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≪大寒波≫ 
2月15日未明から30年ぶりと言われる大

寒波がテキサスを襲いました。筆者は

ヒューストンで5回目の冬となりますが、何

度か氷点下や降雪を経験したものの摂

氏マイナス10度という最低気温の予報に

半信半疑の思いもあり、ここまでの事態は

全く予想できませんでした。数日間に亘

る大規模な停電と断水に見舞われ、また

物流の断絶も相まってスーパーでは水は

もちろん肉や魚等の生鮮食糧品も手に

入らないという2017年ハリケーンハービー

以来の大規模な自然災害被害をもたら

す結果となりました。 
  
この数日間に及んだ大規模な停電について今後、テキサス州の送電網

を一括管理・運営するERCOT（テキサス州電気信頼性評議会）を中心に

原因究明と今後の対策が検討・協議されることとなりますが、現状問題点

として下記3点が挙げられています。 
   
  ・発電及びその関連設備の寒さ対策不備 

  ・電力の容量市場の不整備 

  ・他の州から独立した送電網 
   
いずれも有事の際に備えた対策や制度整備が不十分だったという指摘

です。氷点下で稼働停止した風力発電が元凶であるとの報道もあります

が、（図1）の如く州の発電設備能力の約半分を占める天然ガス発電所も

凍結等により発電量を大きく減らし、4基ある原子力発電所も1基が凍結に

より運転を停止したことを考えると風力発電だけでなく電力供給に係る設

備全般における寒さ対策が講じられていなかったことがそもそもの原因と

言えます。そしてテキサス州はかような有事に備えた予備電源を一定量

確保しておく容量市場を持っていなかったこと、更には隣り合う州と送電

網を接続していない独立した送電システムであったことから他州から電力

を融通してもらうことができなかったという2点によりこの停電被害が拡大・

長期化してしまったと言われています。テキサス州は州内電力市場での

電力自由化により民間発電事業者による競争環境を形成し、他州と比べ

て安価な電力供給を実現してきた訳ですが、その価格競争の激しさゆえ

に発電事業者はコスト増に繋がる寒さ対策を怠りました。また、容量市場

については、有事の際の保険のようなものであり平時には利用しない発

電所を準備しておくことにほかならずコスト増に繋がるため州政府は自由

経済の原則に委ねることで電力供給不足時、つまり電力価格高騰時には

これを補う事業者が現れるはずという考えからその設置には消極的でし

た。 
 
いずれの対策を講じるにせよそのためには多額の費用がかかるため今

後これまで安価な電力料金の恩恵を受けていた企業、我々消費者が電

力供給安定の見返りに電気代の値上げという形でその費用を負担せざる

を得ない方向の議論となることが予想されます。 

 

今回の大停電を機にこれまで気候変動対策の柱として期待されていた

再生可能エネルギーの拡大路線から一歩引いて考え、まず信頼できる送

電網を含めた非常時のバックアップ体制構築と最適なエネルギーミックス

の議論が最重要課題として明確になったものと理解しています。 

 

≪気候変動≫ 
今回の記録的な大寒波は、地球温暖化によるジェット気流の乱れが、北

極を覆う冷気（極渦）をテキサス州まで運んできたことにより発生したとの

専門家意見があります。つまり、温暖化が続く状況下において次の大寒

波は30年後ではなく来年にも再びテキサスを襲うことも十分あり得るという

ことです。先に述べた発電設備の寒さ対策、容量市場の創設、安定した

送電網の整備が急がれますが、より大きな視点での地球温暖化を防ぐた

めの枠組みとして世界規模で機運の高まっている「パリ協定」の目標達成

に向けて取り組みを加速するきっかけの一つになればと思います。 
  

バイデン大統領は「パリ協定」への復帰に当たり具体的な目標として

2035 年までに発電部門、2050年までに経済全体の温室効果ガス（GHG

＝Greenhouse Gas）排出量を実質ゼロとする取り組みを始動させました。

紙面の都合もあり、寒波にて注目を浴びているテキサス州における発電

部門についてのGHG排出量削減について見ていきたいと思います。 

 

 テキサス州におけるGHG排出量は米国全体の12.6％を占め、全米最大

でその内訳は発電、石油ガス開発を含む産業、輸送関連部門がそれぞ

れ約3分の1となっています。つまりテキサス州の発電部門は全米の約4％

のGHGを排出している計算になります。このGHG排出量削減のためには

（図2）に示す現在約30%の風力（全米最大）、太陽光（同2位）、原子力、

水力といったクリーン発電の比率を上げていく必要があり、昨年10月に発

表されたヒューストン大学とヒューストン市のNPOであるCenter for 

Houston’s Futureがまとめた研究では2050年には天然ガス、石炭等の火

力発電所に頼ることなく風力55%、太陽光19％、原子力6％で78%のク

リーンエネルギー比率の達成が可能で蓄電技術を採用することにより

90%のクリーン化も可能としています。 
（図1） 寒波前後の電源別発電量推移（出典：EIA）  （3ページへ続く） 

▲寒波時、空になったスーパー

の棚 
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 令和2年度（2020-2021）2月度 商工会理事委員会 議事録 

会員限定 
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1．About your company 
The law firm Ashizawa, LLC is owned by Kei Ashizawa, and is a certi-
fied woman-owned business providing legal services in the area of busi-
ness, oil & gas, real estate, estate planning, international relations, and 
public administration. 

