイディア、改善提案が少ない気がする。 

 ・社員同士が疎遠になる。Emotional connectionができにくい。  

 ・新入社員への教育、チームへ 

  の適合が難しい。 

 ・企業文化の形成やそれを拠り 

  所とする社員の行動規範の徹 

  底が難しい。 
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＜リモートワークへの対応は？＞ 
 オフィスワーカーの働く場所に関する常識は変わり、以前のように社員

が100％オフィスで働く会社は少なくなり、日によってオフィスとリモートを

使い分けるといったハイブリッドな勤務形態が主流になると言われていま

す。全員がオフィスにそろうことはない環境で、上記のリモートワークのデ

メリットをいかに克服していくか、いろいろ記事が出ていますが、私は以下

をやらなければと思っています。 

 まず、IT活用のレベルを上げることです。セキュリティーを確保しながら

積極的にIT投資を続け、同時に社員のITスキル向上を促進していきま

す。現在Web会議はマイクロソフトTeamsを主に、目的や相手によって

Webex、Zoomを使い、大人数の会合ではMuralなどのホワイトボードソフ

トや投票ソフトを加えるなどして、会議参加者の集中度と臨場感を高める

努力をしています。さらに皆がファシリテーションの力も付けて、効果的に

参加者に話しかける、働きかけることで、新しい考え、思いをもっと引き出

せればと思います。 
  
 また議題がない、あるいは話題を持ち寄って自由に話す“集まり”を招

集することも試行してみます。廊下ですれ違う、ランチルームで会うことと

同様の場面をバーチャルに作り出すわけです。だらだらとおしゃべりして

いる時に、新しい考えや業務改善の糸口が思いついたことはありません

か。そうしたいわゆる“Aha Moment”を生み出す場を作ることが目的で

す。また「昨日娘が自転車に乗れるようになった！」などの他愛のない会

話が、社員同士のつながり、信頼関係の基礎になっていると思っていま

す。 
  

＜やはり面と向かって話すのが一番！＞ 
 いろいろな努力を続けていきますが、やはり顔を合わせて会話する、議

論することが一番効果的なコミュニケーションと思います。 

 

 もやもやとした課題、先が見

通せない課題を解決する、異

なる意見が種々出ている中で

方向性をなんとか探るといっ

た場面があります。こうした際

は、皆がいろいろ考え喧々

諤々議論した上で、先に進め

るといったプロセスが大事で

す。Web会議でこれが完璧に

できればよいのですが、どうも

議論が浅い、コアの問題に思

い至っていないといったことを感じます。 
  
 また人事評価や人事管理上のセンシティブな問題なども、直接面と向

かって話したほうがよいでしょう。また新人教育も、先輩、同僚から面談で

教えてもらうことを通じて、ひとのつながりが早く出来上がります。新入社

員の中には、違う会社から来たので仕事に対する考え方、アプローチの

仕方が全く異なることがあります。早く違いを解消するために直接会って

話すことが効果的です。 
  
 このようなことを考えると、

面と向かって話すことが本当

に大事だと思ったら、いつで

もオフィスに皆に集まっても

らうことがよいでしょう。 
  
 新しい働き方の状況で、い

ろいろ試してみる必要があり

そうです。結果として、新しい

時代に向けた良い企業文

化を創ることができればと思

います。 

  

                   （文責： Kuraray America, Inc.  鈴木 一）  

▲人気のないオフィス 

▲誰もいないランチルーム 

▲おしゃべりがアイディアの源泉 

▲活発な意見のやり取りがイノベーションを生む 
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 宇宙航空研究開発機構（JAXA）の星出彰彦（ほしであきひこ）宇宙飛

