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2022‐2023年度 常任委員会・総会・懇親会
～3年ぶりに対面開催～

ヒューストン日本商工会は令和四年度（2022-2023）を迎えました。
昨年度・一昨年度共に、コロナ禍の下でオンラインとなっていた10月度
常任委員会・年次総会・懇親会は11月2日（水）、アップタウンのホテル
Hilton Houston Post Oakで盛大に開催されましたので、ご報告致します。
午後5時からホテル1階のBLVD Ballroomで開催された常任委員会で
は、高止まりしているインフレを反映する経済状況、ワールドシリーズで健
闘しているアストロズ、来週末開催のテキサス杯ゴルフ「会長杯」等の話題
を含んだ早坂会長による挨拶に始まり、村林
総領事からは中間選挙に関連する政治情勢、
成功裏にヒューストンに戻ったターナー市長率
いる訪日ミッションについての報告がありまし
た。また、新理事委員の紹介に続き、日米協
会GALA及び日本庭園清掃に関する報告の
後に、委員会・部会報告では「テキサス経済概
況」の 全 面 改 訂、ま た 第573回 の テ キ サ ス 会
早坂会長
「商工会会長杯」の開催案内、ならびに今年度
の年間会議・行事スケジュールなどの事務局連絡が行われました。会計報
告の中では、商工会の令和三年度決算の報告と承認、令和四年度予算
案の承認が行われ、新年度の始まりが確認されました。
休憩の後、午後6時より同会場で、正個人会員と準会員も参加されて年
次総会が行われました。早坂商工会会長から新体制でのスタートに関して
挨拶をいただいたあと、旧年度役員・特命理事・委員長・部会長による令
和三年度の年間活動報告があり、旧年度の前期には様々なイベントや活
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動にオミクロン株の影響があったものの、後期には次々と対面開催が再開
されて活気を取り戻していることが分かりました。続いて、令和四年度理事
委員紹介と常任委員選任報告が行われ、総会の最後には、8月に在外公
館長表を受賞された福田由梨子先生（テキサスメディカルセンター感染症
専門医）をゲストとしてお迎えし、ご講演いただきました。（2ページ参照）

村林総領事

午後7時からの懇親会は同会場で開催され、早
坂商工会会長の3度目の挨拶と村林総領事に
よる乾杯の音頭で始まり、ビュッフェスタイルの
食事とワインなどを楽しみながら、他州からの会
員も含め多くの参加者が久しぶりに対面による
歓談を楽しまれました。また、名刺の交換も活発
に行われるなど、商工会としての親交を深めら
れました。会の最後は、石川第一副会長の挨拶
で締められ、新年度最初の行事が滞りなく終了

しました。
10月1日時点での正団体会員数は114社、正
個人会員数は778名、名誉会長および名誉会
員は10名、準会員は44名、会員総数は832名と
なっており、幸いコロナ以前の会員数を超えて
増加の傾向にあります。
ヒューストン日本商工会の全ての会員と配偶
者の皆様、本年度もどうぞ宜しくお願い致しま
す。
（編集部）（2ページへ続く）

石川第一副会長
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2022‐2023年度常任委員会・総会・懇親会
（1ページ続き）
～ヒューストン臨床医の
ヒューストンコミュニティと日本社会への貢献～

医学振興会（JMTX）」を立ち上げ、活動を開始されることを発表されまし
た。当会会員や日系コミュニティのニーズに寄り添った先生の熱い想いに
総会に集った参加者も心を打たれ、大きな反響を呼ぶ講演内容となりま
した。

コロナ禍のなか「COVID-19オンライン勉強会」の開催やコロナ関連記事
のご寄稿により、医療の街ヒューストンから全米の日系社会に向けて情報発
信することを可能にしてくださった福田由梨子先
生が、この度、総会にて上記テーマにてご講演く
ださいました。
福田先生はコロナ禍の医療従事者としての体
験を通し、日本語で診察できるかかりつけ医が
少ないこと、日系コミュニティと日本人医師とのパ
イプラインが無いこと等が当地における医療の問
題点ではないかと本講演で提起されました。ま
た、それを踏まえ、当地の日本人に医療情報や
日本人医師ネットワークを提供し、医療の質を向 ▲ベイラー医科大学 感染症
筑波大学付属病院 感染
上させること等を理念として掲げた「日本テキサス 科
症科 福田由梨子先生

ヒューストン日本商工会

特命理事ご紹介

特命理事
他団体対応・日本庭園

特命理事
安全危機管理

名川 譲

竹原 優

All Nippon Airways Co., Ltd.

Marubeni America Corporation

2015年6月のヒューストン直行便開設のため赴任
し て 以 来、駐 在 約7年 半 が 経 過 し て す っ か り
HoustonianかTexansの域まで達しました。これまで多くの方にANAをご愛
顧いただいておりますこと、この場をかりて厚く御礼申し上げます。
商工会ミッションのひとつ「地域社会に貢献」すべく、1) 開設30周年を迎
えたハーマンパーク日本庭園をヒューストン市と公園管理団体と共に管理
運営、2) 創立54年の伝統のある日米協会との連携を通じた幅広い日米友
好関係の促進（50周年を迎える千葉市との姉妹都市提携、2023年5月に4
年ぶりに開催されるジャパンフェスティバル準備、日本語スピーチコンテスト
等）、3) 地元商工会Greater Houston Partnershipとの連携を通じた10月末の
ヒューストン市長初日本訪問支援など通じ、日頃から生活とビジネスでお世
話になっています地域社会に商工会としても貢献できますよう、微力ながら
会員皆様と活動していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

今年の4月にヒューストンに赴任致しました。海外
駐在はカザフスタンに次いで2回目となり、いずれも
単身赴任です。こちらでの生活に慣れるまでは色々な苦労がありました
が、今では居心地もよく、すっかりヒューストンを好きになっています。
商工会では安全危機管理を担当しておりますが、幸いなことに今年は
まだハリケーンが来ることもなく、このまま大きな自然災害が起きないことを
願っております。しかしながら、ハリケーン以外にも冬の寒波のリスクもあり
ますので、十分な備えを心掛けるようにしています。
趣味はもともと登山や、スキー、サーフィンといったヒューストンではいず
れも楽しむことができないものが中心でしたが、こちらに来てからは下手な
がらもゴルフを楽しんでいます。安全危機管理を中心に商工会のお役に
立てるよう努めて参りたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。

特命理事

特命理事

ジャパンフェスティバル＜副＞

ジャパンフェスティバル＜主＞

赤間 悟

泥 克信
Kaneka America Holdings, Inc.
2019年5月にヒューストンに赴任して3年半が経ち
まし
た。今 回 は3度 目 の ヒ ュ ー ス ト ン 駐 在 に な り、
Pasadena，TXという郊外に家内と2人暮らしです。残念ながら、過去2年半
はコロナ禍のため、色んなことが制限されてきました。そのせいか、日本出
張以外はすっかり出不精になってしまいましたが、コロナ禍もほぼ収まっ
た中、これから公私共々アメリカ生活を充実させていこうと思っています。
来年は長く延期になっていたジャパンフェスティバルも開催される見込
みです。副担当として、会員の皆様のご意見を伺いながら、開催に向けて
良い準備ができればと思っています。今後ともご指導のほど宜しくお願い
致します。
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Daikin Comfort Technology North America, Inc.
2017年5月に初の海外赴任となり、ヒューストンに
勤務して5年半になりました。初めは慣れない事も多
く大変な思いをして暮していました。ようやくヒューストン生活にも慣れて楽
しみも増え、今後はより一層充実した日々を過ごして参りたいと思っていま
す。家族の事情で、残念ながら単身赴任ですが、出張のない週末は、得
意な料理や好きなゴルフを楽しんでいます。
商工会に於いては、ジャパンフェスティバル主幹事をさせて頂く事にな
りました。コロナ禍で延期となっておりますが、来年はキッズ縁日を通して
日本の伝統的なアナログゲームの紹介など、家族で和気あいあいと楽し
める場を提供できればと思っています。このイベントは、商工会の皆様の
ボランティア精神に支えられており、日本文化を広めて頂くご協力をお願
い申し上げるとともに、幹事として皆様の親睦を深める事に貢献できれば
幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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ヒューストン日本商工会