 

2．Your impressions of Houston/Texas  
As a proud native Houstonian with Nisei roots and a Texas licensed 
attorney, Kei experienced Houston’s economic growth and evolution 
with the energy business at its core. With top-tier relationships in Texas, 
Japan, and globally, Kei helps her clients navigate Texas as an attractive 
place for global business due to its welcoming nature toward newcom-
ers, favorable tax laws, talent pool, and diverse populations. Kei knows 
what it takes for Japanese entrepreneurs, small-to-mid size businesses, 
and multi-national corporations to grow and succeed in Texas.  
 

 

 

3．Self-Introduction (your interests, etc.)  
Kei is an attorney at law with experience in oil & gas (title examination 
and natural gas trading compliance), real property, and business law. 
Kei has counseled public and private organizations on legal matters and 
international opportunities. She has worked with prestigious organiza-
tions like TOTAL, Shell, Houston Land Bank, Cole Chemical, Greater 

Houston Partnership, Chesapeake, and Stanford University. Kei main-
tains close ties in Japan and is Texas Chair of the U.S.-Japan Council, 
the preeminent U.S.-Japan relations organization.  
 
Among her many passions, Kei aims to support the growth and success 
of Japanese business in Texas by providing business matchmaking 
opportunities. Additionally, she offers customized professional ser-
vices to Japanese clients to support business formation/relocation/
M&A and various business transactions. Kei offers comprehensive 
training packages around leadership, corporate compliance, business 
strategy, and employment matters. She also provides services for prop-
erty title insurance, real estate contracts, estate planning, and out-of-
court dispute resolution.  
 
Kei is currently working on the launch of a private equity fund called 
Jaxan Capital (jaxancap.com) 
which promotes financial re-
turns to Japanese investors 
through public good and sustain-
ability (CSR) investments.   
 
Kei earned her Bachelor of Arts 
from the University of Texas at 
Austin and her Juris Doctorate 
from the University of Houston 
Law Center. She is a certified 
mediator and a certified AMPG 
Public Private Partnership Pro-
fessional. In 2017, she gained an 
invaluable network when she 
earned a Master in Public Ad-
ministration from the Kennedy 
School of Government at 
Harvard University.  

  準会員  Kei Ashizawa, JD, MPA  さん 

Ashizawa, LLC 

会社紹介 

しかしながら、風力、太陽光といった発電所は寒さ対策を施したとしても

風況、日照に左右される電源であることに変わりなく、今回の大寒波によ

り重要視される電力の安定供給にはやはりベース電源、及び発電量に

不足が生じた際の調整電源として一定量の火力発電所は不可欠であ

り、再生可能エネルギーの比率向上を目指すだけではなくこれら火力発

電所のクリーン化とそれを前提としたエネルギーミックスの検討が求めら

れるのではないかと考えています。 

火力発電所のクリーン化の手法としてGHG排出を抑える設備や新燃料

の導入等が考えられますが、排出される二酸化炭素を大気中に放出せ

ず回収するという方法も注目されています。これはCarbon Dioxide Cap-

ture and Storageの頭文字を取ってCCSと言われ、更にこの回収した二酸

化炭素を再利用する場合にはUtilizationが加わり、CCUSと言われ、回

収した二酸化炭素を地下へ貯留する他、原油・ガスの井戸へ注入するこ

とでその生産量を向上させることなどに採用されています。この他二酸

化炭素の用途として二酸化炭素と水素の反応によるメタンや燃料用

ディーゼル、化学品の製造や、野菜や植物の生長速度を早めることに用

いる研究・実証がなされています。地球温暖化の主犯として悪者扱いさ

れている二酸化炭素ですが、排出を抑制するだけでなくこれを回収し、

再利用するというのは、環境保護の観点からだけでなく、新しいビジネス

を創造する可能性も秘めているコンセプトだと言えます。 

 

最後にヒューストン市の取り組みについて紹介します。昨年10月、2050

年のGHG排出量実質ゼロを目指す計画を発表し、輸送、エネルギー転

換、建物の最適化、材料管理の4分野を排出削減対象として挙げていま

す。輸送については市の利用車両として電気自動車等低公害車の導

入、パークアンドライドの推奨、エネルギーについては太陽光発電建

設、再生可能エネルギーへの転換推奨、その他環境に優しい新建築基

準の採用や廃棄物回収システムなどとなっています。今回の大規模停

電を踏まえての取組方針の変更、強化に注目したいと思います。GHG

排出量最大の州に位置するエネルギーの中心都市で、かつハリケー

ン、そして今回の大寒波等地球温暖化の影響を最も受けている都市の

一つであるヒューストンがGHG排出量削減に向けて取り組む意義は大き

く、2050年に向けてどのような変貌を遂げて行くのか、そして我々はそこ

にビジネスチャンスを見出し、どのような貢献ができるのか考えていかな

ければなりません。 

              （文責： Marubeni America Corporation 東克己）  
（図2）Generation Capacity in Texas 

 （ERCOTおよびUH Center of Houston's Futureのデータから作成) 

（1ページ続き） 
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例年、多くのヒューストン日本商工会員の皆様に宇宙セミナーへご参加いただきありがとうございます！今年は新しい 