行士が米国中部夏時間2021年4月23日午前4時49分、米国フロリダ州ケ

ネディ宇宙センター（KSC）からクルードラゴン宇宙船運用2号機（Crew-

2）に搭乗して宇宙へ打ち上がり、国際宇宙ステーション（ISS）での長期滞

在を開始しました。  
   

＜星出宇宙飛行士のこれまでの宇宙飛行＞ 
 星出宇宙飛行士が宇宙へ行くのは今回で3回目になります。 

 初回は2008年にスペースシャトル「ディスカバリー号」に搭乗してISSへ

向かい、約9日間のISS滞在中、「きぼう」日本実験棟の船内実験室・船内

保管室をISSへ取り付ける等の重要ミッション（1Jミッション）を成功させまし

た。 

 2回目は2012年にロシアのソユーズ宇宙船に搭乗し、ISSでの約4か月

にわたる長期滞在。その間ISSの外に設置されている機器の修理等を行

う3回の船外活動をはじめ、様々なミッションに取り組みました。 

 そして今回の3回目となる宇宙飛行では、野口聡一（のぐちそういち）宇

宙飛行士に引き続き、アメリカの民間企業であるSpaceX社の開発したク

ルードラゴン宇宙船に搭乗してISSへ向かい、日本人としては若田光一宇

宙飛行士に続いて2人目となる船長としてISSに滞在する他の宇宙飛行士

の指揮をとります。 
  

＜KSCでの打上げまで＞ 
 星出宇宙飛行士はISSでの長期滞在に向けて、ここヒューストンにある

ジョンソン宇宙センター（JSC）で訓練を続けてきました。打上げの約1週間

前にKSCに移動して、打上げリハーサルをするなど打上げ前の最終準備

に入りました。当初4月22日に打上げが予定されていましたが、天候の問

題で１日延期となりました。KSCに移動してからの星出宇宙飛行士はいつ

もの笑顔でリラックスした様子が伺えたので、JAXA関係者は安心して星

出宇宙飛行士の打上げを見守っていました。 

 4月23日の打上げは現地時間の早朝でしたので、星出宇宙飛行士たち

クルーは深夜に起床して宇宙船に乗り込むための準備を始めました。打

上げの3時間ほど前にKSC内にある滞在施設を出発してロケットのある打

上げ射点へと移動し、打上げの2時間前には宇宙船に乗り込み打上げの

時を待っていました。 

 そして、打上げの瞬間を迎えます。打上げは日の出前の時間帯でした

ので真っ暗闇の中でしたが、その瞬間はロケットの光が辺り一面を明るく

照らし、轟音とともにロケットがまっすぐ空へ打ち上がっていく様子は圧巻

でした。打上げを現場で見守っていた若田宇宙飛行士が自身のツイッ

ターで「これまで見たどんな打上げより美しく、とても幻想的な光景でした」

とつぶやくほど美しいものでした。 

 その後、約1日かけて宇宙空間を飛行したのちISSへ無事ドッキングし、

星出宇宙飛行士はISSでの長期滞在をスタートさせました。ISSでは野口

宇宙飛行士が待ち構えていたのですが、その様子はまたの機会にご紹

介します。 

 打上げやISSドッキングをご覧になっていない方はJAXA中継動画をぜ

ひご覧ください。 

 そして、星出宇宙飛行士のISS到着後1週間を待たずして、野口宇宙飛

行士は約168日間の宇宙滞在（ISSには約167日間）を終え、米国中部夏

時間2021年5月2日午前1時56分にフロリダ州のパナマシティー沖の海洋

上に無事帰還しました！（打上げから帰還まで、地球を2,688周した計算

になります。）回収されて間もなく、野口宇宙飛行士たちはヘリコプターと

飛行機によってテキサス州ヒューストンへ移動し、これまで宇宙仕様だっ

た身体を地球仕様に戻すためのリハビリを行っています。  

 さて、多くの方が野口

宇宙飛行士のミッション

を追われていたと思い

ますが、いかがでした

でしょうか？野口宇宙

飛行士による宇宙から

のYouTube、Twitterで

これまで知らなかった

宇宙のことをたくさん知

ることができたかと思い

ます。 

 しかし、この「多くの方

に宇宙のことを伝える」

という活動以外に、もっと多くのことも行ってきました。 

 例えば、地上の研究者に代わり、宇宙で地上のための研究や宇宙を知

るための研究、さらには将来人類が宇宙空間を活動の場とした場合に備

えた研究。これら宇宙で行った研究の結果については適宜地上へデータ

としてダウンリンクされたものや、実際に帰還時に持ち帰られたものがあり

ますが、その研究成果については今後、地上の研究者たちが更なる研究

を行い、研究論文などで紹介するとともに私達の生活を豊かにしてくれる

ことを期待したいと思います。 

 それ以外にもロボットアームでシグナス補給船を捕まえたり、宇宙ステー

ションを今後も長く使える様にアップグレードをするための船外活動（新型

太陽電池パネル取付用土台の設置）を行ったりと、沢山の作業を行って

きました。 
  

＜野口宇宙飛行士のミッショントリビア＞ 
 ちなみに、今回の野口宇宙飛行士ミッションでは様々な“初”がありまし

た。それらについて参考までにいくつか記載しておきますので、読みなが

ら“へぇ～”と思って頂き、お話のネタにして頂ければ幸いです。 

その① 今回のミッションでは、米国民間企業による運用初号機に搭乗し

た。 

その② アメリカ人以外でこの宇宙船に初めて乗ったのが野口宇宙飛行

士。 

その③ 今回のミッションで野口宇宙飛行士はスペースシャトル、ソユー

ズ、クルードラゴンという3種類の宇宙船に乗った初の日本人となった。3

種類の宇宙船に乗った宇宙飛行士は世界で4人（うち2人が野口・星出宇

宙飛行士）。 

その④ 野口宇宙飛行士は今回船外活動を行ったことで”2回の船外活動

の間隔が世界最長記録”のギネス記録保持者となった。（野口宇宙飛行

士が船外活動を行ったのは2005年8月3日以降、なんと、15年と214日ぶ

り。） 

その⑤ 1974年2月のスカイラブ以降、初めての着水による帰還となった。 

その⑥ 1968年12月のアポロ8号機以降、初めての夜間着水となった。 

 

 引き続き、ガルフストリームで

数回に掛けて日本人宇宙飛行

士の活動、JAXA職員の舞台裏

を紹介していきたいと思います

のでお楽しみに！ 

 

（文責： JAXAヒューストン 

           駐在員事務所） ▲ロケット打上げ射点へ移動する 

   星出宇宙飛行士（出典：JAXA） 

Crew-2打上げの様子（出典：JAXA） 

▲地球に帰還し回収船が到着した後の一枚 

  一番右が野口宇宙飛行士（出典：JAXA/NASA） 

▲船外活動におけるギネス記録の認定証と野口宇宙飛行士 

   （出典：JAXA/NASA） 

https://astro-mission.jaxa.jp/hoshide/report/210422-072768.html
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接種状況 
 回答者の92%が少なくとも1回はワクチンを接種済みで、接種したワク

チンのタイプは、Pfizer 51%、Moderna 36%、Johnson & Johnson 5%で

あった。  

 また、「接種無し」と回答した方（8%）のうち53%は近日中に接種予定

であった。「接種予定無し」の理由として、長期的な副作用の検証が行

われていないため様子見、日本に滞在中などが挙げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副反応と仕事や日常生活への影響 

 2回接種された方々の

場合、大半の方は2回目

接種後に出る副反応が

一番重かったと回答。発

熱等の症状に対し、各自

解熱剤で事後対応した

ケースが多いものの、医療

機関に受診するほどの症

状 が 出 た 人 は い な か っ

た。また、最後のワクチン

接種翌日に、大半の人は

仕事や日常に復帰可能で

あったことが見て取れる。 

これからワクチンを受ける人へのメッセージ 

・子供のいる家庭では、夫婦の接種日を別の日程にする。 

・2回目のワクチン接種の翌日は休暇を入れるか、休日前に接種する。 

・発熱対策の一つとして、解熱剤と飲料水の事前準備 

・2回目接種の際には、１回目に受け取ったvaccine record cardを忘れ 

 ずに持参。 

・“接種後は心の余裕、安心感がかなり高まります。自分の為だけでな 

 く、周りの人達への配慮として、一日でも早いワクチンの接種をお勧 

 めします。” 

・“ぜひ接種をお勧めします。人によって副反応の強さに差はあります 

 が、普通の日常を取り戻すために必要ですし、アメリカにいるからこ 

 そ早期に接種できます。これは大きなメリットだと思います。 ” 

・“ ワクチンの情報を得るのにとてもよかったのは「こびナビ」でした。正 

 確で最新の情報を得ることができ、副反応についてもあらかじめ起こ 

 りうる副反応を予習できたので、不安を感じませんでした。”  

 

新型コロナウィルスとワクチンに関する情報ソース 
 商工会では、新型コロナウイルスによるパンデミックに接し、会員の

皆様に役立つ情報をご提供できるよう、ガルフストリームやホームペー

ジを通して記事や体験記、アンケート結果等を掲載しておりますので、

せひご活用ください。 

 

・COVID-19オンライン勉強会（当地の日本人医療専門家からのアドバ

イス）の録画動画や資料 

・ワクチン接種アンケートのアンケートの結果詳細 

・新型コロナウイルス関連情報（検査機関情報など） 

・お助けマップ（ブログ） 

 テキサスでは、5月12日から新型コロナウイルスワクチンの接種対象が州内の12歳以上に拡大され、身近ですでに接種を終えた方々も徐々に増えて

まいりました。事務局では、今後の商工会活動再開の参考にもさせていただきたく、全会員ならびに関係者を対象に5月5日～18日にアンケートを実

施しました。5月号のワクチン接種体験記に引き続き、今回は5月18日時点でのワクチン接種状況について、アンケートの結果をご報告いたします。本

アンケートにご回答くださいました皆様には、改めましてご協力に深く感謝申し上げます。                               （編集部）  

アンケート回答者情報 （計215名） 

・性別： 男性 180名、女性35名 

・年齢層： 20代6名、30代72名、40代6３名、50代63名、60代11名 

・職業： 会社員195名、主婦16名、その他4名 

ワクチン接種 
接種無しの場合、 

近日中の接種予定の有無 

最後のワクチン接種後の翌日、 

仕事をしたり日常の生活を送ることが可能でしたか 

▲ドライブスルーでの接種 ▲ワクチン接種後のカードとステッカー 

一回目の接種後UTの会場に設

置された顔ハメで撮影。まだまだ表

情に余裕あり 

ワクチン接種後の副反応（198人中） 

https://covnavi.jp/
https://www.jbahouston.org/covid19part3
https://www.jbahoustongulfstream.com/covid-19
https://www.jbahouston.org/covid19news
https://www.jbahoustonotasukemap.com/
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 記録的豪雨でヒューストンを始めテキサス沿岸部に甚大な洪水被害を