常設委員長ご紹介

広報委員長

企画・調査委員長

ガルフストリーム編集長

商工会主催の各種セミナー

稲田 徳弘

桜内 政大

Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
(JOGMEC)

Japan External Trade Organization Houston
(JETRO)

ボランティアで参加して頂いている編集委員と事務局の皆様にリードし
て頂きながら、月刊の商工会広報誌「ガルフストリーム」の編集を担当して
います。
5月に実施した読者アンケートで頂いたご意見に沿って、これからもより
よい誌面作りを目指していきます。税制を始めとするビジネス環境、ヒュー
ストンのホスピタリティによって、どんどん街は大きくなっており、コロナ禍も
下火になってきましたので、新しいお店や、イベントも増々増えてくると思
います。折からのエネルギー資源の高騰などによるインフレ、円安など、
ビジネス環境も大きく変動しているところ、商工会広報誌として、駐在員の
皆様にも興味を持って頂けるような、ビジネス記事の掲載も継続したいと
考えています。
ヒューストン赴任2年目、生活環境も整ってきました。私自身もガルフスト
リームを参考にして、ヒューストンならではの経験を、しっかりと楽しみたい
と思います。

2019年10月に着任し、3年が経過しました。米中摩擦に新型コロナ、経
済再開、新たな社会問題、選挙、テキサス大停電など様々ありました。そ
うした中でも1ミリも揺るがなかった信念は「テキサス、そしてヒューストンは
本当に良いところ」。仕事も、生活も、趣味もこんなに素晴らしい土地は他
にないと確信しています。皆様ご同意頂けると思いますが、もしそう思わ
ない方がいらっしゃいましたら、この3年で得た知識をフル動員し、テキサ
スの魅力をご家族含めてご案内させて頂きます！米大リーグ30球場での
観戦記録有、州内蒸留所、アイスクリーム、パイ、ドーナツ、バーガー、
（田舎の）ステーキハウスにBBQ、サファリ、非常に豊かなテキサス史跡、
ミラー屋外劇場のコンサート。全米最大のベトナム人コミュニティに代表さ
れる人種の多様さ。今後30年当地に居続ける不退転の決意でおります
（ビザのことはさておきまして）。

文化委員長

教育委員長

ピクニック主幹事

日本語補習校 運営委員長
中尾 茂樹

鈴木 一
Kuraray America, Inc.
日本商工会と日本人会共催のピクニックの主幹事を担当いたします。
副幹事の三菱商事様と、来春の4年ぶりの開催にむけて企画を進めてお
りますが、今まで使っていた観光牧場が使えなくなり、開催場所を新たに
選考するところから始めています。どの候補会場も飲食は会場での調達
となり持ち込みができませんので、今までとは少し違ったピクニックになる
予定です。それでも、広々とした会場を貸し切り、日本人家族、特に子供
たちが気兼ねなく日本語で多くの友だちとのびのびと遊べる春の一日を
作るという目的が達成できたらと思っております。子供の遊び場、ペティン
グZoo、ヘイライドの他、恒例のラッフル抽選会も、もちろん行いますので
楽しみにしていてください。会員各社の皆様には、当日のお手伝い、ラッ
フル抽選賞品のご寄付をお願いすることになりますが、どうぞよろしくお願
いいたします。

Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc.
2019年12月にヒューストンに赴任しました。補習校の運営に関しては
2021年4月より携わって参りましたが、本年1月から教育委員長を引継い
でおります。
ヒューストンの補習校は、普段は現地校の学習や習い事で忙しい子供
たちが日本の友達と日本語で学べる場として、文科省から派遣されてい
る校長先生、現地教職員並びに保護者の皆様と一体で運営しておりま
す。又、「宇宙に一番近い補習校」という別名にちなんだ宇宙関連のイベ
ントや、商工会会員企業の皆様ご協力の下、社会科見学等の体験授業
も盛んです。昨年夏から対面授業も復活し、土曜日に補習校で我が子も
含めた生徒達の笑い声を聞くのがとても楽しいこの頃です。
ヒューストンでは各種スポーツ観戦を楽しみながら、以前ブラジル駐在
時代に始めたブラジリアン柔術を細々と続けております。どうぞ宜しくお願
い致します。

生活・情報委員長
お助けマップ・読み聞かせ・あそぼーかい

根本真樹子
Kintetsu International Express (U.S.A.), Inc.
旅行業界にとって長い冬をもたらしたコロナの影響。変化が多方面で見
られるようになり、多くのチャレンジが待ち構えていたパンデミック。自分と
いう人間と向き合う機会が増えました。耐える時期はトライができる時期。
追いつかないほどの今やれること、今しかできないことが急に山積みにな
りました。この機会にこれまではっきりしなかった「好きなこと」を発見する
きっかけにもなりました。
生活情報委員会では、本年度から「三水会クラブ」という大人を対象とし
た情報を交換する新たな活動を開始。季節や目的に合わせたトピックや
テーマごとに実施を予定しております。「やりたいこと」「やってみたいこと」
を皆様といっしょに活動していきたいと思っております。今後とも、どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。
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ヒューストン日本商工会

常設部会長ご紹介

鉄鋼部会長

運輸･サービス･金融・貿易部会長

大野 寛

藍谷 早苗

NIPPON STEEL NORTH AMERICA, INC.

Pasona N A, Inc.

昨年11月に北米内事務所のヒューストン集約により、ニューヨークから
転勤してまいりました。米国留学・中国（上海）駐在に続き、3回目の海
外生活です。移転当初は、天候をはじめとした生活環境や自動車の運
転マナーの違い等に戸惑うこともありましたが、今ではヒューストンの素
晴らしい雰囲気にすっかりと馴染み、週末のゴルフや休暇中の国内旅
行を含め、おかげさまでとても楽しく有意義に過ごしております。
日本商工会では、昨年11月より鉄鋼部会長を務めさせていただいて
おり、本年5月にはエネルギー部会様と合同でテキサス杯「商工会会長
杯、ユナイテッド杯」の幹事を担当させていただきました。今後とも様々
な機会を通じて、会員の皆様方と交流・親睦を深めてまいりたいと考え
ておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

機械･電子部会長

生活・情報委員長
飯村 慎一
＜お助けマップ・読み聞かせ・あそぼーかい＞
Tadano America Corporation
根本真樹子
2021年10月にヒューストンに赴任しております。
Kintetsu International Express (U.S.A.), Inc.
これまでシンガポール、ドイツに駐在し、今回が3
度目の海外駐在となります。コロナ禍により、駐在
のタイミングが約半年遅れ、又、駐在開始後も会社がリモートワーク主体
であった為、この春からようやく社員全員が揃うようになり会社の中に活
気が出て来ました。これまで出張でヒューストンには何度か来ておりまし
たが、まだ1年足らずですがヒューストンで過ごし、まだまだ日々色々と
学んでいる最中です。アメリカは初めての駐在ですが、過去の駐在地と
は異なったダイナミックな動きをしっかりと受け止めたいと思っておりま
す。当初は単身生活で、食生活や運動不足など相当乱れておりました
が、春先から家族が合流し、大分軌道修正が出来てきたと実感してお
り、家族の有難みを改めて感じています。
当社の駐在員も、コロナ禍で社外交流が難しかった時期もありました
が、今後、商工会の交流イベントにも参加させて頂く様にしていきたいと
思っております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