試みとして、オンラインセミナーという形で「2021年第1回宇宙セミナー」を2021年2月28日（日）に開催いたしました。 

2021年第1回宇宙セミナーでは、新型コロナウイルス感染症の米国

内拡大状況と感染対策を考慮し、ヒューストン日本商工会とJAXA

ヒューストン駐在員事務所初の試みとなるオンライン型の講演会を開催

いたしました。 

    本セミナー開催が近

づ く 中、テ キ サ ス 州

ヒューストンには歴史的

な大寒波が押し寄せ、

停電・断水・通信断等

が広範囲にわたり発生

し、商工会事務局ビル

も当日は断水している

中での開催となりまし

た。本セミナー実現にあたりご尽力くださったヒューストン日本商工会 

企画・調査委員長JETROヒューストン桜内様、商工会宇宙セミナー事

務局の皆様、また当日緊急時のサポートとしてご支援くださった

MultiNet International, Inc. 新村様には大変感謝しております。ありがと

うございました。今回はオンライン開催という利点を最大限活用し、

ヒューストン日本商工会のご厚意にて、本セミナーの開催案内を商工

会員に限らず、ヒューストン日本語補習校や日本人会、日米協会、全

米商工会代表者の皆様にもご案内いただき、定員500名を超える皆様

にお申し込みをいただきました。地元ヒューストン以外にも、シアトルや

ポートランド、ボストン、ニューヨーク、デトロイト、さらに日本やドイツから

も、本当に多くの皆様にご参加頂きありがとうございました。JAXAヒュー

ストン駐在員事務所一同大変嬉しく思っております。 

さて、今回の「2021年 第1回宇宙セミナー」では、「野口/星出宇宙飛

行士の米国新型宇宙船搭乗と国際宇宙ステーション長期滞在につい

て」と題し、2020年11月より国際宇宙ステーション（ISS）長期滞在ミッ

ションを開始した野口聡一（のぐちそういち）宇宙飛行士の活動状況や

米国新型宇宙船に関連する内容、またISS長期滞在に向けて最終訓

練中の星出彰彦（ほしであきひこ）宇宙飛行士の最新情報等について

ご紹介しました。コロナ禍により仕事や学校、皆様の生活にも大きな影

響が出ている中で、本セミナーを通じてご家族揃って宇宙に親しんで

いただき、笑顔に、元気になれる一日となるよう企画してまいりました。

当日は、宇宙ユーモアに溢れた桜内委員長の素晴らしい総合司会の

もと、JAXAヒューストン駐在員事務所 阿部所長より開会の挨拶をさせ

ていただき、セミナーを開始しました。阿部所長の挨拶で触れたように、

私たちJAXA職員やNASAジョンソン宇宙センター職員も、「今は家で

出来る仕事は、出来るだけ家で行う。」という考えで、リモートワークを中

心に日々の仕事を行っています。本セミナーを行う際、不測の事態を

考慮してJAXA職員は駐在員事務所に集合しましたが、実は現在の駐

在員メンバーが全員顔を合わすのは宇宙セミナーリハーサルの日が初

めての機会となりました。 

本セミナーでは、はじめに、赤城所長代理よりJAXAの全体概要、国

際宇宙ステーションと「きぼう」日本実験棟、そしてヒューストン駐在員事

務所が取り組む仕事と仲

間（駐在員、宇宙飛行士、

フライトサージャン）につい

て紹介しました。現在、野

口宇宙飛行士がISS長期

滞在中であること、また、

ヒューストンで活動する宇

宙飛行士として、今春より

ISS長期滞在予定の星出

宇宙飛行士、2022年以降

のISS長期滞在に向けて訓練中の若田光一（わかたこういち）宇宙飛行

士についても紹介しました。 

その後、山方所長代理よりISSの詳しい説明や宇宙飛行士の仕事に

ついて紹介しました。事前に質問いただいた「地上から国際宇宙ス

テーションは見えるの？」との疑問への回答として、NASAが提供する

「Spot The Station (https://spotthestation.nasa.gov/）」というウェブサイトを

用いて、皆さんの今いるところから、いつ、どの方向に、どれくらいの高

さでISSが見えるか調べることができることをご紹介しました。また、宇宙

飛行士の仕事の一つとして、国際宇宙ステーションの外（宇宙空間）に

出て仕事を行う「船外活動」について説明し、セミナーを開催した2/28

（日)には今まさに400km上空で船外活動が行われていること、そして

3/5（金)には野口宇宙飛行士がNASAの宇宙飛行士と協力して船外活

動を実施する予定であることを紹介しました。 

セミナー後半では山方所長代理より、野口宇宙飛行士がISSで行う

仕事や生活について紹介しました。事前にいただいた「野口宇宙飛行

士がご自身の時間をISSでどの様に過ごしているか」という質問に対し

て、野口宇宙飛行士が撮影した沢山の写真のうち日本の富士山や

ヒューストンの様子を紹介するとともに、地球を眺めながらコーヒーを飲

んでいる様子など写真を交えて紹介しました。最後には、今春からISS

長期滞在を予定している星出宇宙飛行士の最新情報として訓練の様

子や特設サイトの紹介をするとともに、当日サプライズとして、ご参加い

ただいた皆様へ、星出宇宙飛行士ご本人からのビデオメッセージという

形で長期滞在に向けた訓練の状況や抱負をお伝えしました。さらに告

知情報として2021年秋頃からJAXAが新しい宇宙飛行士を募集するこ

とについてもご紹介し

ました。 

今回初めてオンラ

インでの宇宙セミナー

を開催しましたが、ア

ンケートにご回答いた

だいた多くの皆様に

宇宙への関心が沸い

た、笑顔・元気になっ

た、オ ン ラ イ ン セ ミ

ナーに満足した、とご好評いただき大変嬉しく思っております。当日

ウェビナーチャットを通じて沢山のご質問・コメントをいただきました。時

間の都合から全てにはお答えできませんでしたが、次回以降の宇宙セ

ミナーの内容に取り込みながら皆様にお伝えしていきたいと考えており

ます。 

セミナー中にもご紹介しましたが、野口聡一宇宙飛行士や星出彰彦

宇宙飛行士の最新状況は下記のウェブサイトでもご紹介しています。

ISSで行われている宇宙実験やヒューストン駐在員事務所の最新情報

なども下記のウェブサイトでご紹介しています。ぜひご覧いただき、宇

宙を身近に感じてください！引き続きJAXAの活動について応援の程

よろしくお願いいたします。 

 

