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コロナ禍を乗り越え、期待溢れる年に

2022年をポストコロナ元年に

ヒューストン日本商工会会長
米州住友商事会社

ヒューストン日本商工会名誉会長
在ヒューストン日本国総領事

川上篤樹

新年あけましておめでとうございます。謹んで新春の
お慶びを申し上げます。
平素より当商工会の活動にご支援ご協力を賜り、この
場をお借りして、改めて心より感謝申し上げます。
昨年は残念ながらコロナ禍が継続した一年ではありましたが、一方で、ワク
チン接種も普及し、皆様の日常生活や経済活動にも、徐々に回復の兆しが見
え始めたのではないかと存じます。
当商工会でも、数多くの対面でのイベントの中止を余儀なくされました。一方
で、関係者の皆様方の創意工夫により、それに代わるいくつかのWebinarの
開催や、バーチャルウォーキングイベントなどを盛況のうちに開催出来ました
ことは、特筆に値するのではと存じます。
また、2月には大寒波にも遭遇し、災害対策への備えについて改めて考えさ
せられました。なお、この寒波に関しては当商工会で、会員の皆様による募金
を通じ合計27,000ドルの寄付をHouston Harris County Winter Storm Relief
Fundに実施し、Houston市長、Harris County長官からも謝意の表明を頂きまし
た。ご協力頂いた企業及び個人の皆様方にはこの場をお借りして 改めて御
礼申し上げます。
スポーツ界では、東京オリンピック・パラリンピックが開催されました。また、ゴ
ルフの松山英樹選手のマスターズ優勝、メジャーリーグでの大谷翔平選手の
大活躍等、多くの勇気や感動をもらった年でもありました。本年は、北京での
冬季オリンピックやカタールでのFIFAワールドカップ等も予定されており、新
たなドラマを期待したいと思います。
さて、今年 令和四年の干支である壬寅（みずのえ・とら）は陽気を孕（はら）
み、春の胎動を助けると言われ、冬が厳しいほど春の芽吹きは生命力に溢
れ、華々しく生まれる年になるとされています。当商工会でも、従来他団体の
方々と協力しながら開催してきたジャパンフェスティバル、ソフトボール大会、
ピクニック、テキサス六者交流会、古本市、ビジネスセミナー、ゴルフ会などの
イベントを、何とか今年こそは対面での開催にこぎつけたいと考えています。
コロナ禍の収束については昨年11月末の新変異株の出現などもあり、中々
見通すのが難しい状況ではありますが、皆様にとって新年が充実した素晴ら
しい年になる事をお祈りしつつ、年頭の挨拶とさせて戴きます。
令和四年 正月吉日

村林弘文

新年あけましておめでとうございます。
昨年11月下旬に着任いたしました在ヒューストン総
領事の村林弘文（むらばやしひろふみ）と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。
私は、これまでアメリカ東海岸と西海岸の総領事館に勤務したことはあります
が、南部は初めての勤務となります。
近年、アメリカ経済の重心が東海岸や西海岸からこの地域に移ってきてお
り、人口も増えてきております。また、テキサス州の在留邦人数・進出日本企
業数もこの数年で大きく増加しております。このように米国において政治・社
会的にも経済的にも非常に重要になっており、日本との関係も深くなってきて
いる地域を管轄することを大変光栄に思い、やりがいを感じております。
ヒューストン地域では、商工会の皆様をはじめとする在留邦人の方々が、親
日的な地元の方々やさまざまな関係団体と連携して、日本関連行事や姉妹
都市交流を活発に進められてきていることに敬意を表します。ここ1、2年は、コ
ロナ禍により活動が制約されたものと思いますが、今年こそコロナ禍が落ち着
いて、こうした市民・自治体間の交流や各種文化交流がふたたび活性化され
ることを願っております。
特に本2022年は、ヒューストン市と千葉市の姉妹都市提携50周年にあたりま
す。ヒューストンへの赴任に先立ち、千葉市の神谷俊一市長、そして昨春まで
長年にわたり千葉市長を務められた熊谷俊人千葉県知事にご挨拶する機会
をいただきましたが、ともにヒューストンとの50周年を盛り上げていくことで一致
しました。また、着任直後にご挨拶したシルベスター・ターナー・ヒューストン市
長も50周年の節目に訪日を実現したいと強く語っておられました。総領事館と
しても、こうした交流の推進に協力していきたいと考えております。
これから在ヒューストン総領事としての業務を遂行するにあたり、商工会の皆
様のご支援をいただけますようお願い申し上げますとともに、新年における皆
様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
令和四年 正月吉日

▲12月度理事委員会 ハイブリット形式にて開催 ： ZOOM参加者(左）、対面参加者(右）
目 1…新年のご挨拶
2…理事委員会議事録
次
3…エネルギーで読み解くテキサス州

4…宇宙セミナー
5…データでみるヒューストン
6…コロナウイルス

7…COVID-19感染者アンケート
8…寒波に備えて・日本庭園清掃
9…駐妻日記・ピーカンキッズ

10…テキサスメディカル
11…ヒューストンでゴルフ・クリスマス会＆落語
12…へたうま英語・Houston Walker・編集後記

令和3年度（2021-2022）12月度 商工会理事委員会 議事録

会員限定

2

Gulf

Stream

Vol.47 No.4 January 2022

今回のパンデミックが始まった2020年初頭からこれまでの2年足らずの間
に、以前は想像もできなかったようなことがテキサス州のエネルギー分野
では続いて起こりました。
2020年4月のマイナス油価、2021年2月の大寒波襲来時のガス価格急騰
と長期の停電、9月にはハリケーンニコラスによる停電。
普段の暮らしでそれほど意識せずに使っているエネルギー、今回はこの
エネルギーを切り口にテキサスのことを少し探っています。
1. エネルギー全体
州全体のエネルギー消費量（2019年）で見るとテキサス州は全米トップ
（14,227兆Btu（英国熱量単位））。 2位のカリフォルニア州のおよそ1.8倍
で、全米消費量の約15%という大きさです。一方、テキサス州の経済規模
（GDP、2019年）は全米2位（1兆7640億ドル）と巨大ですので、GDP1ドル
あたりのエネルギー消費量に直すと全米15位と中位になります。ちなみに
GDP1ドルあたりのエネルギー消費量（2019年）は1位がルイジアナ州で、
以下ワイオミング州、ノースダコタ州の順。
もしテキサス州を国だと見ると、エネルギー消費量は世界で6位（1位か
ら、中国、米国、インド、ロシア、日本の順）。人口が4倍以上の日本の消費
量の9割で、カナダやドイツなどの先進国より多くエネルギーを使っていま
す。
米国および世界のエネルギー消費