もたらした2017年8月のハリケーン・ハービー（カテゴリー4）から、もうすぐ4

年になります。死者は107人、約3万人が避難し、住宅被害は4万8700

棟、ヒューストン市の約3分の1が浸水したとも言われています。昨年8月

にルイジアナ州に上陸して強風・高潮・停電の大被害をもたらしたハリ

ケーン・ローラ（カテゴリー4）がヒューストンに近づく可能性もありました。

また、昨年9月に上陸したトロピカル・ストーム・ベータは、予想外の大雨と

なり、ヒューストン各地で深刻な道路の冠水被害が発生しました。なお、テ

キサス州沿岸部へのハリケーン到来は8月から9月が最も多いとされてい

ますが、気候により5月や12月にも発生したこともあります。 

ハリケーン対策については日頃からの準備がとても重要です。万一に

備え、日頃から情報収集を行い、避難ルートや防災用品を確認しておき

ましょう。ハリケーンが近づき、注意報や警報が出たら、当局の指示に従

うほか、正確な情報の収集、物資の確保（最低1週間分）、避難に備えて

車のガソリンを満タンにするなどの対策を講じてください。 

総領事館のウェブサイトでは、ハリケーン対策マニュアルや情報収集

のための関係機関へのリンクなどを掲載しておりますので、一度ご確認く

ださい。そのほか、災害への準備については、ヒューストン市緊急対策室

のウェブサイトも参考になります。皆さんの職場などにおいても、ハリケー

ン対応マニュアルや安否確認のためのリストの再点検をお願いします。 

  項目 留意点等   項目 留意点等 

□ ◎飲水 通常一人当たり１日１ガロン１４日分を準備。 □ ○現金 カード・ATMが使えない場合あり。できるだけ小

額の現金を準備。 □ ◎衛生用水 トイレ、シャワー用。バスタブ等を利用して貯水。 

□ ◎食料 保存可能な食料を人数分×１４日分以上準備。 

【例】パン、各種缶詰（肉、野菜、フルーツ等）、

スープ類、ドライフルーツ、ナッツ類、ゼリー、飲

物、高カロリー食品、冷蔵を要さない野菜、調味

料等、火が不要な保存食 

□ ○衛生用品 【例】トイレットペーパー、ウエットティッシュ、石

鹸、消毒用アルコール、洗剤、生理用品、洗面

用品（歯ブラシ、シャンプー、洗顔用品等）、マ

スク、ふた付きバケツ、ごみ袋、ビニール袋等 

□ ◎懐中電灯 一人１つ準備が望ましい。予備電池を準備。 □ ○緊急時の持出

キット 

食料、飲み物、衛生用品に加えて現金、パス

ポート等貴重品類等を入れたバック（防水性が

望ましい）、救助、急遽退去命令が出された際

に携行。 

□ ◎ポリ袋 大きいものなら雨除けにも使えるし、水に濡らし

たくないものを入れておける。 

□ ◎携帯ラジオ等 携帯テレビも有用。予備電池を準備。 □ △コンパス 避難時に使用。 

□ ◎救急医療品 【例】各種サイズの絆創膏、安全ピン、ゴム手袋、

ガーゼ、三角巾、包帯、はさみ、ピンセット、針、

ウエットティッシュ、消毒剤、体温計等 

□ △ドライアイス 保存が効き、冷蔵に使用可能。 

□ △チューブテント 家が倒壊した場合、避難先等で利用可能。 

□ △処方箋 必要であれば、避難前に薬局等で処方箋を書

いてもらう。 □ ◎ガソリン 車のガソリンは常時３分の２以上入れておく。 

□ ◎携帯電話等 携帯電話、ポータブル式充電器（乾電池式）、

ソーラー式充電器 
□ △消火器 小型のものが望ましい。 

□ ◎重要文書一式 重要文書は直ぐに持ち出せるように準備。 

【例】旅券、保険証書、出生・結婚証明書等。 

その他 

（各ご家庭の事情に応

じて） 

赤ちゃん用の乳幼児用食品（ミルク等）、おむ

つ、赤ちゃん用の薬 

□ ○食器類等 箸、紙皿、紙コップ、プラスチック容器等。 

□ ○調理器具 携帯ガスコンロと燃料、缶切り、ナイフ等。 ペット用の水、食料、ケージ等。 

□ ○寝具等 寝袋、エアマット、毛布、タオル等。 【緊急連絡先】 

  

  

  

  

  

  

  

 

●在ヒューストン日本国総領事館 

TEL：713-652-2977  FAX：713-651-7822 

□ ○常備薬 使い慣れた薬（頭痛薬、風邪薬等） 

□ ○マッチ・ 

  ロウソク 

防水用の缶等で保管すること。 

□ ○各種手袋 軍手、厚手のゴム手、使い捨てゴム手（手が洗え

ないとき食べ物を扱う） 

□ ○工具 【例】ペンチ、テープ、アルミホイル、ソーイング

セット、スパナ、ペン、紙等 

□ ○衣類 着替え以外にも、予備の靴、長靴、雨具等も準備

しておくとよい。 

 テキサス州において最も注意すべき災害の一つにハリケーンがあります。

ハリケーン・シーズンは毎年6月から11月までの6か月間とされており、毎年

この時期にハリケーン情報の収集方法のチェック、ハリケーン時の対応マ

ニュアルの確認、ハリケーン対策グッズの準備などを行ってください。 

  アメリカ国立気象局の発表によれば、2020年は北大西洋で発生したトロピ

カル・ストーム以上の熱帯低気圧（アルファベット順に名前がつけられます）

は、合計30個で、過去最高の歴史的なハリケーン・シーズンとなりました。こ

のうち、米国本土に上陸したものは10個で、こちらも記録更新となりました。

このうち、「トロピカル・ストーム（風速39マイル～73マイル）」が17個、それよ

り強い「ハリケーン（風速74マイル以上）」は7個、非常に強い「メジャー・ハリ

ケーン（風速111マイル以上）」は6個でした。 

コロラド州立大学の2021年4月の発表によると、2021年のトロピカル・ス

トーム（風速39マイル以上）以上の熱帯低気圧の発生数は、例年（1981年

～2010年）の平均をやや上回る17個(平均12.1)と予測されています。そのう

ち8個（平均6.4）がハリケーン（風速74マイル以上）になり、更に4個（平均

2.7）がメジャー・ハリケーン（風速111マイル以上）にまで成長するとの予想

です。また、メジャー・ハリケーンが米国に上陸する可能性も69％と予想さ

れています。なお、この情報は4月時点での予測ですので、今後変化する

可能性があることをご承知おきください。 

ご家族の緊急連絡先をご記入ください。 

ハリケーン対策グッズ・リスト ※◎は必需品、○は可能であれば準備をお勧めするもの、△はあると便利なもの 
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目の付く所に貼って