エネルギー部会長
土井 学
JX Nippon Oil Exploration (U.S.A.) Limited
2022年4月にヒューストンに参りました。これまで
にサウジアラビア、エジプト、マレーシアへの赴任
を経験しましたが、米国は初めての駐在です。当地のビジネスのダイナ
ミックさを日々実感しています。一方で、COVID-19のパンデミックを通し
て、生活や仕事に対する考え方が大きく変わりました。社会の変化が大
きい時こそ、新しい価値を生み出すチャンスであると思っています。エネ
ルギー部会長としてヒューストン日本商工会の活動に少しでも貢献でき
るよう努めてまいります。何卒よろしくお願いします。
ヒューストンはアメリカ有数の都市だけあって、ビジネスのみならずプラ
イベートのアウトドアやインドアのアクティビティもその多種多様な選択肢
に目を見張ります。アメリカ、そしてテキサスならではの生活の楽しみ方
ができると期待しています。アメリカ初心者なので、是非皆様から色々と
教えていただければ幸せです。
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ヒューストンに移住して約10年が経とうとしており
ます。ロンドン、福岡にそれぞれ5年おりましたが、
ヒューストンの気候、住みやすさをとても気に入っ
ております。趣味は旅行ですが、コロナの影響で楽しみを失った2年間
でした。ここ最近では、旅行計画が立てやすくなってまいりましたので、
メキシコや南米などへ訪れてみたいと思いを馳せております。在宅の機
会が増え、歩くことや体を動かすことが少なくなってからは、ヨガに取り組
み気分転換と体幹を鍛える努力を行っております。
運輸・サービス・金融・貿易部会ではゴルフコンペを実施し、会員の皆
様の親睦の場をご提供させていただきたいと思っておりますが、私自
身、ゴルフがとても苦手でして、不勉強な故、皆様にご迷惑をおかけす
ることがあるかと存じますが、少しでもお役に立てるよう一生懸命取り組
んでまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

物資・化学品部会長
藤澤 豊
Nissan Chemical America Corporation
この度、物資・化学品部会長を務めさせて頂きま
す。商工会の発展に少しでも貢献できるよう、また
会員相互の親睦を深められるよう尽力して参ります。
2018年11月に赴任いたしましたが、コロナ禍で日本に長期期間戻って
おりましたので、昨年夏から実質2度目のヒューストン生活を送っており
ます。平穏な日常が戻りつつある中、ヒューストン生活にも大分慣れ、週
末は家族でテニスを楽しみつつ、ソフトボール、サッカーにも定期的に
参加して身体を動かしております。スポーツを通して交友関係も広がり
大変有難く思っております。休暇の際には、スケールの大きな自然を体
感すべく、米国ならでの長距離ロードトリップとセットで米国内の国立公
園巡りも楽しんでおります。今後とも何卒宜しくお願いいたします。
藤澤豊部会長の訃報に接し、商工会理事委員ならびに編集委員一
同、藤澤様のご貢献に感謝の意を表するとともに、心よりご冥福をお祈り
申し上げます。

令和4年度（2022-2023）10月 商工会常任委員会 議事録
日
時： 2022年11月2日（水）17：00～17：45
会
場： Hilton Houston Post Oak – BLVD Room
出 席 者： 51 名
欠 席 者： 75 名
＊会員消息
10月末現在の会員数は、 名誉会員10名、正個人会員781名（正団体会
員数：114社）、準会員44名で、総会員数は835名となっている。

令和4年度（2022-2023）商工会年次総会 議議事録
日
時： 2022年11月2日（水）18：00～19：00
会
場： Hilton Houston Post Oak – BLVD Room
出 席 者： 64 名
議事録詳細は、商工会HPの「会員専用ページ」を参照。
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アメリカと日本の
キャッシュレス市場について
アメリカと日本には様々な違いがありますが、一つ代表的なものとして現
金の取り扱いが挙げられるかと思います。今回は、アメリカと日本のキャッ
シュレス市場についてご説明します。
1.アメリカにおけるキャッシュレスの市場規模
私自身もアメリカでの生活では現金を利用する月がないときもあるほど
キャッシュレス化を実感している一人ですが、実際に一般の人が支払いに
利用する手段の調査結果をみると、意外なことに現金取引は20%も残って
いることが図表①から読み取れます。この背景には、消費項目によっては
匿名性の高い現金の利用が好まれたり、若者などクレジットカードが簡単
に発行されない消費者層も多いことで現金を好む傾向が残っていることが
あります。また米国が抱える格差社会の問題も現金取引が根強く残る理由
の一つと言われています。一方、デビッドカードやクレジットカードの利用
は年々増加しており、2021年にはその合算シェアは57%に到達していま
す。

【図表①】決済手段別の取引件数シェア
（出所：Federal Reserve Bank of San Francisco）

このようにアメリカのキャッシュレスの中心はデビッドカードとクレジット
カードですが、その内訳で見るとやはり年々クレジットカードの利用率が増
加しています。デビッドカードについては2019年から2020年にかけて減少
に転じましたが、2020年の新型コロナウィルスの影響により消費者の購買
行動が堅実となり、2021年にはデビッドカードの利用率が再び増加してい
ます。
ここで少しデビッドカード、クレジットカード以外のキャッシュレス決済にも
触れてみます。アメリカでは近距離無線通信機能（NFC）を持ったカードの
普及は遅れていましたが、Apple PayなどのスマートフォンによるNFCを利
用したペイメントの拡大を受け、6割程度の小売店で利用できると言われて
います。このようなモバイルペイメントを持つ人は4割程度いると言われて
いますが、実際の利用は図表①の通り限定的で、今後利用は徐々に拡大
することが見込まれます。
2. なぜアメリカではキャッシュレス化が進むのか
全体の動きとしては、二つの理由が挙げられます。一つ目が、キャッ
シュカードにVisaやMasterなど支払い機能がついたデビッドカードが普及
していることです。そして二つ目が、日本と違ってアメリカでは銀行本体が
クレジットカードを発行していることで、これも普及が進んだ理由の一つと
言われています。
次に小売店側、消費者側の立場に立って考えてみます。小売店側に
とっては、①現金と比べて支払いがスムーズであること、②従業員の不正
を防止できる、③強盗盗難被害のリスクが抑えられるといったメリットがあげ
られます。アメリカならではの事情が普及を進めた一因になっているようで
す。消費者側にとっては、①小売店同様に決済スピードが速いこと、②ク
レジットカード利用によるベネフィットが充実していることが挙げられます。
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3.日本ではキャッシュレス決済進むのか
続いて日本のキャッシュレス化について触れたいと思います。
日本では、図表②の通り充実した現金決済インフラや、小売・消費者
負担等がキャッシュレス化のハードルとなっています。その結果として、図
表③の通り諸外国と比
べてキャッシュレス化に
ついては劣後している
状況にあると言えます。
ただし、今後はインバ
ウ ン ド 消 費 の 獲 得、現
金 コ ス ト の 低 減、決 済
情報の活用によるマー
ケティングを目的に日
本もキャッシュレス化が
進 む もの と思 われ、経
済産業省や金 融庁が
掲げるキャッシュレス比
率を40に引き上げる目
標も2025年頃には達成
すると見込まれます。
日本でのキャッシュレ
ス決済市場において
は、米国と違ってデビッ
ドカードの普及は進ま
ず、EC市 場 の 拡 大 を
背景にクレジットカード
の普及が拡大していく
と 言 わ れ て い ま す。た
だし、日本の場合は加
盟店手数料が米国と比
べて高いため、高いベ
ネフィットは求めづらい
状況が続くものと思わ
れ ま す。ま た、QRコ ー
ド決済領域では多方面
から事業者が参入して
お り、モ バ イ ル 決 済 も
急速に普及していくも
のと見込まれます。
【図表②】（出所：みずほ銀行産業調査部）

4.最後に
今回はアメリカと日本のキャッシュレス化をテーマに記載しました。
個人的には、長いアメリカでの生活でキャッシュレス化が身に付いてしま
い日本に一時帰国した際も極力クレジット決済で済ませるようにしていま
す。クレジットカード以外にも多くの決済手段が登場しています。皆様もご
自身のライフスタイルにあった決済手段を考えてみてはいかがでしょう
か。
（Mizuho Bank, Ltd. 酒井 一宏）