エネルギーの用途ですが、アメリカ全体で見ると発電用が約4割でトップ
です。但し、国土が広大で長距離送電に伴うロスが大きいため、実際に顧
客のところに届くのはその3分の1ほどになります。
2. 電気
電力消費はテキサス州が全米トップ（426,863GWh）です。 これは、標準
的な規模の原子力発電所およそ50基が1年間休みなく動き続けて発電す
る量にほぼ相当します。
ところで皆さん、テキサスって電気代が安いと感じられたことはありません
か？ 州ごとの平均小売電力価格を調べてみると、全米平均1キロワット時
あたり10.6セントに対して、テキサス州は8.4セント。全米でトップ10に入る
安さです。（ちなみに平均小売価格が安いのは、ルイジアナ州、アイダホ
州、オクラホマ州の順）
テキサス州 の電源 構成（発 電電力量 ベース）です が、 ガスが5割超
（53％）で次が風力の20％、その後石炭（17％）、原子力（9％）と続きま
す。太陽光はまだ少なく2％弱です。ちなみに日本の電源構成は、ガス
（LNG）（42％）、石炭（33％）、水力（10％）の順で、太陽光・風力はそれぞ
れ2％、1％程度です。どちらもガスによる発電量がトップですが、それ以外
の電源構成は大きく異なります。
昨年2月の寒波の時に皆さんおわかりになったと思いますが、テキサス
州は隣接州とは送電網がつながっていませんので、全米最大のテキサス
の電力需要は全て州内の発電で賄われています。（州内の発電電力量も
全米トップ）
化石燃料のメッカのイメージがあるテキサスですが、実は風力による発電
量が全米トップ（9.3TWh）。サンアントニオやオースティンからさらに西に
向いて走ると、たくさんの風車を見かけます。テキサスは全米の風力発電
量の約3割を占め、2位のアイオワ州の2.5倍以上です。
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再生可能エネルギーのもう一つの柱、太陽光。アメリカではカリフォル
ニア州、ネバダ州、ニューメキシコ州など、国の南東部で日射量が多いと
いうイメージをお持ちかと思います。ですがヒューストンは意外と日射量
が多く、例えば日本で比較的日射量が多いと言われる九州や四国とほ
ぼ同等です。ヒューストンで太陽光パネルを見ることは今はまだ少ないで
すが、人々の環境意識の高まりや、州・市政府の補助制度ができれば、
数年前の日本のような太陽光発電ブームが来るかもしれません。
3. ガス
多くの皆様がご存じのように、ガス生産量はテキサス州が全米トップ
（10.4兆立方フィート）。テキサス州だけでアメリカ全体のおよそ4分の1を
生産しています。日本の年間のガス消費量はおよそ4兆立方フィートです
から、テキサスはこの2倍以上のガスを生産していることになります。
テキサス州で生産されたガスのうち、州内で消費されたのは半分以下
の約4割。残りの6割は、パイプラインを通じて国内の他の州やメキシコ
に、またLNGの形で輸出されています。
テキサス州では現在、コーパスクリスティ（年産量15百万トン）とフリー
ポート（同15百万トン）の2つのLNG輸出基地がメキシコ湾岸で稼働して
います。2020年の日本のLNG輸入量はおよそ75百万トンでしたから、テ
キサス州にある2つのLNG輸出基地でこの約4割を供給できることになり
ます。
なお、アメリカの2020年のLNG輸出量はおよそ46百万トンで、豪州、カ
タールに次いで世界第3位でした。2020年はフリーポートを含むアメリカ
の複数のLNG基地がまだフル稼働に至っていませんでしたし、新型コロ
ナによる景気減速から回復基調の2021年はアメリカのLNG輸出量はさら
なる増加があったと見込まれます。

写真：Freeport LNG Development社提供

4. 石油
テキサス州は原油生産量でも全米トップ。2020年の生産量17.8億バレ
ルは全米の原油生産量の43％で、また2020年の日本の原油等消費量
（およそ11億バレル）のおよそ1年半分です。ちなみにテキサス州は1970
年頃から原油生産量全米トップを走り続けて います。
テキサス州のメキシコ湾岸には多くの製油所があるのは皆さんよくご存
じの通りですが、2020年のテキサス州の原油の精製量は17億バレル。ア
メリカ全体の年間精製量（52億バレル）のおよそ3分の1で、やはり全米
トップです。
5. 最後に
ご覧いただいた通り、テキサス州は全米トップのエネルギー供給州であ
り、同時にエネルギー消費州でもあります。またテキサスのエネルギーは
州内や国内他州だけでなく、メキシコ湾岸からのLNG輸出を通じて日本
や欧州など世界へとつながっています。
今回改めてテキサスのエネルギー統計を調べてみて、テキサス、そして
米国は、これほど豊富なエネルギー供給源を持つこと、それをたくさん消
費していることに驚きました。これもテキサス、そして米国の力強さを構成
する大きな要素なのだと改めて思いました。
（Osaka Gas USA Corporation 生田 哲士）
出典： データは注記がないものは全て2020暦年。
米国のデータ：エネルギー省 エネルギー情報局、
同 国立再生可能エネルギー研究所、国勢調査局
日本のデータ：資源エネルギー庁、日本気象協会
BP Statistical Review of World Energy 2021、LNGプロジェクトwebサイト
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本レポートでは、12月5日に開催された野口宇宙飛行士によるミッショ
ン報告会についてご紹介いたします。
今回のミッション報告会は、コロナ禍のため、オンライン形式での実施。
さらにQ&A含めて約1時間、という短い時間でしたが、野口宇宙飛行士
より直接、国際宇宙ステーション（ISS）の役割、日本の活躍、日本人とし
て初となるSpaceX社のドラゴン宇宙船に関する説明、最新の有人宇宙
開発の状況などについて紹介させて頂きました。
ただ、限られた時間の中では、ISSのミッションについてお伝えしきれ
なかったことが多くありますので、今回の報告会に参加され、宇宙開発に
興味を持っていただけた方には是非こちらのサイトも併せてご覧頂けれ
ばと思います。
『野口宇宙飛行士 ISS長期滞在ミッション特設サイト』
実は、JAXA職員にとっても、日本人宇宙飛行士のミッション報告会の
都度、宇宙飛行士自身のお話から、そしてみなさまからの質問のおかげ
で、今まで知らなかった／気づかなかったことについて知識を得ていま
す。今回の報告会でも、我々にとっても興味深いお話がありましたので、
本レポートにて一部紹介させて頂きたいと思います。
★ ★ ★

まず、3種類の宇宙船の乗り心地の話について。
【質問】 スペースシャトル（米国）、ソユーズ（ロシア）、クルードラゴン（米
国）の乗り心地の違いを教えてください。
【野口飛行士】 一番の違いは地球に戻る際の着水・着地の衝撃。打上
げ時については、振動の違いはあるが、8-9分で無重力に到達する点は
同じ。3種類の宇宙船は地球への戻り方が異なる。スペースシャトルはグ
ライダーの様に滑走路に戻る。ソユーズはパラシュート3つを開いて大地
へ、クルードラゴンはパラシュート4つを開いて海へ戻る。‟乗り心地”を考
えるときには車と同じように”シート”の性能、そしてシートと宇宙服のマッ
チングが重要。スペースシャトルはシートと宇宙服の開発が別に行われ
ていたこともあり、この点で乗り心地はあまり良くない。ソユーズは良く出
来ているが、地面に戻るという点で衝撃が大きい。これらに比べると、ク
ルードラゴンの海面への着水は衝撃が少なく乗り心地という意味では一
番良い。

皆様からの質問に答える野口宇宙飛行士

★ ★ ★

次に、宇宙へ複数回行ったからこそ気づく地球の環境変化について。
【質問】 3回の宇宙飛行を通じて、宇宙から見た地球の変化について、
何か感じた事があれば教えてください。
【野口飛行士】 宇宙から見る地球の景色は本当に素晴らしい。変化とい
う意味では、温暖化の影響は明確に表れている。例えば、北極圏の氷が
小さくなっている点。ISSは北極の近くを飛行するが、10年前と比べて氷
山を沢山見ることができた。温暖化で北極圏の氷が解けて、離れていくこ
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とで氷山が出来るが、大きなものは肉眼で確認できた。また異常気象が
発生している点も宇宙から確認できた。国連が定めたSDGs（Sustainable
Development Goals)でも取り上げられているが、宇宙に関わる我々は、気
候変動について引き続き取り組んでいかなければならない。
★ ★ ★

そして、人として切り離せない“食欲／食”に関する質問。
【質問】 宇宙にいる時も地上と同じようにお腹が空きますか？また、何が
一番美味しかったですか？
【野口飛行士】 皆さん自分が宇宙に行った時に何が食べられるか、という
観点で興味がある内容だと思う。（以前に比べると）宇宙食は凄く良くなっ
ている。また国際色も豊かになっている。日本も宇宙日本食を認定して打
ち上げている。カレーやラーメン、シーフード類などいろいろ持って行っ
て楽しんだ。宇宙食に関しては、日本の強みを出していけると考えてい
る。宇宙での食事では使用する食器も異なる。これらも今後いろいろ開発
されていくだろう。
★ ★ ★