» 野口宇宙飛行士 ISS長期滞在ミッション特設サイト 
    https://noguchi-mission.jaxa.jp/ 
 

» 星出宇宙飛行士 ISS長期滞在ミッション特設サイト 
    https://astro-mission.jaxa.jp/hoshide/ 
 

»  JAXAヒューストン駐在員事務所Facebookページ 
   https://www.facebook.com/jaxaHouston/  

 

 

https://spotthestation.nasa.gov/
https://noguchi-mission.jaxa.jp/
https://astro-mission.jaxa.jp/hoshide/
https://www.facebook.com/jaxaHouston/
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 コロナでもバーチャルで 

   参加者募集！ 

コロナに負けないよう歩くことを通して健康づくりに取り組みます 

5人～20人のチームを編成しますが、ウォーキングは皆さん各自のペースでOK！ 

歩数をスマートフォンアプリで計測し、期間中のチーム平均歩数と個人の合計歩数を 

集計します 
※ 各自、計測に必要なスマートフォン（iPhone/Android）が必要になります 

  

イ ベ ン ト 期 間 

実 施 内 容 

ヒューストン日本商工会会員以外の方も参加可能です 

ただし、原則、各チーム1人以上が商工会会員（家族を含）であること  

または 会員企業に勤務すること （連合チーム参加希望者も同様） 

参 加 条 件 

※ チーム単位でのお支払いになります 

参 加 費 用 

お 申 込 み 

2021年 

5/1 SAT ～5/31 MON 【申込期間】 ～ 3/31  WED 

イベント参加詳細 ＞＞ https://www.jbahouston.org/virtualwalking  

（商工会HPよりご確認ください） 

バーチャルウォーキング大会 

 「あるく」  

https://www.jbahouston.org/virtualwalking
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   コロナ禍、外出もままならない日々ですが、こんな時こそお勧めの場所が