平均25％

【図表③】現金流通残高とカード決済金額の対名目GDP比率
（出所：みずほ銀行産業調査部）
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会社紹介
Pacific Guardian Life Insurance Co,Ltd
（明治安田生命子会社）

正団体会員 代表 藤川真之介 さん

皆さま、アメリカの保険商品はわかりにくく苦手という方も多いですが、
日本語で丁寧にわかりやすくお伝えしております。よく質問で、ハワイに
本社があるのでハワイ出張はありますか？と聞かれますが、（はい） 毎
年年始にハワイ出張がありますのでその時期は今の会社で働いていて
良かった、と感じています。

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。
4年前に転勤でカルフォルニア州アーバイン市から、家族皆でヒュース
トンに引っ越してきました。四季が少ないカルフォルニアと違い、テキサ
スは年間を通して寒暖の差があるので、その季節しか味わえない経験
（ブルーボネット、灼熱、雷雨、寒波、ワニ、蚊 等々）が出来て、大変刺
激的な州だと感じました。
あとは、アメリカの州地図を見ると、テキサス州の広大さに驚きます。こ
れからは、まだまだ行った事がない地域が多いので、キャンプやドライ
ブ等で周ってみたいと思います。

3．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。

1．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。
パシフィックガーディアンライフは、1961年にハワイ州ホノルルに設立さ
れました。
1976年には現在の親会社である明治安田生命が経営参画を行ない、
日本の生命保険会社としてはじめて米国生命保険市場へ進出しました。
現在は、米国西海岸、テキサス州、中西部（イリノイ、ミシガン、オハイオ）
を中心に、個人向け生命保険事業を展開しており、主な取り扱い保険商
品は、個人向け米国積立型生命保険になります。アメリカに駐在中のみ、
ご加入頂ける商品になっておりますので、万が一の保障、将来の学資資
金として、自身のリタイヤメント資金、ドル建て資産形成の一部としてご活
用いただいております。

駐妻のヒューストン日記
第216回

横山英里 さん

ヒューストンに引っ越してきて5年が経ちました。この5年で色々な人に出
会い助けていただき、今楽しい生活が送れています。日本では夫婦共働
きで家事する時間も子供と十分に話す時間もとれず、毎日時間に追われ
た生活をしていました。その生活とは一変してゆっくりゆとりのある生活が
送れています。そこで、ヒューストン生活で私が挑戦していることを4つ紹
介したいと思います。
1. 料理
日本ではスーパーに行けば安くて美味しいお
総菜がすぐに手に入ります。しかし、ヒュースト
ンではなかなか日本と同じようにはいかず、和
食を食べたいなら自分でレシピを調べて作る
しかありません。揚げ物、和菓子、パンなど、
アメリカにある材料を駆使してなんでも作れる
ようになりました。
2. 裁縫
小学校の家庭科の授業以来、針も糸も持った
ことがなかったのですが、お友達に誘われて
始めた裁縫はとても楽しいです。洋裁、キル
ティング、小物類、クロススティッチ、色々な裁
縫に挑戦しています。日本式の小さな小物入
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我が家では、季節ごとに庭で家庭菜園を楽しんでいます。今年の夏
は、ゴーヤ（今年は30本以上収穫）、日本キュウリ、シソの葉（大量）、バ
ジル、ミントなど収穫しました。特にシソの葉
は、手軽に育てられて必要な時に料理で使
えるので重宝しています。
今は日本のサツマイモを植えているの
で、これからの収穫が楽しみです。余談で
すが、ヒューストンの日照時間と気温の関係
で、日本では珍しいサツマイモの花が毎朝
咲いています。もちろん、オポッサム？に食
べられる事もありますが、自然にお裾分けと
いう事であまり対策はしていません。
あとは、ヒューストン商工会主催のゴルフイベントに参加する事が楽し
みの1つです。こちらの方もグランドの芝を刈ってばかりで、中々上達し
ませんが地道に練習あるのみです！

れがなかったら自分で作ってしまえ、自分に合う服が買えないの
であれば作ってしまえっという感覚で、お友達に教えてもらいなが
ら、少しずつ上達してきています。
3. アウトドア
ヒューストンにはすぐそばに広い公園、散歩道などがあり、野生の
ウサギ、リス、カメなどもその辺をうろうろしています。そんな大自
然の中で暮らしていくうちに自然に
ふれ合いたいと思うようになりました。
涼しい季節は家族でサイクリングに
出かけたり、釣りに行ったりしていま
す。これからはキャンプにも挑戦して
いきたいと思っています。
4. 運動
毎朝1時間程度のウォーキングまたはランニングを日課にしていま
す。日本は何も意識しなくても徒歩で買い物へ行ったり、電車通
勤を行うなど、日常の生活の中で体を動かしていますが、ヒュース
トンは車社会なので、意識しないと本当に体を動かす機会があり
ません。そして、高カロリーなものをうっかり食べがちに。そこで、
自分の意思を強く持って運動をするようにしています。来年は
ヒューストンマラソンにも挑戦できるとよいです。
以上、あげたこと以外にもゴルフ、テニス、サーフィンにケーキ作り、ピ
アノ、英会話などなどあげれば切りがないくらいやりたいことがたくさんあ
ります。残り少ないヒューストン生活の中でどこまでできるかわかりません
が、できることからどんどん挑戦していきたいと思っています。
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10月22日、ヒューストン補習校大運動会
が開催された。コロナ期間中の中断を経て3
年ぶりの開催。パンフレットにも「久しぶ
り！」「戻ってきました！」の文字が。開会式
では、村林総領事から、「こうやってみんな
で集まれること自体がコロナから戻ってきた
という証です。精一杯楽しんでください。」と
激励の言葉をいただいた。続いて中学3年生男女による「運動会を心待ちに
していました！」と元気な選手宣誓があり、いよいよ運動会のスタートだ。
最初は全員でのラジオ体操。今回初めて、紅組は赤いシャツ、白組は白
いシャツを着用している。紅白左右に分かれてグランド一杯に広がったところ
に、見上げると雲一つない秋晴れの青い空。赤・白・青のコントラストが鮮や
かに映えた。
最初の競技は、毎年恒例の全校での大玉
送り。幼稚部から高等部までの全員が紅白そ
れ ぞれ 列 になっ て並び 、下 級生 か ら受 け
取った大玉を力を合わせて上級生に送るも、
今年は初めての生徒が多くいるためかなかな
かうまくいかない。3回戦とも紅組勝利で終了。そして、クレメンツ高校日本語
受講生によるよさこいダンスが披露された後、学年競技が始まった。
まずは「なかよくフラフープ」。男女に分かれてスタートし、トラックの反対側
で合流して仲良くゴールを目指す。幼稚部の親子がペアになってリングをつ
なぐ「電撃クラゲ競争」では、親子で一緒に走るはずが、お父さんに引きずら
れている子供もいたような…。中学年の障害物競走の後は、お待ちかねの
「チェッチェッコリ玉入れ」。小学1年生の親子が音楽に合わせてリズム良く腰
を振って踊る姿は本当に可愛らしくて癒される。観客席も一緒になって大盛り
上がりとなった。