有事に備えましょう。 

総領事館より安全情報発信 
～ハリケーンに備えて～ 

https://www.houston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_hh_joho.html
https://www.houstonoem.org/
https://www.houstonoem.org/
https://www.weather.gov/
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【給油】 
 ガソリンスタンドは長蛇の列。大型スーパー等会員制は比較的空いて

いる可能性あり。発電機をお持ちの方はその燃料もお忘れなく。 
 

【水・食料の確保】 
 売り切れ、閉店等あり。教会など避難所となっている場所での配給あ

り。長期停電（アイクの際は停電が数週間続いたケースも）となる可能性

あり。要冷凍冷蔵食品の取扱注意。 
 

【避難準備・経路】 
 オフィスから帰宅する経路の裏道確認。避難命令が出た際に、どの経

路でどこへ行くのかも事前に確認（避難時、目的地の安全確認も必要）。

冠水箇所多数あり。水深不明な場所への立ち入り回避。時には車を諦め

る勇気を。 
 

【デマ情報】 
 堤防決壊等のデマ情報流布により留守宅への空き巣狙いあり。情報の

真偽要確認。 
 

【風害（2008年アイク）】 
 建物のガラスの飛散や樹木などが根こそぎ飛ばされてしまう等の被害。

高い建物には近づかない、外出を避けるなど必要。 
 

【車の置き場所】 
 なるべく高台へ。アパート等出入り口が浸水し長期間出庫できないケー

スあり。複数台持ちであれば一台はオフィス駐車場を利用等も一考。 

体験からのアドバイス 
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 テキサスでの自然災害というと真っ先に挙げられるのはやはりハリケーンです。6月から11月までがそのシーズンとなりますが、ハリケーンまで発達せ

ずとも局地的な大雨等での家屋浸水、道路冠水、これらに伴う停電や断水被害も起こり得るため注意が必要です。過去の体験談を踏まえた役立つ

準備、対策・対応情報についてまとめましたので参考にしてください。 

 対策としては記憶にも新しい2月の大寒波時の対応が参考になります。但し、広範囲ながら停電・断水といった被害にとどまった寒波時と異なり、ハリ

ケーンの場合には局地的ながら洪水等水害や2007年のアイクの際の風害等もあり、時には生命の危険にさらされる甚大な被害に繋がることがある点

が大きく異なります。事前の準備に加え、情報へのアクセスとその情報共有を通じた助け合いが重要となってきます。 

大切なハリケーン用語 
 

 Tropical Depression（熱帯低気圧）→ Tropical Storm（熱帯暴風

雨）→ Hurricane （ハリケーン）の順に最大風速が強くなる。 

 Flash Flood Watch （洪水注意報）、さらに深刻な状況では、 

Flash Flood Warning（洪水警報）が出る。 

 Voluntary Evacuation （自主避難）、さらに深刻な状況では、

Mandatory Evacuation （強制避難）が発令される。 

2017年ハリケーン・ハービー体験記 
■ハリケーン前の準備状況 

 大きなハリケーンが来るとニュースで

発表されてから、店で水が売られてい

ると1-2ケースずつ買うようにしました。

ハリケーンが来る前日にCostcoへ買い

物に行くと、オープン前から駐車場は

いっぱいで、水を求める長蛇の列ができていました。事前に買っておい

てよかったと思いました。昼過ぎには、近所のスーパーやドラッグストア、

ホームセンターまでも水が売り切れていました。 

 ライフラインが止まっても食事が作れるように、カセットコンロとガス、お

米、缶詰スープやカップラーメン、レトルトカレー、フリーズドライスープ、

スパム、パン、お菓子など1-2週間分の食料を揃えておきました。また、停

電しても冷蔵庫の中身が腐らないように沢山の水を凍らせておきました。 

 その他、家族分の懐中電灯とヘッドライト、電池（単1-単4）を多めに用

意しました。車のガソリンは満タンにして、タイヤの空気を少し高めに入れ

ておきました。また、いつでも避難できるように、2-3日分の着替え、パス

ポート、日本のお金をボストンバッグに用意しました。 
 

■避難の状況など差支えない範囲で教えてください。 

 我が家は避難しませんでしたが、ご近所の方と外に集まり、「避難する

決断をいつするか」について随時話し合っていました。 
 

■そのほか体験談や、アドバイスなどご自由にお書きください。  

 日本人同士のグループLineや Next door 等で情報交換ができたこと

は、とても助けになりました。災害時は携帯電話が情報を得るためのとて

も大切な Life line になるので、車のエンジンから充電できる充電器を

持っていると良いと思います。 

 雨が上がり外の状況を見回っている時、二人組の男の人が行政を装

い、「ダムが決壊して、あと1時間後にここへ4ftの水が来るから逃げた方が

いい」とデマを流していました。幸い、Next door を使っている近所の方か

ら、「泥棒が浸水するデマを流している」という情報が入ったので事なきを

得ました。その後1時間経っても4ftの水は来ませんでした。 

(Katy地区在住) 

ワンポイントアドバイス 
 

■  居住区・避難経路の事前安全確認 

例：Flood Factor :Zip Code を入れると近辺の洪水リスクについて

表示され、詳しい地図で確認が可能 
 

■  過去のハリケーンの参考資料確認 

ハリケーン・アイク（2008年）ダウンタウン地区の風害大 

ハリケーン・ハービー（2017年）Bayou地区の水害大 

お役立ちアプリ 

近隣情報： Nextdoor 
 

アラート： AlertHouston（ヒューストン市） ReadyHarris（ハリス郡） 
 

交通状況： WAZE、HoustonTransStar 
 

T V& 新 聞：地元TVチャン ネル (KHOU11，CLICK2HOUSTONや

ABC13） 
 

新聞社:： Houston Chronicleのアプリ 
 

天 気 予 報：  Houston Chronicle（ 国 立 気 象 局 ） 、AccuWeather,、
National Hurricane Center(NHC) 

 

地元ラジオ: KUHF 88.7FM、KTRH  740 AM 
 

洪水情報: Harris County Flood Warning System 

  

商工会 安全・危機管理対策より 

※詳細については商工会ＨＰ 

https://floodfactor.com/
https://drive.google.com/file/d/1h684WZg-rQZP4KMilZPfpCStUWnW-ack/view?usp=sharing#page=5,6,7"
https://drive.google.com/file/d/1BKVS5QPVu8P0_KEvBCbD-iB8aYq_jitN/view?usp=sharing
https://nextdoor.com/#neighbors
https://houstonemergency.org/alerts/
https://member.everbridge.net/index/892807736729064#/signup
https://www.waze.com/ja/apps/
http://www.houstontranstar.org/
https://www.khou.com/
https://www.click2houston.com/
https://abc13.com/
https://www.houstonchronicle.com/
https://www.houstonchronicle.com/
https://www.accuweather.com/
http://www.nhc.noaa.gov/
https://www.houstonpublicmedia.org/news887/
https://ktrh.iheart.com/
https://www.harriscountyfws.org/
https://www.jbahouston.org/
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 毎年春のジャパン