あります。ガルフストリームではおなじみのハーマンパークの日本庭園で

す。この機会に日本庭園の来歴について、ご紹介します。このような事を

知ってから訪れると、

また少し見方が変わ

るかもしれません。 

   2020年度の管理作

業計画は、COVID-

19のため殆ど中止

の や む な き に 至

り、Japan Teamとは

必要最小限のメー

ル交換で情報交換や作業指示などをもらう状態が続きました。その

間、庭師リーダーの岩崎氏が脚の怪我で現場を離れているニュース

が飛び込んできたりしましたが、此方でも大変残念な事態が生じま

した。 
 冠木門（カブキモン）が出来上がり、それに記念の石碑を添える

計画で秋篠宮殿下宛に日本庭園の揮毫をお願いするため、ヒュース

トン市長の書状を当地総領事館経由で宮内庁に送らせていただきま

した。2019年10月に発送したままご返事がいただけず、2020年秋に

なってようやくそれは叶わぬことと知らされました。日本の皇族方

が此の所ご多忙なスケジュールの中におられることは周知のことで

すが、揮毫依頼などはお断り申し上げるようにと統一されていると

いう宮内庁からの説明でした。我々の希望実現のため最大のお力添

えをいただいた、当地総領事館ご担当者様や外務省ご担当の方々に

は深く感謝するところですが、やむなき事となりました。他方、東

京では当地Shintech（Shinetsu Kagaku）斎藤社長ご夫妻が準備工作に

ご尽力いただき、そのお力添えに

感謝するばかりです。 
 さりとて、ここで終わるわけに

はいきません。すでに次の案を得

ているのですが、Herman Park Con-

servancy（管理委員会）やJapanese 

Garden Advisory Committeeなど関

係者に諮りご検討いただく必要が

あります。後日、改めてご報告し

たいと思います。 
 そんな中、2021年が明けて今年はJapan5Teamの招聘が叶うのかど

うか心配しています。コロナ騒ぎで人の集まりや外出も制限されて

いるこの頃ですが、日本庭園には地元の家族連れなど訪れる人が増

えていると聞いています。 
 そもそも、日本庭園といっても時代とともに色々と形を変えてき

ており、11世紀ごろ貴族の間で浄土式庭園が流行、大きな池泉のあ

る浄土極楽をイメージした庭（宇治の平等院）のある庭園が造られ

ました。鎌倉時代から室町時代になると禅宗の影響が大きく、さら

に室町時代に入ると戦国武将や大名たちが造園をリードするように

なり、屋敷内に池のある大きな庭を作るようになったと言われてい

ます。当時、中国に渡った禅僧が帰国後深山に籠り修行を続け、そ

の深山景観を日本庭園に求めたと言われています。即ち、祈りの場

として清潔、静寂が基本となり、また日本人が信ずる岩や水（滝や

流れ）が加わったのでしょう。 
 日本庭園の特徴は自然の風景を手本にしているので左右非対称で

すが、西洋の庭は直線と左右対称が基本です。ですから、そんな日

本庭園をアメリカ国内で日本庭園として維持管理することは容易で

はありません。世界中に今や日本庭園と名付けられた庭が何百とあ

るでしょう。北米でも約200と言われています。その大半がなんとな

く日本風な庭の形を模しながら日本庭園と言ってもらいたくない庭

の場合が多いように思います。 
 ヒューストン日本庭園は、1988年ごろ445エーカーの土地を持つ

ハーマンパーク内に日本庭園を作らないかという誘いを受けた日本

商工会側が、日米友好のシンボルとして日米五分五分の出資を前提

に引き受けました。1991年に地鎮祭（秋篠宮ご臨席）、1992年5月開

園、その後の管理はヒューストン市が

責任を持って行うということで決着し

ました。テキサスの資材を使った5.5

エーカーのヒューストンの日本庭園が

出来上がりました。その後、市が管理

を続けましたが、日本人の手を離れた

庭園は次第に日本庭園らしさを失い、

地元の日米両社会からも疑問の声がき

こえてくるようになりました。 
 2003年に結成された日本人会がその

声を受け止め、日本庭園として存続させるためには本物の日本庭園

を持つべしとしてその解決策の模索をはじめました。市のParks & 

Recreation Dept.、Hermann Park Conservancy、Japanese Garden Inc. （日

本庭園建設の募金のために設立し日米半々の役員・後日解散）を始

め、商工会、日米協会、日系アメリカ人連盟などにも諮り、その

間、総領事館のご協力もいただき、その会議室をお借りして全団体

合同の会議を開催しました。日本から優れたデザイナーや庭師を招

き定期的に管理作業を続ける案を日本人会から提案、すべての関係

団体の合意を得てスタートすることになりました。先ずは日本の専

門家の意見をも求めるべしとなり、当時、日本人会会長の直木純二

郎氏がご存じであった奈良在住の中井皓允氏（優れた日本庭園デザ

イナー）と繋がることができました。2006年、中井氏に初めて

ヒューストンへご出張いただき現場を視察願い、初めて詳細な調査

結果の報告書をいただきました。 
 2007年、本格的作業開始の前に中井先生が「ヒューストン日本庭

園管理マニュアル」を日本語で作成、それをヒューストン側で英訳

し、姉妹都市千葉市長からヒューストン市長に贈呈されました。こ

うして日本側の準備態勢が進む一方、Hermann Park Conservancyはそ

の組織内にJapanese55Garden55Advisory55Committeeを設立、市や

conservancyに日系4団体と総領事館をオブザーバーとして加えた顔ぶ

れでスタートして以来、討議、検討の場となっています。 
 2007年に初めてスタートしてからすでに14年、毎年春には3〜4人

グループのJapan5Teamが来訪し、あるべき日本庭園再生のための作

業を続けてきました。その間、地元アメリカ人社会と日本人社会か

ら共に支援を続けていただいております。まさに、日米永遠の友情

の実現であり、そのシンボルとして建設した日本庭園を支える力と

なっています。中島健氏（国際的に著

名、モスクワ、モントリオール）の

Original5Designの庭がここにある限り、

“本物の日本庭園”を損なわぬように管

理作業を続けます。 
 

南  邦夫 
Hermann Park Conservancy理事 
Chair, Japanese Garden Advisory Committee 

冠木門 

藤棚 

枯山水 

茶室と池 

◆日本庭園便り◆ 

 ヒューストン  
日本庭園の近況   



2021年2月13日より、約1週間続いたヒューストンにおける寒波とその影響について、写真をご紹介します。ヒューストンを襲った大寒波で被災された皆様

ならびにご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。 一日も早い全面復旧を願っております。  
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①ベランダより、屋外の景色 ②ハイウェイ（I-10） ③つらら ④スーパーにて、どの棚も売り切れが目立つ ⑤亜熱帯気候のヒューストンで氷点下10

度 ⑥満員のコインランドリー ⑦雪だるま ⑧プールにも雪 ⑨停電、夜間は懐中電灯で過ごす ⑩自宅前の道路、15日朝 ⑪凍った噴水 ⑫バスタ

ブに4日ぶりの水、緑色でも有難い ⑬天井、パイプ破裂の被害 ⑭16日昼頃のスーパー、長蛇の列。この後ろにも20mくらい続いていた。 

寒波      襲来！ 
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 2011年3月11日から10年が経ちました。記憶は薄れていきますが、この記事を通して震災や被災者に思いを馳せて頂けたら嬉しいです。あの