教育コラム

帰国子女中学入試

海外在住の小学生にとって、中学受験は一般的なものではありませ
ん。中学受験が盛んな地域が限られていますし、帰国子女のための
特別枠が設けられる学校となりますと、更に少数となります。しかし、も
しそのタイミングで、その地域に帰るのならば、大きなチャンスを与えら
れることになります。首都圏にお住まいであったなら、いわゆる難関中
学に合格するのに、どれほどの努力が必要であるか、充分にご承知の
ことと存じます。その難関校の中には、海外から帰ってきた子供たち
を、他の受験生とは別枠で受け入れてくれる学校があるのです。こう書
くと曲解して帰国枠受験は『簡単』、『楽』だと受け止める方がいらっ
しゃるのですが、そこは誤解なさらないでください。
平日は現地校に通い、更に、高度な国語力や算数力を身につける
ことがどれだけ時間のかかることかをお考え下さい。算数で申します
と、小4の段階で公立の小学5・6年生が習う計算や図形の求積問題は
ほとんど終わらせています。受験までに教科書には一切出てこない特
殊算や本来中3で習う「相似」や高1でならう定理を使いこなせる力を
つけるのが受験勉強なのです。国語も然りです。
帰国枠で受験する場合には、各中学校で定められた受験資格を満
たす必要があります。その資格は『海外在住年数が継続して2年以上』
『帰国後1年以内』が基本になります。中学校により異なりますので、各
校へご確認ください。
また、英語ができる場合、帰国枠入試を有利にすすめることができま
す。ただ、英語圏から帰国した生徒がだれでも歓迎されるわけではあ
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高学年の障害物競争は「目指せ、パリ！」
と「やっぱりパリ！」。（3年前の運動会では
「めざせ、東京オリンピック！」というタイトル
だった。時の流れを感じる。）続く中高等部の
競技は「大玉様お百度参り」。二本の棒に大
玉を乗せて運び、目玉おやじの邪魔をかい
くぐりながら、お賽銭を模した玉入れをする。
最後の競技は選抜選手による紅白リレーだ。各チーム次の走者へスムー
ズにバトンが渡っていく。高学年になるほどスピードがあがり、真剣そのもの
の勝負は迫力満点。応援席からは紅白の枠を超えての大声援がグラウンド
中に響きわたった。
全 競 技 が 終 わ り 、 結果 は 僅 差の277対
269で白組の勝利。白組、優勝おめでとう！
園児・児童・生徒全員が一生懸命に取り組
み、勝ち負けには関係ない大切な何かを感
じることができたのではないだろうか。
閉会式では校長先生の言葉が印象に
残った。「幼稚園から高校生まですべての在校生が参加するイベントが、3年
ぶりの開催で時間通りに進むとは正直想像していなかった。無事にできたこ
とだけでも奇跡的。これはすべての人の思いと協力の賜物であり、まさにミラ
クルです！」 「過去43回の歴史を受け取り、こうやって次にバトンをつなげる
ことができる喜びをみんなで分かち合いたいと思います。」
最後になりましたが、準備・運営に携わった教職員の方々・中高生・保護
者ボランティアの皆様、本当にお疲れ様でした。そして、この運動会を支えて
くださったすべての皆様に心より御礼申し上げます。ありがとうございました。
（補習校運営委員 桐山）
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りません。受験生の中でも競争がありますし、
中学が求めている「英語力」と受験生の「英
語力」がかけ離れている場合も少なくありま
せん。現地校に通い友達もたくさんでき、楽
しそうに通ってくれているとご父母の方はわ
が子の英語力に自信を持つものですが、そ
れが入試で通用するかどうかは個人差の大
きいところです。現地校に通っているだけで帰国枠入試のレベルの英
語の力を身に付けられる生徒さんももちろんいらっしゃいますが、その
レベルには遠く及ばない生徒さんも残念ながら数多くいらっしゃいま
す。まずはお子様の英語の実力がどの程度であるかを的確に把握す
ることが必要でしょう。
中学校が優遇してくれる『帰国子女』は、ある意味で日本の受験シス
テムの外で、のびのびと育った子供たちが期待されています。といっ
ても、準備が疎かになれば中学に入ってから学力差に悩むことになり
ます。受験勉強で「鍛えられた」同級生と一緒に勉強していくには、同
等のレベルである必要はないまでも、その内容に通じている必要はあ
るでしょう。
中学受験、高校受験、大学受験を比較した時に、帰国生のための
配慮がもっとも少ない高校受験については、紙面のスペースの問題で
今回は特筆できませんが、またの機会に執筆させて頂きます。

(ena 池田 聡)
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☆あそぼーかい☆
10月のあそぼーかいは「運
動会」をテーマに開催しまし
た。人気キャラクターのとら
おくん、とらこちゃんは紅白
のハチマキ姿で綱引きをし
ながらの登場です。いつもと
は少し違う雰囲気に子ども
達も興味津々でした。
小さな子達には馴染みの
▲紙芝居
ある「アンパンマンのサンサ
ン体操」で体を動かした後は、運動会の「かけっこ」にちなんだ紙しばいを
読みました。2匹のわんちゃんが助け合って一緒にゴールする温かいお
話にみんな真剣に聞き入っていました。工作は秋の味覚、ぶどう作りで
す。細長く切った折り紙を輪っかにして紙皿に貼っていきます。紫や緑、
みんなそれぞれの素敵なぶどうが出来上がり
ました。輪っかにした折り紙に両面テープを
貼ってあげれば、2歳半から3歳くらいのお子
様だと自分でテープをはがせるので、お家で
も手軽にできる工作です。
さぁ、いよいよ「あそぼーかいプチ運動会」
の開幕です。まずは綱引き。綱に模したタオ
ルをママと引っ張り合いました。戸惑いながら
タオルを握りしめていた子もいれば、ママに
勝とうと一生懸命引っ張っていた子もいまし

た。ママには勝てたかな～？次は玉入
れ
です。スタッフが持つ籠にボールを入れ
て
もらいます。初めての玉入れに戸惑って
い
た子も、一つ入った後は嬉しそうに一生
懸
命どんどん入れてくれました。あっという
間
に出していたボールが全部籠の中へ入
り、
大盛り上がりのまま幕を閉じました。
あそぼーかい最後はお誕生日会。10
月
生まれのお友達にメダルをプレゼントし
て、みんなでHappy Birthday to Youを
歌ってお祝いしました。お誕生日月（前
後
月）にはメダルと歌のプレゼントがありま
す
▲工作
ので、是非、遊びに来てくださいね。
今月は日本の秋の一大イベント、運動会を実施しました。今年は3年ぶ
りに補習校の運動会も開催されますね。今回、参加してくれたお友達は
運動会を初めて知った子も多かったかもしれませんが、あそぼーかいを
通して、少しでも日本の行事を楽しんで体験してもらえれば嬉しいです。

あそぼーかい今後の開催
*スタッフは随時募集中です。
pecan.asobo@gmail.com
12月8日（木）10:00〜、10:30〜（同内容）予約制
です。
予約は下記からお願いします。
やむをえず中止や予定変更になる場合は、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。

▲玉入れ

ヒューストン日本商工会の生活・情報委員会傘下の新たなボランティ
ア活動として10月よりスタートした三水会クラブ。第一回目のクラフト会で
は、「10月と言えばハロウィン‼」という事で、ハロウィンのGoody Bagsをみ
んなで作りました。今回はSizzixのカッティングマシーンを使い、ダイカッ
トしたハロウィンのペーパーを貼り合わせてBoxを作りました。そしてBox
にはハロウィンのタグとリボン、スタンプしたものをハサミでカットして箱に
飾り付けをしていきました。

コロナ禍で人と集まる事が出来なかったここ数年、引きこもり生活が続
き、なかなか外に出るきっかけがない方も多いかと思います。今回ご参加
頂いた方からも久しぶりに沢山の人とお喋り出来て楽しかった！！との感
想をいただきました。新しい活動に参加するのは少し勇気がいるかもしれ
ませんが、毎月1回三水会クラブは色々な催しを開催する予定ですので
是非ご参加お待ちしております。

箱を組み立てている人、スタンプ
している人、お話も盛り上がって
います。

12月の予定

出来上がった作品を持って記念写真
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日 時：12月7日（水）
テーマ：クリスマスクラフト
お申込みはこちらから
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【旅行記】

優雅さ溢れるおとぎの国の大邸宅
ビルトモア・エステート
クリスマスキャロルが微かに聴こえる心ときめくホリデーシーズンがやって
来ます。ヒューストンの住宅街は、キラキラとしたイルミネーションが装飾さ
れ、雑貨屋さんには赤や緑を主とした色鮮やかなリースやツリーなどのクリ
スマスグッズで溢れかえります。そんな煌めく季節に少し足を延ばし、ちょっ
ぴり贅沢なロマンチック気分を味わってみては如何でしょうか。