ちなみに、個人的に極めつけの話だと思ったのはこちら。日本を離れ
海外で生活をする我々“ヒューストニアン”にも当てはまる回答だと思いま
す。
【質問】 165日間の長期滞在ともなると、どこかのタイミングで「宇宙にい
ることが日常」になる「切り替わり」の感覚を感じることがあるのでしょうか？
【野口飛行士】 日常性、非日常性の切り替わりについては、今回の宇宙
セミナーに相応しい質問。宇宙という切り口を考える際に、海外生活という
観点でも同じことが考えられる。海外生活を行っている方は、あるタイミン
グで「外国にいる」という感覚から、「自分の居場所」という認識に切り替わ
る。成田からヒューストンに降り立った瞬間は明確に非日常であるが、ある
時からヒューストンでの生活が日常となる。この切り替わりが、期間、イベン
ト、対人関係、何で起こるのかは非常に興味深い。この「海外駐在に慣れ
ていく」という切り替わりの感覚は、「宇宙に慣れていく（無重力、閉鎖環
境、宇宙食等）」感覚と似ている。我々は宇宙に慣れていくタイミングを、3
日、3週、3カ月と呼んでいる。スペースシャトル時代は3日間で仕事が出
来るようになると言われていた。3週間経つと食事や睡眠等、日常生活も
慣れてきて、3カ月経つと、ずっとここにいるような、ここが第二の故郷とも
感じられるようになる。駐在員の方も3年間いると慣れるように、将来、火星
や遠くにいくようになると、3年で切り替わる、落ち着くタイミング、というもの
もあると思う。
今回はオンライン形式によるミッション報告会となったため、以前のよう
に講演会場で宇宙飛行士と直接触れ合い、来場された方から直接質問
を受ける機会は設けられず残念ではありましたが、逆にオンライン形式で
あったからこそヒューストンのみならず、米国各地、さらには世界各国の
方々にも今回のミッション報告をお届けできました。
また、限られた時間でミッション報告を実施するための手段として事前に
質問を頂き、多くの方々が興味を示されている項目を抽出し、それらを
JAXA職員から野口飛行士に投げかけて回答を頂くインタビュー形式で
実施できたことも（直接宇宙飛行士に質問できなかった皆様には申し訳
ございませんが）よかったと思います。
なお、今回の『宇宙セミナー』については当日視聴できなかった方、この
記事を読んで興味を持ってくださった方に野口飛行士がどのようなお
話／回答をされていたかご確認いただけるよう、JAXA YouTubeチャンネ
ルに掲載すべく、鋭意編集中なのでお楽しみにお待ちください！
そして、まだ時期は未定ですが、11月に帰還した星出宇宙飛行士によ
るミッション報告会も開催したいと思いますので、お楽しみに！
(JAXAヒューストン駐在員事務所 山方 健士)
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データで見る

Vol. 5 現地校データ
2014年、2018年と4年毎に掲載している「データで見る Aboutt Houston」、
ヒューストン日系コミュニティーにとって重要なテーマをデータを使って考えて
みます。今回はヒューストン地区の現地校について御紹介します。

北米では現在、約2万8千人の日本人児童・生徒が学んでいますが、日
本の文部科学省が認可する全日制の日本人学校はニューヨーク近郊と
シカゴの2地域しかないため、多くの日本人子弟は現地校に在籍していま
す。アメリカの現地校は地域により教育レベルが異なるので、その点を考
慮したうえで居住地域を選ぶことは極めて重要です。お子様の希望によ
り、様々な要素の検討が必要とは思いますが、今回ご紹介する現地校
データがご家族の居住地選び、お子様の現地校選びの参考になれば幸
いです。
今回の「データで見るAbout Houston」では、日本語補習校に在籍する
生徒が多く通う現地校について、日本人生徒数推移、そして現地校と学
区の教育水準と教育環境データについて、簡単に纏めてみました。
アメリカの公立学校は地域の税金で地域ニーズに合わせて運営されて
おり、テキサス州ではIndependent School District (ISD)と呼ばれる学区毎
の団体が学校を運営しています。

お子様の学校選びで重視する点は千差万別です。その学区の教育水
準だけでなく、治安や人種構成に加えて、職場へのアクセスも重要な要因
になっています。
Katy地区は、ヒューストンの中心部から離れていますが、利用できる幹線
道路が増えたことから職場へのアクセスが便利になり、治安も教育レベル
も良いので多くのご家族が居住されています。
また、Spring Branch地区は1-10とBeltway 8に近接しており、会社や空港
へのアクセスが良く、現地校の教育レベルが高く、補習校にも近いことから
人気のエリアです。
テキサス州では公立学校の教育水準がAからFのスケールでランキングさ
れていますが、ランキングは主に標準テストにおいて学年レベルの理解力
を達成した生徒の割合によって決まります。小学校では、65%以上の生徒
の理解力達成でA、50%以上の達成でB、40%以上でC、30%以上でD、
30%以下ではFとされています。テキサス州の公立学校のランキングは
Children At Risk によるランキングを引用しました。
中学、高等学校も教育水準が高い学校が好まれる傾向が鮮明です。 な
お日本人生徒数のデータは、補習校に在籍する生徒の保護者の方々に
任意で情報提供頂いた情報に基づくもので、未回答の方も多いため、全
ての日本人生徒を把握したものではないことをご理解いただき、あくまで参
考情報としてご覧下さい。
現地校のより詳しい情報をご覧になりたい場合はヒューストン日本語補習
校ホームページの現地情報を参照下さい。
（編集部 吉政元晴）
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外来治療

デルタ株が落ち着いたと思ったのも束の間、オミクロン株が発見され、またま
た、新型コロナウィルス感染症 (以下、コロナと略)大流行となってしまいました。
今回は、2022年1月10日の時点で分かっている情報を紹介致します。

オミクロン株
11月24日、南アフリカ共和国 (以下、南ア)がWHOにこの新変異株を報告後、
瞬く間に世界に広がり、アメリカでも12月半ばに急激に新規陽性者数が増加し
始めました。12月13日の週は22.5%、1月1日の週は95.4%を占めるようになり、
デルタ株からオミクロン株へ急激に入れ替わりました。1月中下旬にピークを迎
えると推測されるものの、今のところ、新規陽性者数は増加の一途をたどり、1月
3日には95万4009人を記録しました (図1)。南アやヨーロッパと同様、感染力は
強いが重症化は少ない傾向はあるものの、新規入院者、死亡者数は1日当たり
約18,000人、約1,500人と徐々に上昇してきていて、オミクロン株ならかかっても
風邪程度だから大丈夫と考えるべきではありません。
図１ アメリカ合衆国におけるCOVID-19新規陽性者数、新規入院患者数、死亡者数の推移
(日別)

今まで外来患者に投与されてきたモノクローナル抗体点滴治療薬である
Regeneron (casirivimab+imdevimab)と bamlanivimab+etesevimabはオミクロン
株には効かないため、投与が各地で中止となりました。その代わり、
sotrovimabはオミクロン株にも有効とされています。また、内服の抗ウィルス薬
であるmolnupiravirとPaxlovid (nirmatrelvir+ritonavir)は症状が5日以内に始
まった重症化するリスクが高い外来患者の治療としてFDAに緊急承認されま
した。これらの薬はまだ数量が限られているので、高齢、肥満、糖尿病など重
症化するリスクがありコロナに感染したらこのような治療を受けたいと思う方は、
普段から大病院と関わりのあるかかりつけ医をもっておいた方が良いでしょう。

ブースター接種
1月10日の時点で12歳以上全員にブースター接種が推奨されています (表
1)。ブースターの量はファイザーとジョンソンエンドジョンソンは初回と同量、モ
デルナは初回の半分です。12-17歳には、ファイザーのブースター接種のみ
が推奨されています。副反応の頻度は初回とほぼ同じです。18歳以上でブー
スター接種したのは1月10日の時点で39.4%に留まっています。オミクロン株
から身を守るためにもブースター接種をお勧めします。ちなみに、アメリカでは
上記3社のワクチンがコロナのワクチンと承認されていますが、日本ではファイ
ザー、モデルナ、アストラゼネカのワクチンが承認されていて、ブースター接種
が12月1日に開始されました。
表1 18歳以上に推奨されるワクチンの種類と接種時期
初期に接種するワクチン