フェスティバル開催

前に行っておりまし

た日本コミュニティー

ボランティアによる日

本庭園清掃を、2年

ぶりにハーマンパー

ク内日本庭園にて5

月8日、CDCガイドラ

インに基づき安全衛生に気をつけながら25人を上限として、日米協会主

催で行いました。 

 ハーマンパーク内にある日本庭園は、日米両国の友情のシンボルとし

て、両国の費用負担により、1992年に完工・開園されました。海部元総理

による揮毫、茶室、枯山水庭園を園内に配置し、ヒューストン近隣では数

少ない、日本の風情を感じる憩いの場として、四季折々の風景とともに、

多くの来訪者を迎えています。普段は、市外郭の公園管理団体と現地コ

ミュニティーのボランティアを中心に清掃活動が行われていますが、春と

秋の年2回、日本コミュニティーのボランティアによる清掃活動が行われ

ています。 

 4月に案内しました25名の枠はすぐに上限に達し、当日は総領事をは

じめ、商工会、日本人会、日米協会などからの関係者とご家族や今春に

赴任したばかりの駐在の方にも参加いただきました。当日は、ハーマン

パーク管理団体の指導により必要な箒や熊手などの道具がすべて用意

され、4人が6チームに分かれ雑草取り、落ち葉拾い、アザレア等の植樹

を行いました。天気に恵まれた比較的涼しかった朝方もお昼近くになる

と蒸し、通常より少ない人数のなかで担当範囲も広くそれぞれが集中し

て作業を行い、あっという間にお開きの11時となりました。 

 次回開催予定しています秋には、コロナ禍も落ち着きより多くの方が参

加できます事を願っておりま

す。いよいよ来年（2022年）は

30周年を迎えます日本庭園

に、是非とも皆様も、ヒュースト

ン御滞在中に日本庭園にお立

ち寄りください。 

(日本庭園・他団体対応特命理事 名川 譲） 

 

【佐々木望氏プロフィール】 

 アニメでは「幽☆遊☆白書」浦飯幽助、「AKIRA」鉄雄、「銀河

英雄伝説」ユリアンなど、多くの作品で主要キャラクターを演じる。

アニメのほか海外ドラマの吹替、イベント出演、ライブ活動をはじ

め、近年は舞台朗読、オーディオブック、ナレーション、公演プロ

デュースなどにも活躍の場を広げている。英語検定一級、全国

通訳案内士国家資格（英語）を持つ。2013年には大学入試セン

ター試験を経て一般入試で東京大学（文科一類）に合格。声優の仕事の傍ら通学

し、休学期間を挟みながら、2020年3月、東京大学法学部を卒業。 

昨年度、ヒューストン補習校では、「どこにいても繋がれる」というリモート

環境の最大の利点を生かし、日本にいる方による講演会を3回開催しまし

た。今年度も、引き続きリモートでのスタートとなりましたので、この利点を生

かした活動をしていきたいと考えています。その第一弾として、5月8日(土)

夜7時から、声優の佐々木望氏のキャリア講演会を開催しました。 

 佐々木氏は、ベテランの声優として海外にも多くのファンを持っていらっ

しゃいますが、2013年に一般入試で東京大学に合格し、2020年3月に法

学部を卒業された、言わば、現地校との両立に励む補習校生徒の大人

バージョンです。今回は、40代で大学に入り、お仕事と勉強を両立させて

いった経験を中心にお話をしていただきました。 

広島出身の佐々木氏は、高校卒業後、上京してアルバイトをしていまし

たが、声優プロダクションのオーディションに合格したことをきっかけに、声

優のお仕事を始め、次々といろいろなアニメ作品に出演されてキャリアを積

まれました。声優も大学も「流れのままここまで来た」と、おっしゃっていまし

たが、機会を逃さず、その機会をとらえた後に続けた工夫と努力を楽しん

できたことが、自然体で話される様子からにじみ出ていました。 

予定の時間を大きく超えてお話しいただいた後、参加した生徒たちから

の質問も受けてくださいました。アニメ関係の質問や、「もし、最初のオー

ディションに合格していなかったら、今何をしていますか？」という難しい質

問まで出てきましたが、丁寧にわかりやすくお答えくださいました。 

質疑応答のあと、生徒を代表し、高等部2年の福永悠道君から御礼の

言葉が述べられ、最後に井手校長先生から総評をいただき、1時間半の講

演会を終了しました。 

補習校の児童生徒たちが、時間の使い方や進学・進路についての大き

なヒントをいただけたことはもちろんですが、大人にとっても「まだまだこれ

から何かやれるのではないか」と、背中を押されるメッセージの詰まった濃

い時間となりました。     （文責：ヒューストン補習校中学部 佐藤暁子） 

日本庭園清掃ボランティア 

声優・佐々木望氏によるキャリア講演会の開催  

「声優として、大学生として」
～勉強は終わらない～ 

 

●「高校時代は、特になりたいものや就きたい職業もなく、東京に行って

何かを見つけたい一心でした。知り合いに誘われるままに声優のオー

ディションを受け、流れのままにここまで来ました。ただ、小さいころから

本を読むのが好きで、英語も好きで自分で勉強していました。」 

 本をたくさん読んできたことが、受験勉強の基礎になったに違いない！ 

●「英語検定の1級を取ったことで、前から憧れていたプチ留学を40代で

実現させました。3週間だけでしたが、ホストマザーが40代で大学に

戻った話を聞いて、自分でもやってみたいと思ったのです。日本では

あまり例が多くないようですが、大学を調べたら年齢制限はないことが

わかりました。それが大学受験のきっかけです。」 

アメリカで復学は珍しくない。行く気になれば日本でも可能である！ 

●「自分の仕事と睡眠や食事なんかの、どうしてもやらなければいけない

時間を除いて、空いている時間に勉強しました。仕事のある日は2〜3

時間くらいでしたが、休日は丸一日勉強したこともありました。 

 勉強時間は、工夫して作るもの！ 

●「法学は言葉を厳密に扱い論理的に考える学問です。声優と法学

部って対極にあるように思われますが、法学を学ぶことで、セリフの背

景やその意味や、使われている言葉の必然性をそれまで以上に考え

るようになりました。それによって、自分の演じ方も変わってきたと思い

ます。始めは自分がやっていることの意味に気付かなくても、やってい

る途中や終わってから気付くことってたくさんあります。」 

 一見関係ない事でも、どこかで必ず役に立つ！ 

●「法学の授業は、はじめの2年間は日本語なのに何を言っているか全

くわかりませんでした。でも、粘って続けているうちに、いつの間にか少

しずつ分かるようになっていきました。」 

 粘り強く続けることで、道が開ける！ 

●「大学を卒業したからって、そこで勉強が終わりになるわけじゃない。こ

れからも自分がやりたい勉強を楽しく続けていきます。」 

 大学に行くだけが勉強ではない。自分で好きなことを続けていけばよい！ 

佐々木望 名言集2021 
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ここに載せられなかった写真はテキサス観光をご覧ください。テキサス観光はさらに見やすく新しくなりました！アリゲーターガー興味ある人は連絡待ってます。 

    今流行りのソロキャンをヒューストンでしたら 
        巨大古代魚アリゲーターガーの泳ぐトリニティーリバー、 ヒューストンから1時間 http://www.texaskankou.com/                                