ライトアップされたビルトモア・ハウス

この度のお勧めは、ノースキャロライナ、アッシュビルにあるビルトモア・エ
ステート(Biltmore Estate)です。アッシュビルといえば、美しいブルーリッジ
山脈で知られています。ビルトモア・エステートに向かう道中は、タイミング
が良ければ紅葉もあり、どことなく日本に似たような懐かしい風景を目にす
ることができます。
ビルトモア・エステートとは、鉄道王と呼ば
れるコーネリアス・ヴァンダービルトの孫、
ジョージ・ワシントン・ヴァンダービルト2世に
より、夏の別荘として1889～1895年に6年も
の歳月をかけて建設された、フランスルネサ
ンス形式のアメリカで最も大きな個人のお屋
敷です。ビルトモア・エステート内の一番の
お目当ては、ビルトモア・ハウスです。門から
ビルトモア・ハウスへは車で25分ほどかかる
という壮大な敷地です。車中から見える景色
は、広々とした芝生と紅葉のコントラストが絶
妙な美しさを放っていました。ビルトモア・ハ
ウスに到着すると、そこは正にヨーロッパに
見られる森の中のお城のようでした。
ホリデーシーズンのこの時期は、ツリーデ
ザイナーが1年かけて製作した何十本もの
デザイナ－による美しい
ゴージャスなクリスマスツリーを観ることがで
クリスマス・ツリー
きます。

食卓テーブルの上や壁などに施
された素敵な装飾、黄金時代といわ
れた頃の美術品や家具は、ため息
が出るような美しさです。
この時代に最先端技術を使った
エレベーター、地下にはプール、ボ
ウリング場やハロウィンルームもあり
ます。美しい螺旋階段や華やかな図
書館にも魅了されました。ビルトモ
クリスマス・グッズが施された豪華な食卓 ア・ハウスでのランチには、牛舎を改
装したという一風変わったレストランがあります。そのレストランでは、敷地内
の農場で作られている質の良い食材を使用し、美味しい南部料理を提供
しています。
見るだけでも楽しめるギフト
ショップでは、いくつもの素敵なク
リスマスマスツリーが飾られ、街中
の雑貨屋さんでは見受けられな
いようなお洒落なオーナメント、
工芸品やスイーツなどが販売さ
れています。
ビルトモア・ハウス内の夜の時
牛舎を改装したレストラン
間帯には、暖炉とキャンドルに火
を灯し、生演奏がより一層クリスマス
ムードを盛り上げてくれます。
そん なロ マンチ ックな雰囲気を味
わった夜には、ビルトモア・ハウスのよ
う な エ レ ガ ン ト な ホ テ ルThe１Inn１on
Biltmore Estateが最適です。
敷地内には他に2つのホテルがあり
ます。1番新しいホテルのVillage Hotel
on Biltmore Estate とVIPのための個人
コテージCottage on Biltmore Estateで
す。
ビルトモア・ハウスのクリスマスイベン
トは、2022年11月4日〜2023年1月8日
までビルトモア・クリスマス（Christmas
at Biltmore）2022年11月4日〜2023年
お洒落なギフトショップ
1月7日までキャンドルライト・クリスマス
イブニング（Candlelight Christmas Evening）があります。
その他、4月には巨大卵を見つけるイースターエッグハント（Easter１Egg
Hunt）、4月から5月には外のお庭に130000本ものお花が咲き誇るビルトモ
ア・ブルーム（Biltmore Blooms）などがありま
す。
二つの山脈に囲まれた自然豊かなアッシュ
ビル、ビルトモア・エステートで特別なホリデー
シーズンをお過ごし下さい。
一日中楽しめるビルトモア・エステートの日
帰りの入場は、早い目の時間帯でのチケット
予約がお勧めです。 （編集委員 富田依子） 明るく華やかなエントランス

三水会センター: ホリデー期間の休館日及び図書返却日のお知らせ
ホリデーシーズンには三水会センター(図書館、商工会及び補習校事務局)が下記日程で休館となります。なお、休館に伴い図書返却日
も一部変更されます。

休暇期間 ： 2022年11月24日 (木) ～11月28日（月）
貸出変更 ： 2022年11月10日（木）～11月12日（土） 3週間の貸し出し

休暇期間 ： 2022年12月24日（土）～2023年1月3日（火）
貸出変更 ： 2022年12月10日（土）～12月20日（火） 4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関する情報は商工会ホームページに掲載いたしますので、各自お確かめの上、ご来館いただ
きますようお願い致します。
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今月号は安井理先生から血液内科がご専門の景山裕紀先生にバトンが移りました。

第215回

エイズってまだあるの？と言わないために
医師（ベイラー医科大学 博士研究員）
景山裕紀

新規感染者は170万人で、3800万人がHIVと共に暮らしているという状況
です。特にアフリカ諸国などの発展途上国に多く、これらの地域では女
性、妊婦の感染も多く、世界レベルでは今もなお公衆衛生上の大きな問
題となっています。
さて、ここまでお読みいただいた読者の方々は、「私は性交渉の相手が
特定のパートナー1人だけなので関係ない」と思われた方も多いと思いま
すし、実際に日本の感染状況を考えるとリスキーなコミュニティーに属し
ていない限り感染の可能性は低いと考えられます。しかし、自分は大丈
夫でも、パートナー、自分の過去のパートナー、パートナーの過去の相
手がみな適切な感染予防行動をとっていたと自信を持って言えるでしょう
か。また同僚、親戚、友人がHIV感染者だと知った時、今までと同様の接
し方ができるでしょうか。

はじめまして、2022年4月に三重県からヒューストンに参りました景山裕
紀と申します。日本では血液内科医として血液疾患、骨髄移植などの診
療と研究に従事しておりましたが、血液診療の傍ら、HIV感染症、いわゆ
るエイズの診療も行っていました。先日、非医療従事者の友人に「エイ
ズってまだあるの？」という素朴な質問をされ、医療従事者と一般社会と
の認識のギャップを思い知らされるという出来事がありました。今回は、皆
様にとって名前は聞くけどよくわからない存在のエイズについて、基礎知
識を再確認し正しい理解ができるよう、情報提供をさせていただきます。
1981年にアメリカで初めて報告されて以降、世界中を恐怖に陥れたエ
イズですが、40年以上経った現在も「まだあるの？」という質問に対する
答えは、「まだまだある」というのが現状です。しかし医療の進歩はめざま
しく、一部の手遅れの例を除いては、昔のように発症したら死を待つのみ
というような恐ろしい病気ではなくなりました。一方で、現在の医療技術で
はまだ完治させることができないのも事実です。
まず基礎知識として、HIVとエイズの違いをおさらいしておきましょう。
HIVはヒト免疫不全ウイルスの略語で、免疫を司るリンパ球という白血球
に感染し、免疫力を低下させます。エイズは後天性免疫不全症候群の略
語で、HIV感染により免疫力が低下することによって発症する病気です。
つまりHIVはエイズを引き起こすウイルスの名前、エイズは病気の名前で
す。新型コロナウイルスと、COVID-19の関係と同じですね。HIVに感染し
ても症状がすぐに出ることは少なく、数年はほとんど自覚症状がありませ
ん。その間にHIVが体内で増加し免疫力が低下し、その結果として健康
な人なら防げるような感染症や悪性腫瘍などにかかりやすくなる、つまり
エイズを発症します。
主な感染経路は性行為、血液感染、母子感染の3つですが、日本では
性行為による感染が9割以上を占めています。日本の2021年の新規HIV
感染者およびエイズ患者は1057人で、2013年をピークに少しずつ減少
傾向となっています。約6割が男性の同性間性的接触によるもので、年齢
では20歳代〜40歳代に多い傾向があります。一方、世界では2019年の
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特定のパートナーだけとの性交渉であれば100パーセント安全かという
と、残念ながら答えはノーです。例えばいま交際しているパートナーは一
人でも、どちらかの過去の相手がHIVに感染していてこれまでに適切な
感染予防をおこなっていないような場合には、感染する可能性がありま
す。また患者さんの中には、奥さまとお子さんの4人家族の男性で、最近
インターネットで知り合った男性と関係を持つようになり感染した、というよ
うな方も少なからずいらっしゃいます。このような点から、性行為の際の適
切な感染予防が重要となってきます。エイズの予防には、コンドームを正
しく使った性行為が最も有効とされています。コンドームを正しく使わない
性行為の経験が一度でもある場合は、HIV検査を受けることが推奨され
ます。HIV感染は他人事ではなく、いまだ身近な問題であるという認識が
必要です。なおHIV検査は日本では保健所で無料かつ匿名で受けるこ
とができるので、少しでも心配がある場合は検査を受けることをお勧めし
ます。アメリカではクリニックでの検査に加え、セルフテストキットも販売さ
れています。
HIV感染症・エイズの治療は飛躍的に進歩しており、まだ完治はできな
いものの、早期に発見して適切な治療を継続すれば、感染していない人
とほぼ同等の寿命、社会生活を送ることができるようになりました。感染に
より死亡率が低くなった分、HIVと共に暮らしている人の数は増加してお
り、一般社会でHIV感染者に出会う確率は以前よりも高くなっています。
そして、残念なことにHIV感染者に対する偏見、差別が、感染者が社会
で生活しづらくなる原因の一つとなっています。HIVは体液内でしか生存
できないウイルスであり、握手、軽いキス、せき、くしゃみ、汗、トイレの便
座、お風呂、飲み物の回し飲みなどでは感染することはありません。また
適切なHIV治療を受けて血液中のHIV量が検出限界未満に抑えられて
いるHIV感染者からは、性行為によって他の人にHIVが感染することもあ
りません。
エイズに対する正しい知識を持ち、しっかりと予防しましょう。また正しい
知識を持つことで、HIV感染者に偏見を持つことなく、普段通り接するこ
とができるようになるはずです。