時、ヒューストンからもたくさんのご支援を賜ったと伺いました。厚かましくはありますが、被災者を代表してこの場を借りて心より御礼申し上げま

す。コロナ禍が落ち着きましたら、ぜひ福島に遊びに行ってみてください。海、山、美味しい食べ物やお酒が待っています。 

（文責: 安達 麻穂） 

 私は仕事の都合で2010年から福島県いわき市に住んでいた。当時、神

奈川出身である私の周りからは「福島県ってどこ？九州？」などと言われる

くらいの認知度だった。まさか翌年から世界中でFukushimaが通じるなんて

誰が予想できただろうか。仕事で不動

産会社の公式サイトを制作していたの

だが、その中の質問コーナーの「いわ

きはどんなところですか？」に対し、

「いわきは「磐城」と表記するくらい地

盤が固く、地震はほとんどありません」

と掲載した記憶がある(もちろん翌年そ

の表記は削除することになった) 。そ

れくらい、いわきを含め福島は地震の

イメージがほとんどなかった。 

 あの日の前々日に、実は少し大きな

地震があった。当時交際中だった夫か

ら「一応お水を用意しておいた方がいいかも」と言われ「そうだね」と、呑気

な返事をしていた。しかし結局何もせ

ず、いつものように自宅で仕事をして

いたあの日の午後2時46分、大きな音

で携帯が鳴った。緊急地震速報だ。

「一昨日も鳴っていたけど、一応机の

下に潜っておこうかな」と、潜り始めた

と同時に揺れ始めた。いつ収まるか

な…と待っていても、一向に収まらな

い。それどころか、どんどん揺れは大

きくなる。おかしい。 

 ゴゴゴゴと何とも言えない音が大きく

なってくる。キッチンからお皿が割れ

る音が聞こえてきた。目の前でいろん

な物が宙を飛び交っている。遊園地

のジェットコースターにしがみつくよう

に、机の脚に掴まっていないと吹っ飛

ばれそうになる。これは夢？現実？こ

のまま死ぬの？わけがわからない。「助けてー！」誰も来ないのはわかって

いたけれど、叫ばずにはいられなかった。 

 長い長い地震が収まった。まずは何が起きたのかを知りたかった。しかし

全てのライフラインが止まっていた。そこで思いついたのが車のカーナビ

だった。足の踏み場がない

家を出て車のエンジンをかけ

ると、とんでもないことが起き

たことを知った。しかし次の

危機がすぐそこに迫っている

ことも知った。津波だ。当時

私は小名浜という地域に住

んでいて、自宅から海岸まで

2kmしか離れていなかった。

急いで高いエリアに移動し

難を逃れたが、その間に自

宅周辺は大津波警報により

立ち入り禁止になったので、知り合いの家に避難させてもらった。 

 しかしその日の夜、またも新たな危機が迫ってきた。原発の様子がおか

しいというのだ。原発から避難先まで40kmしか離れていない。ヒューストン

で例えれば、ダウンタウンから宇宙センターの距離と同じくらい。その距離

にある原発がダメになれば…。この時、昼間の地震の時以上に死を覚悟

した。はだしのゲンが頭をよぎり「被ば

くで死ぬってどれくらい痛いのかな」と

考え始めていた。眠れぬ夜を越え、神

奈川の実家に避難する為にガソリンス

タンドで列に並んでいる時、1号機爆発

の知らせが入った。もう待てない。すぐ

にいわきを離れ始めた。「今すぐここか

ら脱出セヨ」と白文字で書かれた初め

て見る真っ赤なカーナビの画面。地震

の影響で凸凹になり、真っ暗で雪の残

る山道を、ノーマルタイヤで「死にたく

ない」という思いで進んだ。県境を抜け、関東地方に入ると、それまでの景

色と一変した。街に明かりがある。飲食店

が普通に営業している。スーパーに陳列さ

れた惣菜を見て、涙が出た。福島にはもう

ない、この間までの当たり前の風景が、そこ

にはあった。 

 避難先でも仕事の傍ら、被災地から東京

へ避難してきた方々のご案内などのボラン

ティア活動などを行った。ゴールデンウィー

クには再びいわきへ戻ったが、まだまだ止

まない余震、道路は自衛隊の車が行き

交っていた。私は常にガイガーカウンター

（放射線測定器）を持ち  歩き、テレビをつ

ければ常に放射能測定値が流れる―震災

前では考えられない日常がそこにはあっ

た。 

 秋になると避難支援制度を利用して隣の新潟県へ引っ越した。福島か

らは離れてしまったが、福島の方々とあの日の出来事を共有すると安心し

た。そして、1年後の追悼式では、新潟でひとり震えながらあの時間を迎え

た。 

 あれから10年が経っても、あの日を思い出すと未だに怖くなる。実際にこ

の記事も書きながら思

い出して何度も手が止

まってしまった。しかし

それでも私は読者の皆

様に伝えなければなら

な いと 思 い、書 き続 け

た。いわきでお世話に

なっていた知人から言

われた言葉があるから

だ。 

 「身寄りも友達もいな

かったいわきにあなたが住み、震災を経験したことにはきっと意味がある。

この出来事を将来あなたの子どもや周りの人たちに伝えていくことが、あ

なたの役目だよ。」 

東日本大震災から10年 
震度6弱の揺れ、原発からの避難…すべてを変えたあの日 

緊急地震速報の通知画面。すべては

ここから始まった。  

自宅近くの海岸付近。怖いもので、震災以降

このような光景を見ることに慣れてしまった。  

震災以降、災害派遣車両を目にす

るのが当たり前になった。  

原発事故以降、福島県内のテレビでは放射能測定

値が常に流れるようになった。  

様々な申請をする際に必要とな

る被災証明書。  

震災3日前に撮影し小名浜港。中央

にあるのは水族館、アクアマリンふ

くしま。人の被害はなかったが約20

万匹の魚が犠牲になった。  



ヒューストン日本商工会が東日本大震災の被災者へ向けた支援活動を一部ご紹介いたします。 

    義援金 
 商工会では義援金を集めるために立ち上げ

られたJapan Earthquake Relief Fundを通じて5

月に$100,243.42を寄付。その後も募金活動を

行い、2015年5月に$64,803を日本赤十字社の

義援金口座へ直接送金。 

 

    補習校 
 中高等部の生徒が中心となり、義援金の募

金 活 動、ベ イ ク セ ー ル、洗 車 が 行 わ れ た。

$3,276と50円の義援金が集まり、中島校長（当

時）が直接福島県教育委員会へ出向き、寄せ

書きと共に届けた。 

 