初期回数、
時期

ブースター時期

ファイザー・バイオテック

3週間間隔で
2回

2回目接種から5ヶ月 ファイザーかモデルナを
以降
推奨*

モデルナ

4週間間隔で
2回

2回目接種から5ヶ月 ファイザーかモデルナを
以降
推奨

ジョンソンエンドジョンソン /
1回
ヤンセン

ブースターの種類

1回目接種から2ヶ月 ファイザーかモデルナを
以降
推奨

* mRNAワクチンを接種できない場合、mRNAワクチンの副反応への懸念が大きい場合は、
ジョンソンエンドジョンソンも可

子供のワクチン接種
( https://covid.cdc.gov/covid-data-trackerをもとに筆者作成)

ワクチンはオミクロン株に対しても有効か
「有効」です。南アでは、ワクチンがコロナによる入院を防ぐ有効性は、オミクロ
ン株が出現する前では93%、出現後は70%と報告されました。ファイザー社の研
究では、ファイザーのワクチン2回目接種後徐々に効果は落ちてきたが、ブース
ター接種により効果がまた上がったと報告されました。ニューヨーク市では12月
18日の週にワクチン未接種者は人口10万人辺り97.46人、ワクチン接種者は人
口10万人辺り3人が入院、というようにワクチン未接種者の入院の方が圧倒的に
多いことが各地で報告されてきています。デルタ株よりオミクロン株に対する有
効性は低い、接種後徐々に有効性が落ちてきてしまうなどの弱点はあるもの
の、たとえワクチン接種後に感染してしまっても重症化を防いでくれるという大き
なメリットに変わりはありません。

コロナにかかったら、隔離をいつ終了できるのか
デルタ株に比べオミクロン株に感染しても無症状、とても軽微な症状の人が多
いこと、オミクロン株に感染する人があまりに多いため長い隔離期間を推奨し続
けることで社会に大きな影響を及ぼしてしまうことから、CDCは隔離期間の目安
を以下のように変更しました。
●テスト陽性： 5日間は自宅療養。 5日間経過後、無症状か症状が改善した場
合、隔離を終了してよい（重症の場合は医師と相談）。10日間はマスク着用。
●コロナ陽性の人と濃厚接触：
✓ワクチン初期接種を完了している（ファイザー、モデルナの場合は5ヶ月以
内、ジョンソンエンドジョンソンの場合は2ヶ月以内に完了）、ブースター接
種済： 10日間はマスクを着用。5日目以降に検査を受ける 。
✓ワクチン未接種、ブースター接種をするべき時期だがまだ接種していない：
5日間自宅待機。10日間はマスクを着用。5日目以降に検査を受ける 。
この変更には、5日間の隔離だと短すぎるのではないかと懸念する専門家もい
て議論が行われているので、アップデートをこまめにチェックして下さい。
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子供は大人に比べ、コロナにかかりにくく重症化しにくいのは事実ですが、
アメリカでは約200万人の5歳から11歳までの子供がコロナに感染、約8,300人
が入院、約100人が亡くなりました。CDCは5歳以上にファイザーのワクチン2回
接 種を 推 奨し てい ま す が 、接種 完 了 した の は5-11歳 で17.0%、12-17歳 で
53.9%に留まっています。免疫不全の5-11歳の子供には初期接種として3回接
種するよう勧められています。ワクチンの量は5-11歳は大人の3分の2、12歳以
上は大人と同量、副反応は大人と同程度です。ワクチン100万回接種に対し
54回の頻度で12-17歳男児に心筋炎が起きたと報告されましたが、感染リスク
と比べ圧倒的に低く、接種するメリットの方が大きいです。現地校で日々群れ
て遊んでいる我が家の6歳児も無事二回接種を完了し、学校での感染リスクが
少しは減ったとホッとしています。
皆さんがこの記事を読まれている頃にはまた新たな情報が発表されていると
思います。最新情報を取り入れ、安全にお過ごしください。
【免責事項】
本記事は、2022年1月10日時点の情報に基づき、情報提供を目的に執筆してい
ます。万一、内容に関して、不利益を被る事態が生じたとしても、一切の責任を負い
かねますので、ご了承下さい。
【参考文献】
1. Effectiveness of BNT162b2 Vaccine against Omicron Variant in South Africa
Collin S, Champion J, Moultrie H, Bekker LG, Gray G. N Engl J Med. 2021 Dec 29
2. Pfizer and BIoNTech provide update on Omicron variant
（12/31/2021アクセス）
3. NYC Health （12/31/2021アクセス）
4. 厚生労働省ホームページ
5. CDCホームページ

福田由梨子先生
横浜市立大学医学部卒。ベイラー医科大学感染症科所属。
米国内科・感染症科専門医、創傷治癒学専門医、医学博士。
コロナオンライン勉強会などを通じて、ヒューストン在住の日本
人の方々にコロナ関連の最新情報を発信。
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COVID-19感染者の声から学ぶこと
～感染者アンケート～

ス郡で新規感染者数が増加した時期と一致しており、地域の感染状況に
注意することが大事だと分かります。

先月号ではコロナ感染者を対象に実施したアンケートをベースに、新た
な感染の波に備えて何をすべきなのか紹介しました。誌面の都合で詳しく
紹介できなかったアンケートの具体的な内容について、今月号で改めてご
紹介します。
1. アンケートの回答者と症状
今回のアンケートでは12名の方に協力いただきました。回答者は30～50
代の方が多く、駐在員を中心とした商工会員の年齢分布を反映していま
す。自宅療養の方の中には40℃近い熱が出たケースがあったり、味覚嗅
覚障害が長く続いたりといった症状が出ていますので「自宅療養＝軽症」
とは限らない点にご注意ください。

2. 感染時期とワクチン接種状況
感染は2020年末から翌年にかけてと2021年の7～9月に集中。これはハリ

ガルフストリームでは9月号や11月号で一時帰国の流れや強制隔離体験
についてレポートしてきましたが、感染状況の変化やオミクロン株の出現に
応じて入国規制もどんどん変化しています。今回は昨年末に一時帰国した
人たちからのヒアリングを元に最新の一時帰国情報をレポートします。
【出発前～日本到着まで】
出発前の準備については大きな変化はありません。陰性証明の取得に
は商工会ホームページをご参考ください。予約していたのに薬局が在庫不
足になった事例などもあり、バックアッププランの準備をオススメします。ま
た政府指定のアプリもバージョンがどんどん変わっていますので、常に最
新の情報をチェックください。
【空港にて】
こちらも基本的な流れは変わりません。過去にも一時帰国を経験した人
からは、係員が慣れて以前よりもスムーズだったという声も聞かれました。た
だ、待ち時間はタイミング次第。飛行機が着いた時点で、それより前の便が
いなければすぐに検査に通されますが、同じ時間帯に複
数の飛行機が到着すると、数分の着陸時間の差が1時間
以上に増幅されることもあるようです。
また12月16日以降、テキサスも指定施設での待機対象
となってしまいましたが、待機組の人は他の入国者に比べ
て検査後に待たされる時間が長くなります。関西空港では
この待ち時間にパンとジュースが配られたそうです。
【待機施設】
一部屋に入る人数はMax 3人のようで、5人家族だと2人（ツイン）と3人（ツ
イン＋エクストラベッド）に分かれます。となると大事なのは部屋割りをどうす
るか。一度部屋に入ってしまうと交流できなくなるので、荷物なども事前に
分けておく必要があります。但し、家族の中で陽性者が出た場合、陽性者
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3. 感染経路、感染発覚前のコロナ対策
感染経路が推定できたケースでは家庭内
が25%で最も多く、これは全てお子様を介し
た感染でした。一方で職場やスーパーでの
感染疑いもある他、不明が42%に達してお
り、気づかずにかかってしまう病気であること
が分かります。
4. まとめ
12月号の繰り返しになりますが、アンケート
から見えてくるのは十分に注意していてもコ
ロナに感染してしまう可能性があるということ
です。ワクチンも万能ではなく、若ければか
からないということもありません。
誰でも感染する可能性があるということを前提に普段から準備をしておく
とともに、感染したのは本人のせいだ、というような自己責任論に陥ることな
く、みんなで助け合ってこの難局を乗り切っていきましょう。 （編集部）