次回は放射線科がご専門、MDアンダーソンがんセンターで研究をされ
ている南口貴世介先生です。南口先生とはヒューストンのアパートに1ヶ月
違いで入居し、今ではすっかり飲み友達になりました。関西弁でいつもニコ
ニコしている楽しい先生です。
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Vol.2 オスカーのための動物病院探し
川原志津香（家庭犬しつけインストラクター)
犬と暮らしていると、動物病院のお世話になるものです。子犬は生後5ヶ
月ぐらいまでの間に3回は予防注射を受けます。予防注射の種類によって
有効期間は異なりますが、成犬も1年から3年おきに動物病院で再接種を
受けます。また、犬も体調を崩したり怪我をしたりすることがあります。下痢
をした、咳が出る、目を痒がるといった症状が続く場合や、足の裏を切って
しまった、骨折をしてしまったような場合は病院で治療を受けます。
突然具合が悪くなって焦ることがないよう、私は犬を連れて引っ越しをし
たときは、早めにかかりつけの動物病院を探
すように心がけています。
ではどのように動物病院を探せば良いで
しょうか？私はまず自宅の周りの動物病院を
探してみることから始めました。車で走ってい
て偶然見かけることもありました。Googleマッ
プで”Animal Hospital”と検索すると自宅から
車で10分圏内に動物病院が10軒以上見つ
かりました。自宅周りで犬と暮らしている人に
どこの動物病院にかかっているかを聞いてみ
たりもしました。インターネットの口コミ評価も
参考にしました。こうして調べていくと、たくさ
んの情報が手に入ります。
私がかかりつけの動物病院を決める際に特
に大切に思っていることが二つあります。一
▲いざ、緊張しながら、 動物
つは獣医さんとの関係、もう一つは自宅から
病院へ
の距離です。動物病院の規模や獣医さんの

ドアの向こうはインド

本格インド料理店

「Bombay Palace Indian Restaurant」
それは、ちょっと寂れた感じの、アメリカの小さい町ならどこにでもあるよう
なストリップモールのレストラン。駅前留学か、どこでもドアか、一歩中へ入
るとそこはまるでインド（行ったことないけど）。入り口には、新婚さんが座っ
て写真を撮りそうな白いレースと白い花で飾られたおしゃれなベンチがあ
り、部屋の真ん中の天井からは重々しいドレープが吊り下がってインドの
宮殿風だ（行ったことないけど）。
ニコニコ顔で迎えてくれたのは、小太りの若いインド人だ。「2人」と指で
伝えると、テーブルがいいかボックスがいいか、訊かれた。ボックスを選ぶ
と、好きな席にどうぞ、と言うので、ボックス席に沿って奥へ進む。真ん中あ
たりの席に座ろうと近づいたが、磁石のプラス極がプラス極に近づいた時
のように身体がフイッと離れた。白いテーブルクロスのちょうどお腹辺りの
部分に大きなシミがあったから…。何気ないふうを装って次のテーブルに
近づく。そこのテーブルクロスも汚れていたが、そこのほうがマシだったの
でそこに座った。これぞインドか？（行ったことないけど。）店の奥にしつら
えられたバーの向こうには大きなテレビが置かれ、ボリウッドダンスを流し
続けてインドの雰囲気を盛り上げ（ようとし）ている。
席に着くと、「ナンは、プレーン、バター、ガーリックのどれがいい？」と訊
かれたので、ガーリックを選ぶ。ウェイターはにっこり笑ってうなずくと、
「じゃあ、どうぞ」と言って店の
奥を指さした。その方を見ると、
Lunch Buffetの文字が。気付か
ず に 入 っ た の だ が 、 ラン チは
ビュッフェしかないらしい。（ある
かもしれないが、多分ほとんど
の人がビュッフェなのだろう。）
はっきり言って、メニューに書
かれたインド料理の名前と説明
を見てもどんな料理かよくわか
らないので、ビュッフェは大歓
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人柄によっては、犬の症状や今後の治療について時間をとって話をしにく
いこともあります。一方で、限られた時間とはいえ、飼い主の話を聞いて治
療の選択肢を教えてくれてベストな方法を一緒に考えてくれる獣医さんも
います。大げさな言い方をすれば、犬の命に関わることかもしれませんか
ら、この人なら安心して話が聞ける、相談できると思える人にホームドク
ターになってもらいたいと思っています。こ
ればかりは、自分で確かめてみるしかありま
せん。情報収集をして動物病院の目星を
つけたら、引っ越し後の犬の健康診断のた
めにと予約を取り、獣医さんと話をしてみる
ことにしています。
今回の引っ越し後も、オスカーのために
良いと思った動物病院を訪れてみました。
そこは、アメリカ人の友人が自分の犬のか
かりつけの動物病院にしていると教えてく
れたところで、女性の獣医さんが一人で診
療している動物病院でした。日本からきた
話を興味深そうに聞いた上で、今後必要な
予防注射についてもわかりやすく説明して
くれました。オスカーは日本の保護団体か
ら4歳のときに引き取った犬なのですが、他
人も他犬も苦手です。必要なケアができる ▲診察台の上でご褒美をもらうこ
ように口輪にも慣らしてありますが、そのこと とで、動物病院に慣れていきます
についても理解を示してくれて、オスカーが
一番診察を受けやすい方法を考えましょうと言ってくれたことが、この先生
をホームドクターにしようと思った決定打でした。
こうしてオスカーのための動物病院が無事決定。欲を言えばもう少し自
宅から近い場所が良かったのですが、安心して日頃の相談ができることを
重視することにしました。緊急の場合に備え、自宅から近い救急病院も一
度下見にも出かけました。備えあれば憂いなし、です。
迎だ。早速座ったばかりの席から立ち
あがってビュッフェに向かう。テーブル
クロスとは対照的に、お皿は真っ白で
ピカピカに磨かれ清潔そうだ。その隣
でインド料理が「さあ、来い!」と私を待
ち構えている。
レタス、めちゃめちゃ辛い玉ねぎ（食
べ終わってからウェイターに「これは辛
いよ」と言われた。遅いよ。）、３種類の
ソース、豆腐のミートボール風、ポテト
のサモサ、白いライス、チキンチャーハ
ン、レンティルカレー、野菜カレー、チ
キン カ レー、ゴ ー トカ レー（ 超お スス
メ!）、タンドリーチキン、ハチミツの海で
溺れているドーナツホール、ライスプディング…などなど。インド料理の
コースを楽しめる品ぞろえで、どれも本格的なインド料理だった（行ったこ
とないけど）。席に戻ってくるとテーブルに置かれていたナンもとても美味し
かった。インド料理初心者には、このようにいろいろな料理を少しずつ味わ
えるビュッフェスタイルは入門編としては最適だ。
ウェイターと目が合ったので、「これ、あなたが作ったの？」と訊くと、「自
分は食べ専。作ったのはお父さん。」とのこと。お父さんが料理を作り、息
子が味見と店番を担当している店だった。「どの料理も美味しい。」と言う
と、ニコニコして「Very authentic!」と応えた。
ところで、さっきからしつこく「行ったことがないけど」と繰り返しているくせ
に、なぜこの店が「本格的なインド」であると思ったのか?それは、私たちが
店に入ったときにいた8人連れのお客さんが全員インド人だったから。そし
て、私たちの後にこの店に入ってきたお客さん5組も全員インド人だったか
ら。つまり、この店は、インド人に「本格的なインド料理店であるぞよ!」という
お墨付きをもらっている店だと言えるのではないか。インド人が認める本格
インド料理。内装もテーブルクロスも含めて、インド人にとってこの店はリア
ルインドなのだろう。
ひとり$15.99(プラス税)で、腹も懐もすっかり満足した私は、目にこびりつ
いたボリウッドダンスのステップでドアを出てテキサスに戻った。
(編集委員 佐藤暁子)
Bombay Palace Indian Restaurant
829 Mason Rd # 265-270, Katy, TX 77450
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CHRISTMAS in HOUSTON☆2022
アメリカのホリデー商戦が始まると、1年も年末に向けて慌ただしく加速し
ていく感じがしますね。クリスマスというと日本はイブにショートケーキやチ
キンを食べるのが定番ですが、伝統的なクリスマスを楽しめるのもアメリカ
ならでは。今回は、ヒューストンで過ごすクリスマスの楽しみ方をご紹介しま
す。