    ジャパンフェスティバル 
 商工会含む日系4団体によって企画・運営さ

れたジャパンフェスティバルでは、訪れた約2

万8千人の人たちが応援メッセージをバナー

（約4.7m×1.5mの 布）に 記 入 し、ア ニ ス・パ ー

カー ヒューストン市長（当時）にもご記入頂い

た。バナーは姉妹都市である千葉市に贈ら

れ、千葉市庁舎に展示された。 

東日本大震災から10年 商工会の支援活動 

秋葉会長（当時）から渡部総領事代理（当時）

に小切手にてお渡しした フェスティバルでの寄せ書きの様子  

メッセージを記入するパーカー市長（当時）  

千葉市長舎に展示されていたヒューストン市からの応援

メッセージ 

Gulf    Stream 9 Vol.46 No.6 March 2021 

第197回 芦田 友紀さん 

駐妻のヒューストン日記 

 国民的アイドルのSMAPがまだお茶の間を席巻していた頃、主人の

ヒューストン駐在が決まりました。あれから数年、不自由なく過ごす毎日で

すが、一つ気を引き締めていることがあります。それは車の運転です。私

の失敗談が、同じ境遇に陥っている方のお役に立てれば幸いです。 

 

 さて、夢にまで見た新天地での1年目、待っていたのは逆走の日々でし

た。日本で毎日運転していたのが仇になり、しみ込んだ感覚で右左折す

ると、真正面に対向車がいること実に4回。大汗をかきながら旋回したの

を覚えています。もし逆走をしてしまったら、見つかる前に正しい道へ戻

りましょう。迎えた2年目、逆走することもなく平和に過ごしていましたが、

ある日事件は起きました。娘を習い事に送る途中、赤信号になり車を停

めました。後方からは大型のメトロバスが近づいてきます。よくある光景で

すが、近づいてくるバスのスピードが異様に速いのです。え？と思った瞬

間、後部座席にいる子供達に、「ふせて！」と叫び、子供達の腕を掴ん

で前に引き寄せました。鈍い衝撃音と共に車体が大きく揺れました。メト

ロバスによる衝突事故発生です。幸い子供達に怪我はなく、私はひどい

吐き気に襲われましたが、吐き気を気にするより、異国でのもらい事故を

どう処理したらいいのかで頭はフル回転です。バスに乗っていた乗客は

車輛を乗り換え、私とバスの運転手だけが残されました。運転手は幾度

も、「子どもが可哀想だから帰りな。ぼくが警察に話しておく。」と言いま

す。しかし、私のライセンスナンバーや連絡先も聞かずに、どうやって警

察に話すのでしょう。また、警察に事故証明番号を発行してもらわないと

事故を立証できないことを知っていたので、私は断固として帰りませんで

した。メトロ専用警察が来るのを待つこと2時間半。ようやく来た警察にレ

ポートを作成してもらい、一件落着です。ポリスレポートがないと修理も全

て自己負担となるので、皆様お気をつけて。 

 

 運転もお手の物となった3年目、慣れた頃が一番危ないですね。10mile

オーバーでスピード違反のチケットを切られました。言い訳をすると、速

度標識が斜めに傾き常緑樹で見えなくなっていたのです。40mileで走行

中、後ろでライトがピカ！一部区間30mileの道だったそうです。チケットを

渡されてから一週間後、警察のサイトに自分のチケットNo.が出てきまし

た。このスピード違反のチケット、実はある条件のもとで棄却することがで

きます。深刻なスピード違反ではなく、一年以内に違反をしていなけれ

ば、オンラインのDefensive Driving Courseを受講することができます。こ

のコースの試験に受かると、チケット棄却権が与えられ、裁判所に行きチ

ケットと受講修了証明書を出すことで、晴れて免除確定となります。 

 

 さあ、もう何も起こらないだろうと思った4年目、今度は事故を起こす加

害者となってしまいました。大通りに繋がる左折専用車線、前方の車が大

通りに入ったものの、なぜかそこで急ブレーキを踏みました。それに気付

かず、私はアクセルを踏み始めてしまい、ポコンとあててしまいました。相

手は70才前後の老夫婦。「ついてきて！」と言われ安全地帯へ。免許や

自動車保険証、連絡先などの個人情報を交換した後、保険会社へ連絡

し保険任せとなりました。後日、「保険会社もあなたも真摯な対応をしてく

れたから、私たちはハッピーよ。」と老夫婦から電話が入りました。代車生

活を余儀なくされたことなど微塵も出さない優しさに救われました。慣れ

た頃や急いでいる時ほど、周りが見えなくなっているのだと痛感し、さす

がに気を引き締めた5年目は、何事もなく無事過ぎていきました。 

 

 「事故は隣りあわせ」を念頭におき、加害者にも被害者にもならないよう

に、これからも愛車と過ごして

いきたいと思います。広大なテ

キサスでは、車は欠かすことの

できない相棒です。どうぞ皆

様、ご安全に！ 



 

注：数値はFBI発表の統計による。（2020年は暫定値。）  

（文責： 在ヒューストン日本国総領事館） 

治安関連Q&A 

  

【図表２】 

2019年／ヒューストンにおける人口10万人当たりの犯罪発生率（凶悪

犯罪） 

 
（2020年発表FBI統計） 

 

日本における人口10万人当たりの犯罪発生率と比較すると、ヒュー

ストンにおける凶悪犯罪の発生率がいかに高いかが分かります。 

 

【図表３】 

2019年／日本における人口10万人あたりの犯罪発生率 

 
（令和2年版「警察白書」） 

 