と陰性者で別行動になってしまうので、荷物分けにも限界はあります。
その他、体験者のアドバイスを紹介します。
・お弁当は野菜が多く大人向け。育ち盛りの子供
には量が少ない。
・部屋が乾燥しているのでのど飴などあるとよい。
・牛乳はホテルでは手に入らないので、欲しけれ
ば常温保存可能なものを持ち込む必要あり。
・コーヒーやインスタントの味噌汁もあればよかっ
た。
・生活必需品（衛生用品・子供の離乳食）はホテルのスタッフに言えば用
意してくれる。
【3日待機の後】
指定施設での3日待機を終えた後も11日間の自主隔離は続きます。指
定アプリから現在地報告やビデオ通話での本人確認が求められますが、
日本時間の朝から夜にかけてランダムにかかってくるため時差ボケしてた
り、米国時間に合わせてリモートワークしてる人にはとるのが難しいことも
あります。ただ、絶対にとらなければならないわけではなく、寝てるときなど
は無理に出なくてもよいそうです。
また同じ飛行機でオミクロン株の陽性者が出た場合、3日待機が終わっ
た後でも指定施設に入るように言われますが、個人の事情や環境に応じ
て自宅待機OKとなるケースもあります。
【思うこと】
ざっと一時帰国の流れを紹介しましたが、もっと知りたい方はお助けマッ
プのブログもご参照ください。どうも入国時の対応は空港やホテル、自治
体などによるバラツキもありそうで、まさにガチャ状態。私たちもストレスた
まりますが、空港やホテルなどで働いているスタッフの皆さんも大変なスト
レスのはず。イラッとしても目の前の人に当たり散らすことのないようにした
いですね。
待機体験談はお助けマップのブログにもアップされています。
（編集部）

7

お役立ちサイト＆アプリ
ヒューストン特有の自然条件により起こりやすい災害と言えば、ハリケー
ン（6～11月）による風水害に加えて、寒波（Cold Front）による災害もあるの
をご存知でしょうか。当地で生活していく上で、とても大切な非常時への備
えとして、今回は寒波対策について情報共有します。
（東 克己 安全危機管理特命理事・編集部）
比較的冬も温暖なイメージのあるテキサスですが、昨年2月13日から17
日かけての30数年ぶりとも言われる大寒波により、零下5度前後と積雪を
記録しました。これによりほとんどの世帯で数日間に亘る停電や断水の影
響を受け、コロナ禍の下さらに不自由な生活を強いられました。
この冬は乾燥した暖冬と予測されていますが、あくまで冬全般を通した
傾向を予測したものに過ぎないため、数日間といった短期的な寒波到来
を否定するものではありません。停電、断水は各種インフラの寒さ対策が
なされていなかったことが原因とされ、その後、問題点は徐々に改善され
ているようですが、政策面、予算化の面からも未だ道半ばであり、昨冬から
の教訓を踏まえ十分な準備をお勧めしたいと思います。

★オンライン在留届（ORR）
登録しておくと、総領事館から安全情報や大規模な緊急事態発生時の安
否確認などの重要な連絡が届く。
★ヒューストン日本商工会Facebookページ
リアルタイムで情報交換が可能。
★商工会ホームページ
安全危機管理情報ページで2021年2月の大寒波についてのガルフスト
リーム記事やアンケートにもとづく体験談を閲覧することが出来る。
★アラート
地元の緊急ニュースを入手するなら、AlertHouston（ヒューストン市） や
ReadyHarris（ハリス郡）のアプリが便利。
★交通状況
WAZEやHoustonTransStar は、リアルタイムでアップデートされる交通情
報を入手できるカーナビアプリを 提供、車社会のヒューストンでは必須。

★警察
路面凍結による事故多発のため、万が一の際に連絡する警察の電話番
必要な物リスト
号も事前に入手しておくといよい。HPDの場合は713-884-3131 （911は
●停電に備えて： 食料品の確保、カセットコンロ、チャッカマン、懐中電灯、 命に係わる緊急時のみ）。一般的に、管轄内の保安官（Precinct Constable）に連絡した方が早く対応してくれる。
乾電池、充電器、防寒服
（例：ハリス郡のPrecinct 5の場合は281-463-6666）
●断水に備えて： 飲料水の確保、バスタブにトイレ用水を貯水、バケツ、
紙皿・紙コップ、ワイプ(Hand Wipe,Disinfecting wipe)、
★地元のニュース
ラップ（お皿などに敷いて使う等）
地元のTVチャンネル (KHOU11、CLICK2HOUSTON、ABC13）で流れる
●凍結に備えて： 一軒家の屋外水道管の保護・水抜き準備、
速報（Breaking News）で災害の概要を入手可能。
車のガソリン給油
★天気予報
寒暖の差が激しかったり、局地的な豪雨や雹嵐、竜巻などが来ることもあ
大切な寒波用語
る。AccuWeatherなどで地元の天気予報を日々確認することが大切。
★Cold Front： 寒波
★学校
★Shelter-in-Place： 屋内退避
休校 （School Closure）や早期下校（Early Dismissal）については、HISD
★Stay Put： （一定の場所に）待機
Katy ISD など、各学校区のサイトで確認。
★Boil Water Notice： 水道水の煮沸勧告

他団体便り

日本庭園清掃

毎年秋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12月4日、日米
協会とハーマンパーク管理団体主催で行いました。
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、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。
当日の参加数は上限の65名に達し、ヒューストン着任されたばかりの総
領事ご夫妻をはじめ、商工会、日本人会、日米協会らの関係者とご家族
に参加いただきました。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、チームに分かれ雑草取り、落ち葉
拾い、植樹や茶室の清掃など行いました。12月に
しては比較的暖かい気候の中、和気あいあいと少
し紅葉のあるたくさんの落ち葉をかき集めていまし
た。
次回開催予定しています来春は、日本庭園が
設立30周年を迎えます。この機会に、地域の多く
の方が日本庭園にお立ち寄りいただくこと願って
おります。
（日本庭園・他団体対応特命理事 名川 譲）
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駐妻のヒューストン日記
第207回 山口純子 さん
2019年冬に夫からヒューストンへの転勤の話を聞いた時、ヒューストン＝
NASAのイメージしかなかった私は、あまりの衝撃にその場でGoogle mapで
位置確認したことを今でも鮮明に覚えています。初めてのアメリカ生活を期待
する一方、子供達の学校生活や車生活に順応できるかなど、不安な部分も
入り混じりながらバタバタと新生活がスタートしました。当初、順調に思えたア
メリカ生活でしたが、約半年後にコロナ流行により私達の生活は一変しまし
た。特にまだまだ英語を理解できなかった子供達にとってオンライン授業は
チンプンカンプンで、親のサポートなしでは太刀打ちできず、更に活動が制
限される中で閉塞感漂う日々でした。それでも何とかこの状況を打破したいと
「今できることを全力で楽しもう！」と気持ちを切り替えました。
我が家は旅行が好きなので、コロナ禍でも楽しめる国立公園巡りをすること
にしました。その中でもビッグ・ベンド国立公園へのロードトリップがとても印象
に残っています。ここは辺鄙な場所なので、国立公園の中でも訪問者数が少
ないというレアな感じと、星空観測地として有名だということ、そしてテキサス
州内にあることが行く決め手となりました。天体望遠鏡と炊飯器を忘れずに車
に積んで出発！片道約10時間の長距離ドライブでしたが、そんな疲れも吹き
飛ぶくらいのアメリカならではの壮大な景色に家族全員が圧倒されっぱなし
でした。特にリオグランデ川、セント・エレナ・キャニオン、バランスロックが素