Nutcracker Market &「くるみ割り人形」バレエ
11月から先陣
を切って始まる
「くるみ割り人
形(Nutcracker)
マーケット」は、
ヒューストンをク
リ スマ ス へと 切
り替えてくれる
イベントです。
ホリデーシーズ
ンの前のデコレーションやギフト品などが販売
され、売上の一部はヒューストンバレエ団に寄
付されます。ヒューストンバレエ団は日本人ダ
ンサーが多く在籍しており、マーケットの開催
期間はすでに終了していますが、11月下旬よ
り 上 演 さ れ る 「 く る み 割 り 人 形 」 は 、Holiday
Traditionとなっています。

「第九」より「メサイア」
ヒューストン・シンフォニーでは12月、クリスマスソング「Very Merry
POPS」や「メサイア」を上演しています。日本では年末といえばベートーベ
ンの「第九」というイメージですが、アメリカではハレルヤコーラスで有名な
ヘンデルの「メサイア」がポピュラー。地域の教会ではメサイアの合唱に
Sing-A-Longで参加できるところもありますので、コーラスがお好きな方は
挑戦してみてはいかがでしょうか。
St. Peter’s Methodist Church (Katy) Messiah Sing -A-Long ： 12月4日

クリスマスイルミネーション＆ホームツアー
ビジネス街や商業施設は華やかにクリスマスデコレーションが施され、ク
リスマスムードを盛り上げてくれますね。ギャレリアモールにはアイスリンク
と共に巨大なクリスマスツリーが登場、豪邸が立ち並ぶリバーオークス邸
宅エリアのクリスマスライツは一見の価値ありです。一般の住宅街では、
ヒューストン北西のPrestonwood、Heightsも人気です。さらに、さまざまな
団体がファンドレイジングのイベントとして、一般のお宅のクリスマスデコ
レーションツアーを企画しています。ツアーは自分で指定された住宅をド
ライブして回ります。

教会で観るクリスマス降誕劇
もともとクリスマスはイエスの降誕を祝うもの。教会ではキリストの降誕劇
を再現してくれるので、讃美歌やクリスマスの意味に興味がある方におす
すめです。ボランティアの方々によって行われる劇でも、伝統的なスタイル
から歌って踊るブロードウェイ顔負けの本格的なものまで。教会員ではな
くても見にいくことができる所もありますので、チケットの購入はお早めに。
First Baptist Church (Katy) ： 12月9、10日

ホームツアー・フォートベンド（Rosenberg） ： 12月9、10日

Second Baptist Church (Woodway) ： 12月17、18日

今年のクリスマス。コロナ禍で中止になっていたイベントも復活しているの
で、計画を立ててヒューストンのクリスマスを楽しみたいですね！！
（ファーガソンステガー仁美）
編 集 後 記

■開催中 - Jan. 1
Galaxy Light @ Space Center Houston
クリスマスシーズン恒例の宇宙センターのイルミネーションです。夜6時から10時まで
オープンしていますが、当日券の販売は9時までとなっているのでご注意ください。そ
の他、ヒューストン各所のイルミネーションについてはこちらのサイトもご覧ください。
■Dec. 2 - 4
Dickens on Ｔhe Ｓｔrand @ Strand Historical District, Galveston
「クリスマスキャロル」の作者チャールズ・ディケンズが生きた19世紀のロンドンがガル
ベストンに蘇ります。ヴィクトリアンスタイルに身を固めた紳士淑女のパレードやステー
ジショー、ショッピングをお楽しみください。
■Dec. 3 - 4
Houston Women’s Expo @ George R. Brown Convention Center
女性のためのビッグイベントがやってきます。女優や作家など有名人の講演にファッ
ションショー、マッサージ、メイクアップ教室、アクセサリー作りなど女性向けのプログラ
ムがぎっしりと詰まっています。
■Dec. 6 - 24
Mary Poppins @ The Hobby Center
ディズニーの名作映画メリー・ポピンズがミュージカルになってやってきます。タイト
ルは知ってるけどどんな話かよく知らないという方は是非この機会にご覧ください。
■Dec. 15, 17, 18
Very Merry Pops @ Jones Hall
クリスマスを飾る様々な歌をブロードウェイの歌手N’KengeとHouston Symphony合唱
団がお届けします。また1週前の12/9 - 11にはクリスマスの伝統、ヘンデルのメサイア
のコンサートも企画されてます。
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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長かったヒューストンの夏も、ようやく終わりに近づいてきたようで
す。開けたドアから入ってくる空気が、思いのほかひんやりと涼しく、
秋がそこまで来ていると感じます。
夏の気温がひいたこの空気を感じると、通りすがりにほのかに香る
金木犀や、澄み渡った空に映える紅葉の美しさ、黄色く色づくイチョ
ウの木々といった、日本の秋が懐かしく感じられます。ヒューストンで
はこういった紅葉が見られないだろうと思っていましたが、去年の秋に
訪れたアーカンソーで、赤や黄色に色づいた森の中の一本道を車で
走ったときは、久しぶりの紅葉に心が躍りました。小雨にけむる赤や
黄色の木々、そこに濡れた路面が、上等なサテンのリボンのような滑
らかな光沢を持ち、波打ちながら真っ直ぐに伸びる道路とのコントラス
トを成すという、日本では見ることのできないダイナミックな景色に感
動しました。
このガルフストリーム11月号が発行される頃はちょうどサンクスギビン
グ前で、行く先々の店頭がオレンジ色や黄色のデコレーションに染ま
り、華やかな雰囲気になっていることでしょう。アメリカに来る前には、
なじみのなかったサンクスギビングですが、いろいろな人や事柄に感
謝をするこの行事が大好きです。わたしも日々の生活を振り返り、自
分を支えてくれている家族や友人たちへの感謝の気持ちを大切にし
たいと思っています。
（編集委員 安田千代）
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
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ヒューストン日本商工会
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