清水直樹 （清水歯科医院）  

 僕は本を読みたくなったり、酒を飲みたくなったら、川に行く。今、

一人カヤックの上、冷たいビールを飲んでいる。他に見渡す限りだ

れもいない。携帯のサービスもとぎれとぎれ。自由だ。水面には怪

魚アリゲーターガーが思いだしたように大きな水しぶきを上げ、はね

ている。時おり小さい魚たちが、何かに追われてジャンプする。4月

の終わりだが日差しはきつく暑い。岸辺ではワニや巨大すっぽ

んが日光浴、巨大なサギやカワセミが飛び、燕の群れも水面

近くを乱舞している。時おり日本ではすでに絶滅したトキの群れが

当然のように飛んでくる。まるで時空に忘れられた川に迷い込んだ

みたいだ。ここはヒューストンからたったの1時間。巨大古代魚アリ

ゲーターガーの生息するTrinity Riverだ。今回はソロカヤックで

Lake Livingstonから下り、途中アリゲーターガーを釣り、川辺で

キャンプして翌日にI-59につく予定だ。 

 川の魅力はと聞かれれば、自然が残り、あまり人がいず、自由なことだ。日本

屈指のカヌーイストでありノンフィクション作家の野田知佑氏もたびたび著作の

中で述べている。彼はそういうきれいで、遊べる日本の川が好きだったのだ

が、次第にコンクリートで固められ、ダムが作られ、「泳ぐな危険」の立て札に

幻滅して、カナダのユーコン川に旅立つ。そこでは自由と手付かずの自然が

残っていた。ただ唯一残念なのは夏でも泳ぐのには冷たすぎることらしい。実

はそれらをほぼすべて網羅しているのは、カナダより南のテキサスなどの川で

はないか。ついこの前アーカンソーのバッファローリバーを子供と下っていて

思った。バッファローリバー(2019年 4月号参照)に至ってはここと違い水も澄ん

で、潜って魚が見える。ただ1時間で行ける範囲で、週末で楽しめ、さらに怪

魚まで釣れるとなると、このトリニティーリバー、急に夢の川になるではないか。 

 流れが緩く、アリゲーターガーが水面ではねているところを見つけ、アンカー

を打ち、コイのぶつ切りを針にくくり付けて、カヤックから投げる。急にリールが

ジーという音を立て、すごい勢いで回っていく。アリゲーターガーだ。コイをく

わえて川下に泳いでいき、時々はねる。もう気分はアマゾン川探検隊。アリ

ゲーターガーの口はかたく、ここで引いても針がかからない。5分、10分と待

つ。そのうちガーが上流に泳ぐ方向を変えるとチャンスだ、。だがその前に急

にぷつっと糸の張りがなくなり、ウキが浮くことがほとんどだ。 

 何回か逃げられた後、また一つの竿にヒット。糸がどんどん川下に流れてい

く。さらに予備にカヤックのすぐ横に落とした方も糸が出ていく。ゆっくりなので

流木か、しかし急に上流に動く。ただそのまま止まっているので、ほっておき下

流にものすごい速さで引いている本命の方を待つが、ぷつんと引きがなくな

る。予備の方は上流と言ってもカヤックから3mくらいのところで動かない。思

いっきり引いてみる、ズーンという感じの手ごたえ。もしかしたら？リールを巻く

と魚の動きが伝わってくる。とにかく魚がかかってる。しかもかなり大きい。する

と次の瞬間カヤックのすぐ横でアリゲーターガーのワニのような顔が水面に突

き出て、すぐ身をくねらせてジャンプ。きたー！という感じ、自分がものすごくう

れしそうな笑い顔をしてるのがわかる。ガーはカヤックの下へ。釣り竿ごと沼に

引きずり込まれそうになる。今度は反対側に泳ぎ、カヤックはアンカーごと、引

きずられ始める。少しずつカヤックを岸の方に移動させ、引っ張るようにして、

ガーを岸につける。8か月前からトライしていたガーである。触ると魚のようにヌ

ルヌルしている。うろこはかたいがおなかは結構柔らかい。噛みついてくるかと

思ったがそういうことはなく、抱えると首を振って体当たりという感じ。念願の写

真を撮りたいが、周りには例によって鳥しかいない。何とか写真を撮る。針を外

し逃がすころには、なんか愛着もわいてきて、彼も悠々と川に帰っていく感じ

で、後姿を見てると、ありがとうという感じになる。VRでない、こういう実体験は

大切なんだ。 

 あまりの感激にこのまま一気に帰ろうかと思ったけど、川の途中でテントを張

り、夜はカエルの大合唱、朝は鳥のさえずりを楽しみ、ゆっくりと川に流され次

の日に帰りつきました。この川は、ちょっとしたアドベンチャー物のテレビドキュ

メンタリーが作れるレベルです。こんなアマゾン川巨大魚ツアーみたいなの

が、1時間ほどで楽しめるヒューストンはすごいですね。  

 Covid-19対策で、人とあまり会わずに楽しめるところをたくさん見つけたの

で、また書きます。こう書くと遊んでばかりと思われそうですが、アメリカ審美歯

科学会でのスマイルアートのコンテストで、患者さんを始め皆さまの投票のお

かげで、優勝しました。応援ありがとうございました。 

http://www.texaskankou.com/
https://www.wedesignyoursmile.com/
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前回の今西正樹先生から分子細胞生物学がご専門の米澤大志先生にバトンが移りました。 

1 はじめに 

初めまして、今年の4月よりベイラー医科

大学 分子細胞生物学分野にて研究員

生活をスタートさせました米澤 大志と申

します。ヒューストンに来て間もないです

が、今回投稿させて頂きます。現在所属

している研究室では、エピジェネティクス 

(DNAの配列変化によらない遺伝子発現

を制御するシステムおよびその学問領

域) を軸に、エピジェネティクスの細かい

分子メカニズムやエピジェネティクス異常

が原因だと考えられる疾患に着目して研

究をしております (エピジェネティクスに

関しては、荒川達彦先生が投稿された第 

179回 “エピジェネティクスについて”をご

覧ください)。 私が何故この研究に従事

する事にしたかと言うと、私自身高校生の時に、エピジェネティクスが深く

関連する病気、骨髄異形成症候群 (MDS: myelodysplastic syndromes) 