いよいよ図書館では福音館書店の子ども向け雑誌、計6冊の定期購読が始
まりました。今回はその初回である11月号の絵本をご紹介いたします。それぞ
れの雑誌には対象年齢が書かれておりますが、その年齢の本を選らばなけれ
ばいけないということはないと思います。年齢を超えてお子さんが読みたがる
もの、お父さんお母さんが読みたい絵本を選び、楽しまれることが一番大切だ
と思います。少しでも多くのお子さんが絵本を手に取り、今まで以上に絵本の
世界を楽しむ機会になってくれることを願うばかりです。
こどものとも年少版「ひとりぼっちのけいとだま」
小野寺悦子 文 ささめやゆき 絵
おへやのなかでひとりぼっちのけいとだま、さびしくなっ
て家のそとへ旅に出ます。ころりころころ、くるくるくーるり
などのオノマトペがたくさん出てくるので、我が家では読み
聞かせをしていると子どもも一緒に「ころりころころ」と嬉し
そうに声を出していました。
ちいさなかがくのとも「あなほり くまさん」
あかしのぶこ さく
冬に向けてお母さん熊が冬眠用の穴をほります。その中
に入って草のふかふかベッドで遊ぶ子熊たち。ハイジを思
い出すような憧れのベッド。読んだ後には毛布で冬眠ごっ
こをしたくなります。
こどものとも年中向き「まっくらけーのけっけさん」
土田佳代子 文 垂石眞子 絵
「ねないこだれだ」より対象年齢が少し上の、早く
寝ないとおばけがくるよというお話。「いつまでもさ
わいでいるよ、けっけさんがきて つれていかれ
ちゃいますよ。」けっけさんってねずみかな、おばけ
かな。いえいえ、もっと怖いもの。どんなかな。するっと部屋に入ってくるかもし
れない、と子どもたちは心配になります。早く寝なさい、と10回言うより、この本
を1回読むほうが効果的かもしれません。我が家では効果てきめんでした。
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晴らしかったです。リオグランデ川は高台から川の大胆なうねりを一望でき、
川の向こう側はもうメキシコです。セント・エレナ・キャニオンとバランスロックは
オフロードを車で走り、トレッキングでは岩をよじ登ったり、絶壁ギリギリの道を
歩くなど、冒険気分でとても楽しかったです。更にトレッキングをした最後に
は、まるでご褒美を貰ったかのような息を呑むほどの景色が待っていました。
宿泊は隣町のターリンガにあるホテルに泊まりました。バウンシングキャッス
ルのように常に空気を流し込んだドーム型の変わったホテルで、ベッドルーム
の天井は透明で星空を見ながら眠ることができるのです。夜になると満点の
星空の下でバーベキューをしながら星空観測を楽しみました。月や土星の輪
のほか、りゅうざ流星群が見られるラッキーも重なり、流れ星もたくさん見ること
ができました。大人は露天風呂気分でホットタブに入りながらビールを飲む幸
せ。そして朝は地平線から昇る太陽の光で目覚め1日の活動が始まります。
このエンターテイメント感満載のホテルは大人も子供も大満足の滞在となりま
した。
なかなか海外旅行
に行けない時期だか
らこそ、アメリカ国内
の大自然に触れる機
会 が 増え ま した 。 次
はどこに行こうかと妄
想を膨らませて、これ
からもアメリカ各地の
大自然から全身にエ
ネルギーチャージを
したいと思います。

こどものとも「ゴリラ」
小風さち 文 阿部知暁 絵
絵を担当されている阿部智暁さんは、なんと36年もゴリラ
の絵を描き続けていらっしゃるゴリラ愛に溢れた方です。
ページをめくるとゴリラがこちらに話しかけてきます。各ペー
ジのゴリラの絵ひとつひとつが本当にリアルで、今にも動き
出しそうです。特にゴリラの目がまるで生きているかのよう
で、他の絵本とは一線を画した雰囲気を醸し出していて必読
です。
月刊たくさんのふしぎ「からだの中の時計」
吉村崇 文 いとうあや 絵
小学3年生以上対象とのことですが、大人も存分にたのし
める科学絵本です。絵本というくくりで子どものものとされる
のはもったいないと感じる月刊誌です。
今月号は体内時計にまつわるお話。様々な動物を暗い部
屋に入れて体内時計の変化をみる実験やその仕組みにつ
いてわかりやすく解説されています。生得的に早寝早起きだったり、遅寝遅起
き傾向といった体質のもとになる時計遺伝子お話も紹介されています。
最終ページの後ろについた付録「ふしぎ新聞」も色々なコーナーがあり必見
です。また、「おいしい住宅」の大根のおうちがおすすめです。
三水会センターには今回ご紹介した福音館書店の子ども向け雑誌の過去号
が既にたくさんあります。場所は学習漫画の歴史や伝記の向かい側の書架で
す。雑誌自体は薄いので背表紙の書名が読みにくいものもあり、手に取りづら
いと思っている方も多いかもしれませんが、ハードカバーにはない人気シリー
ズの絵本などもあります。ぜひお気に入りの一冊を見つけてみてください。
（下保木真澄）
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 pecan.asobo@gmail.com
2月3日（木）
2月のあそぼーかいは開催の一週間前に予約サイト(対面)やZoomリンク等の
詳細をヒューストン日本商工会Facebookページ、ヒューストンなびに掲載します。
やむをえず中止や予定変更になる場合も同様です。
読み聞かせの会 houstonyomikikase@gmail.com
催日は未定です。HPにてご確認ください。
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今月号は真木治文先生から消化器外科（上部消化管）がご専門の平田雄紀先生にバトンが移りました。

第205回

日米、手術哲学の違い
医師（Department of Surgical Oncology, MD Anderson Cancer Center ）

平田雄紀

かった気がします。一番影響しているのは患者さんの体格の違いです。と
にかく大きい人が多い！日本では肥満の定義はBMI25以上となっていま
すが、この定義に当てはめるとほとんどの人が該当してしまうのではない
かと思います。体が大きければ臓器や血管もわかりやすくてより簡単にな
るのでは、と思われる方もいらっしゃると思いますが、そういう訳には行か
れません。そもそもリンパ節というのは、「内臓脂肪の中」に存在していま
す。我々外科医は術中、解剖学的知識と経験から目印となる血管や膜な
どをガイドに、内臓脂肪の中にある取るべきリンパ節を郭清しています。で
すが内臓脂肪が多くなるとこれら目印が見つけづらくなり、この作業の難
易度が上がることになります。消化器外科手術の難易度を決定する因子
には様々な物がありますが、この内臓脂肪の量、というのは中でも大きな
因子です。痩せた人が多い日本人の患者さんと比較すると、米国の手術
はとにかく難易度が高いな、というのをこちらにきてまず感じました。
手術は大きい手術になればなるほど（郭清範囲を広げるほど）根治性は
増しますが、体への負担が大きいものとなり、合併症の起こる可能性も上
がります。また、手厚い国民皆保険の日本と違い、米国では入院期間が
一日延びると医療費が大きく膨らみ、患者さんの負担となります。以上を
鑑みると、「必要以上の無理な郭清は行わず、バランス重視の手術で早期
退院を目指す」という哲学は米国では理にかなっていると考えるようになり
ました。

新年明けましておめでとうございます。8月よりMD Anderson Cancer
Center腫瘍外科部門で研究をしている平田雄紀と申します。私は慶應義
塾大学医学部一般・消化器外科に所属しており、大学の先輩でありこちら
で第一線の腫瘍外科医として活躍されている、生駒成彦先生の下で日々
研究させてもらっています。私の専門が消化器外科、中でも上部消化管
疾患（食道癌・胃癌）ということもあり、こちらでは主に胃癌や、ロボット手術
をテーマに臨床研究をしております。
本日は私がこちらで感じた日米の手術の違い、手術に対する思いの違
いについて述べたいと思います。まだまだHouston歴は短いですが、だか
らこそ両者の差を顕著に感じております。以下は飽くまで個人の感想とし
て捉えて頂ければ幸いです。
癌治療における手術の究極の目的は患者さんの体から癌細胞を無く
す、ゼロにするということです。そうすれば理論上完治が見込める可能性
が高くなるからです。そのためには、胃癌手術であれば癌が存在している
胃の壁のみをくり抜くだけでは不十分です。癌に犯されている場所が正確
にどこまでかは術中わかりませんので、ある程度の切り代（マージン）を付
けて胃を切除します。さらには胃の周りにあるリンパ節を摘出する「リンパ
節郭清」も行う必要があります。癌細胞は、臓器の周りに張り巡らされたリ
ンパ管を介してリンパ節にも転移します。日本の胃癌ガイドラインでは、原
発巣の深達度（深さ）に応じて“ここまでのリンパ節を予防的に取るべ
し”、という「郭清範囲」がきっちり規定されています。進行している癌ほ
ど、広い範囲のリンパ節も一緒に郭清する必要があります。これを取り残し
てしまった場合、数ヶ月後・数年後にそこから癌が再度出現してきてしまう
可能性があり、外科医としてそれはやりきれません。この「郭清」への哲学
ですが、一般に、欧米の郭清は日本の郭清よりもやや手控えたものである
と言われています。私自身、リンパ節郭清を徹底的に教え込まれ実践して
きた身からすると、欧米の手術のリンパ節郭清はやや物足りない部分があ
るな、と日本にいるときから思っていました。
しかしこちらにきてその理由といいますか、そうせざるを得ない背景がわ
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その一方で、腹腔鏡手術やロボット手術が普及している昨今、他の外
科医の手術動画を学会等で見る機会が非常に増え、西欧でも日本風の
マインドを取り入れて手術を行う外科医も増えてきています。実際、MD
Andersonの胃切除は上司の生駒先生の影響もあり、かなりハイレベルなも
のとなっています。
このような背景から、米国では手術のみに頼らず、抗癌剤や放射線照
射といった他の治療法を組み合わせて行う「集学的治療」が胃癌の分野
でも発達しています。実際、ステージII-IIIの胃癌治療戦略として日本はま
ず手術を行ってから、ステージに応じ必要があれば補助的抗癌剤を行うと
いう順番ですが、米国ではまず抗癌剤や（MD Andersonでは）放射線照
射で癌をできる限り小さくしてから手術を行うという順番で治療が行われて
います。
近年の抗癌剤の発展はめざましく、診断時は切除不能な進行癌であっ
ても薬が効いて切除可能な癌になるケースも増えてきました。また手術に
関しても小さな創で人の手の動き以上に繊細な手術を可能とするロボット
手術の技術も発達してきました。こういった事実を考慮すると、日本でも米
国のマインドを組み込んで、特に進行胃癌は様々なモダリティを駆使した
治療戦略を組み立て、そのエビデンスを構築する必要性が今後増してく
ると予想されます。
異なる哲学を下に発展してきた日米両者の胃癌を巡る手術・治療戦略
の違いですが、それぞれ違った良さがあると言えます。一消化器外科医と
して、この両者の特徴をよく見極め、各々の長所をうまく活かして今後の研
究活動に活かしていきたいと思います。
次回はMD Andersonで膵癌の研究をされている朴正勝先生です。朴先生
のお子様と私の息子は同じPreschoolに通っています。私達より少し早めに
こちらにいらっしゃっていたこともあり、当初から色々教えて頂き、家族一
同で仲良くしてもらっています。爽やかラガーマン大腸外科医です。
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妻の駐在に同行して2019年3月にヒューストンへ来て以降、誰もがうらや
むゴルフ三昧の生活を送っています。渡米前は日本で年に4〜5回のラウ
ンドでスコア100も切れない腕前でしたが、ほぼ毎日の練習やラウンドで
実力がつき、昨年夏にはベストスコア70を達成できました。ひとつの目標
でもあった同9月の商工会主催のテキサス会でもベストグロス（73）を獲得
でき、現在もさらなる上達を目指しています。
特殊な環境で独自に取り組んだ結果ですが、皆さまの参考になれば幸
いですので、自身の経験をシェアいたします。
ヒューストンでゴルフに取り組み始めたばかりのころは、常に100点、120
点の一打を目指してクラブを振り回していました。90％以上のミスは池や
林に飛び込むボールとともに記憶から消え、数％のミラクルショットだけが
気持ちよく頭にこびりつき、その結果、ミスショット後にミスを繰り返す悪循
環を繰り返していました。
今は常に60点の一打が出ればいい、と気持ちを切り替えてラウンドして
います。パー4やパー３ではミスをしても、それが1打ならパーが取れま
す。パー５なら2打ミスしてもパーになることもあります。全体のスコアをまと
めるには、バーディーやパーよりも、トリプルボギーなどの「大叩き」をでき
るだけ減らすことが重要です。「あのホールさえなければ100や90を切れ
たのに！」は、すべてのゴルファーが感じているはずでしょう。

また、私は時おり「実験ラウンド」と称して普段はやらないことだけを試し
続ける日を設けています。残り100ヤードを7番アイアンで転がして攻めて
みたり、パー4では絶対に30〜50ヤード手前に2打目を刻み、いくつアプ
ローチからパーが取れるか試したり、レーザー距離計を使わず、常にグ
リーン中央だけを狙って打ってみたり。特にグリーン周りのアプローチで
はいろいろ試した効果が出たようで、低く転がして寄せる、高く上げてスピ
ンで止めるなど、状況に合わせた最適な寄せ方を身につけることができま
した。
昨今のコロナ禍で不透明な部分も残っていますが、今年は夏に一時帰
国して日本プロゴルフ協会の認定ティーチングプロ試験を受験予定で
す。上達した分、ラウンドしただけベストスコアが伸びた楽しい時期は通り
過ぎ、今はむしろ思うようにパーが続かない苦しいラウンドばかりです。そ
れでも、縁あって毎日ゴルフに取り組めるこの
数年間を今後に生かすべく、たとえ叶わぬ夢で
あったとしても、「年に一度のティーチングプロ
選手権で優勝し、翌年の日本プロ選手権（日
本男子ツアー公式競技）でプレーする」という目
標を持ち続けています。
まだまだ書きたいことも多いのですが、もし機
会があればまた何かシェアしたいと思っていま
す。最後に一言、ヒューストンは年間通じて暖
かく、ゴルファーにとって最高の都市です！
（編集委員： 緒方庸介）

他団体便り

2021年12月5日（日）、グレーターヒューストン日本人会主催のクリスマ
ス会が、2年ぶりに開催されました。昨年の9月頃から日本人会では感染
症の医師の指導のもと徐々に参加型の活動を再開し、10月10日にはア
ジア協会センターでも「コロナでもがんばったあなたへ」のイベントを開
催することができました。一昨年は苦渋の決断で中止したクリスマス会
も、昨年は皆様からの強いご要望で、感染症の医師のご協力をいただ
きながら、例年より規模を縮小しての開催となりました。
会場は、恒例の名門カントリークラブPine Forest Country Clubの大
ホールでしたが、安全に配慮して300人定員のところ60名を上限としまし
た。美しく飾り付けられたクラブの入り口は、すっかりクリスマスの雰囲気
に包まれていました。クリスマスツリーの前では、綺麗に着飾った子ども
さん達が満面の笑顔で親子の記念撮影をされていました。11月に着任
したばかりの村林弘文総領事と夫人にもご参加頂き、約60名の方が来
られました。
開始時間の12時になると、松村副会長の司会でスケジュールの説明
があり、まずは食事を楽しんでから本日のパフォーマンスに進むことに
なりました。お食事は、定番のローストビーフや、その場でオーダーして
作ってもらうお好みのオムレツ、魚、パスタ、サラダ、デザートなどの
ビュッフェスタイルのブランチで、アメリカのクリスマスを堪能しました。
食事が一段落した後、武智会長の挨拶に続き、村林総領事から着任
のご挨拶をいただきました。その後、戸田光彦さんのピアノ伴奏で、
Houston Grand Opera歌手のレベッカさんによるオペラの名曲やクリスマ
スソングの歌唱が行われ、会場は水を打ったように静まり返りました。日
本人の血を引くレベッカさんには、10年前の東日本大震災の復興チャリ
ティイベント以来、日本人会のイベントにご協力いただいています。Holy
Nightの歌は心を揺さぶる歌声で、クリスマスの雰囲気がますます盛り上
がりました。
オペラのあと、2021年日本人会の活動映像を見ながら武智会長
が各イベントを振り返りました。当日参加されていた方の映像が出
てくると、会場から恥ずかしそうな笑いや拍手があがり、和やか
で明るいムードに包まれました。余興のトリは毎年恒例の
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落語。コロナ禍で渡航の自由
が制限されていることから、今
回は日本からではなく、NYを
拠点に活躍中の落語家柳家
東三楼師匠にお越しいただき
ました。子ども向けに落語の
解説を交えたり、英語を交え
たりした小話も入れながら、さ
すがの名人芸で会場を沸か
せてくださいました。最後に、
カレンダーや柳家東三楼師匠
の手ぬぐい、チョコレートなどがあたる恒例のラッフルを行い、日本人会
からのクリスマスプレゼントとさせていただきました。
ヒューストン日本人会では、コロナに対して受け身になるのではなく、
工夫を凝らし感染症の医師のアドバイスをいただきながら前向きに様々
な活動を進めてきました。まだまだ油断のできない状況ではありますが、
ヒューストン日本人会では、今年もいろいろなイベントを開催する予定
です。昨年も変わらずご支援をいただきました皆様に、深く感謝す
るとともに、今年もまた皆様とお会いできる機会がたくさん訪れる
ことを願っております。本年もどうぞよろしくお願いいたしま
す。
(グレーターヒューストン日本人会)
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仕事に活かす