に罹患した事が主な原因です。 

2 骨髄異形成症候群 

 骨髄異形成症候群は、造血幹細胞 (赤血球、白血球、血小板等を作る

基の細胞) に異常をきたすことで、赤血球、白血球、血小板等を上手く

作れなくなり、赤血球異常による貧血、白血球異常による感染症および

血小板異常による止血異常が現れたりします。一部の患者さんでは急性

骨髄性白血病に移行する場合もあります。また、骨髄異形成症候群の患

者さんでは、エピジェネティクス関連遺伝子の異常が見られることから、

エピジェネティクスと関連が深いと考えられており、これまで多くの研究が

なされています。そのような疾患に、自分は高校一年生の冬に罹患しま

した。それまでは、高校では親元を離れて野球留学をしていました。一

年生の正月の帰省で地元に帰った際、鼻血が1時間弱止まらなくなり、こ

れはおかしいと思い近所の救急病院で検査したところ、血球に異常があ

ると診断され即入院をしました。これが自分と骨髄異形成症候群との出

会いでした。 

3 患者としての自分 

 血液に異常が見つかり、その後精密検査をしたところ骨髄異形成症候

群と診断されました。その時は、急に絶望の淵へと落とされた気持ちと親

への申し訳なさが込み上げて涙したことを鮮明に覚えています。その後

治療法に関して当初入院していた病院の先生に相談したところ、この疾

患は主に高齢者で多いため、今までに16歳の患者は受け持った事がな

いと言われ、セカンドオピニオンを受けることを強く進められました。そん

な中、高校野球を一緒にやっていた同級生のお母さんが小児科の看護

師をしていて相談に乗ってもらい、小児の骨髄異形成症候群で著名な、

小児血液内科の先生を紹介して頂きました。この小児科の先生にセカン

ドオピニオンを受け現状を細かく相談したところ、小児科は基本的に15

歳くらいまでの方が受診しますが、年齢的にも症例的にも小児の病態に

近いはずなのでこちらで任せてくださいとおっしゃって頂き、小児血液内

科の先生の下で治療を受けることに決まりました。また、骨髄移植を受け

ることが完治には必要だった為、骨髄移植を受けられるドナーを探そうと

した際、幸いすぐに妹の造血幹細胞が移植可能であることが分かりまし

た。その後は造血幹細胞を移植する為に抗がん剤治療で自分の血球細

胞を殺し、妹の造血幹細胞を移植しました。骨髄移植は無事成功して、

約半年の入院生活で退院をして無事学生生活に復帰する事ができまし

た。命の恩人である妹には感謝しても仕切れません。 

4 研究との出会い 

  退院後は、野球留学をしていた高校に戻ることも考えましたが、通院

や経過観察中に再度病状が悪くなることも考えて、親元から通える高校

に転入学することにしました。そこで、今まで野球ばかりでまともに勉強を

してこなかったつけが回り、勉強についていくので精一杯でした。月日は

あっという間に流れ、進路選択を迫られた時に病気になった経緯から、

漠然と医療従事者になりたいと思い大学を調べ始めました。その後、浪

人を経て薬学部に入学しました。入学当初は、薬剤師や製薬会社の営

業職等を検討していました。もともと、大学の研究とは縁の遠い人生を歩

んでいたことから、研究者になり研究を仕事にすることは考えもしません

でした。 (研究室という存在も知りませんでした、、、、、、、) 。ですが、学

部3年生のころに実習で分子生物学を主に研究する研究室に配属され

て、初めて研究という物に触れました。そこで初めて研究の面白さに触

れ、さらにはのめり込むようになって行きました。また、その頃から自分は

なぜ骨髄異形成症候群とうい病気になったのだろうと漠然と考え、研究

を通して知りたいとも思うようになって行きました。そこで進路を一転さ

せ、大学院に進学をして血液疾患や血液を構成する分子メカニズムの

研究を始めました。そこでは上手くいかないことも多々ありましたが、解ら

なかったことを解き明かす研究という仕事にさらに魅力を感じ、研究者と

しての生活する事を決めました。最近ですが、今年 (2021年) 3月に博士

号の取得および大学院を卒業して、研究者としての一歩を今年の4月か

ら歩んでおります。 

5 研究者としての自分 

 これまで話してきたように、自分は患者として骨髄異形成症候群という

病気に罹患して、今現在、研究者として骨髄異形成症候群を始めとする

疾患の原因を追求する研究をしています。また、自分自身患者として辛

い抗がん剤治療や骨髄移植を経験しました。今後は、そのような治療を

受ける人がなるべく減っていくように、新たな治療法の開発やゆくゆく

は、癌そのものを予防できるような世界に少しでも貢献できるよう、これか

ら一患者として研究生活に励んで行こうと思います。今回は、最新の医

療情報や研究成果等の話ではありませんでしたが、テキサスメディカル

センター最前線で今後活躍できるように頑張って行こうと思います。テキ

サスメディカルセンター最前線で活躍されている方々を始めとする全て

の皆様、これからどうぞよろしくお願い致します。 

第198回  患者としての研究  

医科学博士 （ベイラー医科大学 博士 研究員）  

米澤大志  

次回は、ベイラー医科大学で Assistant Professorをされている山本 慎也先

生です。自分は既往歴があり、アメリカの健康保険に加入する際も慎重に

選ぶ必要がありました。そんな時、山本先生は保険加入に際して色々とサ

ポートして頂いた恩人のひとりであります。また、山本先生は一研究者とし

て独立され自分自身の研究室も構えており、憧れの存在でもあると同時に

目標にする先輩であります。  



活なテキサスとは共通点を感じないのですが、実はフォー

トワース出身です。経歴をみると学生時代をNYで過

ごし、多くの作品はヨーロッパで執筆されたので、テキ

サス色を感じなくて当たり前なのかもしれません。 

 今回久しぶりに映画も改めて観たのですが、新鮮な発見があり、こちら

もとても楽しめました。まず何といっても「太陽がいっぱい」のアラン・ドロ

ン。空前絶後の美形です。陰を秘めた表情と主題曲とが相まってなんと

もメランコリックな風情が漂います。一方、「リプリー」は、主人公が男性に

惹かれる個性を持つことをより明確に表現し、最後そのことで苦境に立た

される描写がスリリングです。イタリアの美しい情景も見事に描かれてい

ます。二つの映画は結末が異なることもあり、まるで全く関係の無い二本

の映画のように楽しめます。読書はちょっと苦手、という方はぜひ映画

を！ 

 原作本に話を戻すと、映画では表現しきれない主人公の心情を極めて

細やかに捉えており、場面場面がまるで自分の事のように感じられます。

なぜこの現代においても本が廃れず楽しまれているのか、その理由が良

く分かる一冊だと思います。一文が短く比較的平易な英語で書かれてい

るのもお薦めの理由の一つです。 

 「想像力と数百円」（これが分かる方は同じ年代

ですね。笑）。コロナ渦の制約のおかげで、読書

は最高のエンターテイメントの一つである、と改め

て感じた次第です。 

 米国は足元でコロナを克服しつつあります。そろ

そろ書を捨て町に出たい！ですね。 
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第200回 甲斐容子  さん 

駐妻のヒューストン日記 

 2019年夏から通算2年になる私のヒューストン生活は、今年に入って自

由に出掛けることができた期間より、家に篭る期間の方が長くなってしま

いました。家で出来ることは限られるので自然と日本出国時に購入した

Kindleの出番が増えることに。頑張って洋書も読んでいます。 

 ただKindleを手にして思うのは、本はその重みを感じ紙をめくる感触も

含めて楽しみたい、そして願わくば本屋さんや図書館など多くの本に囲

まれ、自分と同様に本の世界を楽しみに来た本好きが集う静謐な環境で

楽しみたい、この独特の感性を満たすべく、最近はヒューストンの感染者

数を睨みつつ、アップタウン近郊の人気の少ない本屋を探索していま

す。私のお気に入りはBarnes&NobleのTown & Country Village店。併設

カフェのテラスにもテーブルが設置され明るい日差しも楽しめます。 

 そして最近見つけたオススメ本がPatricia Highsmithの「The Talented 

Mr. Ripley」です。ジャンルは“クライム・サスペンス”、でしょうか。映画好

きの方はご存知かもしれませんが、マット・デイモン

主演「リプリー」の原作本です。ある程度ご年配の方

であれば、アラン・ドロン主演の「太陽がいっぱい」の

原作とお伝えした方が通じるかもしれません。 

 いつものBarnes&Noble入口近くに平積みにされ

おり、1955年に出版されたこの古い本が何故今頃？

と思いきや、テキサスにゆかりのある作家特集のコー

ナーだったようです。Highsmithは人間の不安感や

危うい感情を緻密に描き出す作風で、開放的で快
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＜営業情報＞ 
Children’s Museum Houston 
 @ 1500 Binz St, 

 コロナ禍で長らく休館していた子供のための博物館が、今月から営業再開

しています。遊んで学べる子供の王国です。 
  
Mercer Botanic Gardens 
 @ 22306 Aldine Westfield Road, Humble 

 ヒューストン北東部に素敵な植物園があるのをご存知でしたか？ トレイル

コースもあってウォーキングも楽しめます。 
  
■営業中～Sep. 6 
Palm Beach at Moody Garden 
 @ Seven Hope Blvd. Galveston 

 夏と言えばやっぱりプールですよね。ガルベストンにあるリゾートでは夏季限

定でプールがオープンしています。 

＜イベント情報＞ 

■July 8～11 
Anime Matsuri 2021 
 @ George R. Brown Convention Center 

 アニメに代表される日本のポップカルチャーはアメリカでも大人気です。過去

には4万人のファンが集ったという大イベント。OTAKUの熱気を感じてくださ

い。 
  
■July 17～18 
Comicpalooza 
 @ George R. Brown Convention Center 

 こちらはアメリカンポップカルチャーの祭典です。コミックやゲームなど幅広く

扱っています。 
  
＜展覧会情報＞ 

■June 27～Sep. 6 
Three Centuries of American Art 
 @ The Museum of Fine Arts, Houston 

 ヒューストンの美術蒐集家Fayez S. Sarofim氏の個人コレクションから200点を

超す名品が公開されます。印象派から現代美術まで広がる多様な美をお楽し

みください。 

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 
 

 

 独立記念日ホリデーに伴い三水会

センター(図書館、商工会事務局)は下

記日程で休館になります。なお、休館

に伴い図書返却日も一部変更されま

す。 

 

◇休館期間: 2021年7月5日(月) 

      ～7月10日(土) 

◇貸出変更： 2021年6月22日（火） 

         ～6月26日（土） 

※3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、商工会ホームぺー

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いたしま

す。 

編 集 後 記  

 2020年2月よりガルフストリーム編集ボランティア、レイアウトチームに参加させて頂きました。 

 主人の駐在で渡米したのが2019年6月。少しずつアメリカ生活にも慣れてきた2020年1月、年が明け心機一転何か新しいこ

とを始めたいな。と思っていた時に、ガルフストリーム編集委員募集の記事が目に止まりました。“毎月主人が会社から持ち

帰り、楽しく読んでいるガルフストリーム”“経験は必要なし” “家で作業できる” “お友達もできるかも” その時、私はこれ

だ！と思いすぐに応募しました。 

 初心者の私にも分かりやすく説明・ご指導していただき、レイアウトチームの皆様は勿論のこと、他の編集委員の皆様にも

色々と助けて頂きながら、毎月出来上がるのを楽しみにしておりました。編集作業という仕事をするのは初めてで、沢山ご迷

惑をお掛けしたと思いますが、微力ながらも本誌の発行に携わることができ、大変貴重な経験となりました。 

 5月号を持ちまして、編集ボランティアの参加は最後となりました。この場をお借りしてお世話になりました編集委員の皆様

に心よりお礼を申し上げます。ありがとうございました。これからは一読者として、ガルフストリームを応援して参ります。                                    

                                                                                                                                   （元編集委員 益田佳奈） 
  

 益田さんには、即戦力としてレイアウトの取りまとめもご担当頂き、編集作業に大きく貢献して頂きました。特にコロナ禍で、

“例年通り”の記事・レイアウトと違って、様々な新しい試みの記事に対応するのは大変だったことかと思います。これからも応

援して頂けるとの事、より良い紙面をお届けできるよう、編集委員一同も頑張っていきたいと思います。        （編集部）  

 

 2018年9月号よりガルフストリームの編集委員長を務めさせて頂きましたが、5月末に帰任する事となりました。 振り返ると

あっという間で、何をすれば良いのかも分からずに編集委員会でお誕生日席に座らせられた日が、最近のように思われま

す。記事においては、アンケートを通じて読者の方々から記事の要望を伺ったり、ガルフストリームの電子化に関する意見を

頂いたり、コロナ禍では新型コロナに関連する情報を発信し、商工会のイベントが次々と中止を余儀なくされる中では理事委

員の皆様にご協力を頂いて記事の執筆をして頂くなど、様々な変化の中で、楽しくガルフストリームの編集に携わらせて頂き

ました。 

 読者の方々が読まれる姿を想像し、ボランティアの編集委員の皆様にリードして頂きながら過ごしてきた3年弱の期間でし

た。今後も毎月のガルフストリームを、日本で楽しく読ませて頂きます。                 （編集委員長 松澤進一） 
  

 この度、「ガルフストリーム」の編集委員長として着任致しました稲田徳弘です。 

 何とか役目を果たしたいと考えておりますが、身に余る大役のため、商工会会員の皆様、編集委員の皆様のお力をお借り

したく、どうぞよろしくお願い致します。 

 着任したばかりで生活基盤を整えているところ、ヒューストン生活の把握のために、私自身がガルフ誌を活用させて頂いて

おります。特にコロナ関連の情報は、まだワクチンも接種していない私にとってはとても参考になりましたし、バーチャル

ウォークイベントの特集は楽しく読ませて頂きました。トレイル情報などを拝見すると、ヒューストンはすごく良い環境のようで

す。赴任のこの機会に、しっかり体を動かして健康を維持したいと思います。 

 歴代の編集委員長の実績に恥じない誌面を作っていきたいと思いますので、皆様のご指導、何卒よろしくお願いいたしま

す。                                                        （新編集委員長 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/ 

 

◎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 
 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。 

・あそぼーかい 
 mama.asobokai@gmail.com 

・読み聞かせの会 
houstonyomikikase@gmail.com 

 

 オンラインあそぼ―かい、オンライン

読み聞かせの会の開催日は、商工

会ホームページでお知らせします。 

※スタッフは随時募集中です。ご興
味のある方は気軽に上記メールアド
レスまでご連絡ください。 
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https://www.cmhouston.org/
https://www.hcp4.net/parks/mercer/
https://www.moodygardens.com/attractions/palmbeach/
https://2020.animematsuri.com/
https://www.comicpalooza.com/
https://www.mfah.org/exhibitions/three-centuries-american-art-masterpieces-sarofim-collection
https://www.jbahouston.org/
https://www.jbahouston.org/
mailto:sansuikai@jbahouston.org
https://www.jbahoustongulfstream.com/
mailto:mama.asobokai@gmail.com
mailto:houstonyomikikase@gmail.com
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