ヘ タ ウ マ 英 語

第一回

英語が上手いわけでなく、発音や文法も間違えるのに、なぜかアメリカ人と
対等に渡り合える日本人がいます。彼らは堂々と発言し、時によっては、カタ
コトの英語でその場を圧倒的に支配してしまう。いったいなぜ、こんなことが
できるのでしょうか。
私は英語圏で暮らしたことはなく、大学から渡米しました。アメリカのロース
クールを卒業し、現在、ニューヨーク州にある老舗事務所に勤務しています。
言葉が商売道具の弁護士は、法律を理解し圧倒されずに交渉できるといっ
た一般レベル以上の英語力が求められます。しかし、私は今でも日本人丸出
しの発音で、かなり英語にはコンプレックスを持って生きてきました。
そんな私が本連載でご紹介したいのは、仕事に活かす「ヘタウマ英語」で
す。それは、今ある自分の英語力で、より個性を発揮し、アメリカでビジネスの
相手と対等にわたりあうための英語です。私は、英語は下手でもアメリカでビ
ジネスを堂々とやっている！と声を大にして言いたいのです。
「ヘタウマ」とは？
「ヘタウマ」の概念を理解するために、「カラオケ」を例にあげましょう。音域も
狭いし、音程も外すのに、その人が歌うとなぜかその場が盛り上がり、みんな
が仲良くなってしまうという人がいます。 「数独」の名付け親で、パズル制作
会社「ニコリ」を設立した故鍜治真起氏（マッキーさん）は、まさにその一人で
した。マッキーさんは、カラオケでは毎回RCサクセッションの「雨上がりの夜空
に」を選曲します。誰もが知っている曲で、イントロが流れただけでも盛り上が
ります。ところがマッキーさんは、モニターも見ず歌詞も覚えていないので、ほ
とんどちゃんと歌わない。適当な歌詞を当てて、なんと聞いている人と歌いな
がらマイクで会話をします。「こんな夜に～♪ お前・・・お前？お前じゃない
よ！」といった具合。毎度のことながら、会場は大爆笑。マッキーさんが歌わ
ないので、周りの人が大合唱するという始末。でも、それが最高に盛り上がっ
て楽しい。これこそが、私のいう「ヘタウマ」のカラオケです。
「ヘタウマ英語」も、まさに同じです。その場の空気をつくり、いつの間にか
その場にいる人と一緒に１つの世界を作ってしまうのです。

インタビュー形式で人生の物語を語る手法に、ライフストーリー・インタ
ビュー（Atkinson, 1998）があります。ライフストーリー・インタビューは語る者と
語られる者との共同行為とされ、物語を共有することで、そこに「私たち」を生
み出し、聴き手と語り手の親密性を高めると言われています。マッキーさんの
ヘタウマカラオケも、実はこれを体現しています。そして、ヘタウマ英語が目
指すのも、言いたいことを一方的に言うことや、単に受け手として聞くだけで
はなく、それぞれの物語が語り合うことにより「私たちの物語」になるような対
話と関係を作り、仕事自体を良い方向に進める英語です。
では、どうやったら、ヘタウマ英語が使いこなせるようになるのでしょうか。
ヘタウマ英語3か条
私がたどり着いたヘタウマ英語は、あくまで、仕事で活かすための英語で、
日常会話には通用しないかもしれません。しかし、もし仕事で英語に悩まされ
ている方がいたら、ぜひ、以下を試していただきたいのです。
【ヘタウマ英語3か条】
その1： 日本語で説明できないことは、英語で説明できない
その2： 「対話の流れ」を想定した準備をする
その3： 丁寧すぎる英語は、思い切って捨てる
次回より、上記の3か条について詳しくご紹介をしていきます。お楽しみに！

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
ニューヨーク州弁護士（現在、テキサス州の弁護士資格申
請中）。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
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編 集 後 記
■Jan. 27-30｜Simone Biles International Invitational
@ George R. Brown Conventional center
アメリカが誇る体操選手Simone Bilesの活躍は一部競技の棄権も含めて昨年の東京
オリンピックでも話題になりましたね。そんな彼女が主催する体操の競技会がヒュー
ストンで開催されます。
■Jan. 29, Feb, 5-6｜Monster Jam @ NRG Center
このコーナーでも何度か紹介していますが、またまたMonster Jamがやってきます。前
回見逃したという方は今回こそ、アメリカらしい迫力のカーアクションをお楽しみくださ
い。
■Feb. 4, 6, 8, 10, 12-13｜Magic Flute @ Brown Theater
モーツァルトの名作オペラ「魔笛」。名前は聞いたことあるけど、実はどんなお話か知
らないという人も多いのではないでしょうか？ ヒューストングランドオペラが公演する
この機会に作品世界に触れてみてはいかがでしょうか。
■Feb. 9-12｜Houston RV Show @ NRG Center
アメリカでキャンプと言えばキャンピングカーを用いたオートキャンプのイメージがあり
ますよね。アメリカにいるうちに一度キャンピングカーを経験してみたいという人も多
いと思いますが、そんな方におすすめのイベントです。メーカー各社の最新モデル
も展示されますので、この機会にキャンピングカーがどんなものか、見てみてはいか
がでしょうか。
■Feb. 18- Mar. 1｜Mardi Gras! Galveston @ 2302 Strand St Galveston
復活祭（イースター）の40日前にあるマルディ・グラのお祭りはニューオーリンズが有
名ですが、ガルベストンも負けてはいません。3/1の「肥沃な火曜日」までパレードな
ど様々な行事が行われます。
■Feb. 24, 26, 27, Mar. 4-6｜Jewels @ Wortham Theater Center
エメラルド、ルビー、ダイアモンドの3幕からなるバレエです。それぞれの宝石につい
て異なる作曲家の音楽が採用されており、宝石ごとの個性を楽しむことが出来ます。

明けましておめでとうございます。皆様にとって恵みに満ちた一年と
なるようにお祈りしております。さて、 物事は初めが大事と申しますが、
皆様は今年何を考え、何に目を向けて前進しようとしていらっしゃいま
すか？
コロナ禍で人々は不便、不安、不満を抱えて生きています。皆様も何
等かのダメージやプッシュバックを経験されたと察します。しかし同時
に、このピンチをチャンスに変えた人達もおられます。彼らの鍵は何
だったのでしょうか？それは問題を違う視点から見て、その中に希望あ
るチャンスを見出したところにあるのではないでしょうか？
Every cloud has a silver liningという慣用句があります。どんよりとした
曇り空の中で見つけた光の筋を、見えないが重要な服の裏地とかけ
て、こういう風に纏めたのでしょう。どんな困難な状況や悪い事にも何ら
かの良い事がある、という意味です。時に、雲は発生しますが、やがて
は消え去ります。一時的な物です。しかし、太陽の光は、見えてなくて
も暗雲の向こう側に必ずあり、消え去る事はありません。私達の人生に
も暗雲の向こう側に、キラリと希望の光がさしているのではないでしょう
か？
続けて私達は今の状況に対応しつつ歩むしかありません。この中
で、マイナスな暗雲ばかりに目をやるのではなく、この状況下で見出せ
る希望に目を向けてみてはいかがでしょうか？視点を変える事で問題
の向こう側にある希望の光が見える一年となりますように。
(編集委員： 西 豊弘 )
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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