こうした犯罪の発生は、特定の地域に限定されているのではなく、

ヒューストン全域に広がっています。日頃から「ここは日本ではない」と

いう意識が必要です。 

殺人 強姦 強盗 

12 53 388 

殺人 強姦 強盗 

0.8 1.1 1.2 

     Q ヒューストンの治安はどれくらい悪いのですか？  
 

     A 犯罪のデータは、以下のようになっています。 

２ パスポートの適切な管理 

 最近、パスポート（旅券）を紛失する事例が目立っています。パスポートは、

海外で皆さんが日本人であることと、皆さんの氏名・生年月日などを証明する

国際的身分証明書です。また、万一のときに、日本政府が渡航先国政府に対

し、皆さんに必要な保護と援助を与えるよう要請する重要な公文書です。「パ

スポートの入った鞄を車内に放置する」、「パスポートを郵送する」などは控

え、パスポートを適切に管理していただきますようお願いします。 

 なお、皆さんが紛失したパスポートは、闇ルートを通じて国際的な犯罪組織

等の手に渡り、偽変造され不法な出入国に使われたりするケースもあります。

パスポートを紛失した場合には、警察署に届け出た上で、速やかに旅券紛失

届を日本総領事館にご提出いただきますようお願いします。 
 https://www.houston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/pp_funshitsu.html 

３ 在留届と「たびレジ」の登録 

(１)長期滞在に必須の在留届 

 在留届を提出することで、最新の安全情報等を受け取ることができるように

なります。また、在留届は、日本国総領事館が日本国外に居住する邦人の情

報を把握するもので、緊急事態が発生した際に迅速な援護・支援を行うため

の不可欠なデータとなります。旅券法（第16条）でも、海外に住所又は居所を

定めて3か月以上滞在する邦人の方には、在留届の提出が義務付けられて

います。もし在留届を提出されていない方がいらっしゃいましたら、この機会に

提出をお願いします。 

 在留届は、「在留届電子届出システム(ORRnet)」を通じて、いつでも提出が

可能です。 
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

（２）３か月未満の渡航者には「たびレジ」 

 旅行者や出張者など3か月未満の滞在者であれば、「たびレジ」にご登録く

ださい。長期滞在者と同様に、重大な事件や大規模な事故・災害などが発生

した場合、最新情報をタイムリーに受けることが可能になります。 

 下記からいつでも登録可能です。 
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 

１ 「ヒューストン治安」最新情報と対策 

(１)コロナ禍における凶悪犯罪の急増 

 コロナ禍は、テレワークやオンライン授業など我々の生活を一変させました

が、同時に犯罪発生傾向にも大きな変化をもたらしています。感染拡大ととも

に、ニューヨークやシカゴ、ロサンゼルス、ヒューストンなどの大都市で、銃使

用の犯罪や殺人の発生が急増しています。昨年のヒューストンにおける殺人

件数は、前年から約40パーセント増で400名に達しています（図表１参照）。ま

た、コロナ禍における世界的な傾向として、DV（家庭内暴力）が増加するとと

もに、特にヒューストンでは、2020年下半期から、「割り込み」や「追い越し」な

どの交通マナーを起因として暴行・傷害に発展する犯罪の増加も見られます

（「Road Rage（ロード・レイジ）」と呼ばれます）。これらに共通した要因として、

外出自粛や孤立からくるストレスとの関連性が指摘されています。 

 ヒューストンでは、テキサス州の緩い銃規制もあり、今後も殺人・強盗等の凶

悪犯罪が多発することが懸念されます。引き続き安全の確保に万全を期す必

要があります。 

ような状況になると、気が緩んでしまうこともあるでしょう。安全対策をおろそか

にすると、それだけ危険に遭遇する可能性は高まります。平素から情報収集

を欠かさず、定期的に安全対策を見直すなど、気を引き締める機会を持つこ

とが自分の身を守ることにつながります。  
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（２）対策 

 こうした犯罪に巻き込まれることを未然に防ぐためには、平素から治安関連

情報に関心を持つとともに、「自分と家族の安全は自分たちで守る」、「予防が

最良の危機管理である」といった防犯に対する基本的な心構えを持つことが

重要です。実際の日常生活においては、①目立たない、②行動を予知されな

い、③用心を怠らない、ことを実践するよう心掛けてください。 

 しかし、それでも、凶悪犯罪に巻き込まれる可能性はゼロではありません。 

 万一、凶悪犯罪に巻き込まれた際に、守るべき唯一のものは命です。命を

守ることを優先して対応することが必要です。 

【具体的な対応】 

● 銃や刃物を突き付けられた場合は、抵抗の姿勢を示さないようにしましょ

う。抵抗のそぶりを見せれば、攻撃される可能性が高くなります。 

● 路上で強盗に遭ったとき、いきなり内ポケットに手を入れて財布を出そうと

すると、相手にピストルを取り出す動作と誤解され、刺されたり撃たれたり

することがあります。財布の場所をゆっくり指したり、目で教えたりすること

で、相手に取らせる方が無難です。 

● 犯人の顔をじろじろ見ることは、相手を必要以上に刺激することになるの

で避けましょう。 

● ひったくりの被害にあっても、むやみに犯人を追跡して取り戻そうとしない

でください。銃や刃物も持っていたり、付近に仲間がいたりする可能性も

あります。 

（３）「慣れ」が最大の敵 

 赴任当初は安全対策に気を配っていても、こちらでの生活に慣れてくると、

自然に安全対策への気配りがおろそかになる傾向があります。事前に念入り

に安全対策を準備したにもかかわらず、半年間何も危険な目に遭わなかった

ヒューストン 情報 

https://www.houston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/pp_funshitsu.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html


▲東京ガーデン 
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知っておきたいジャパニーズテキサンの伝記 その② 

グレン・ヨシアキ・権藤さん 
                                          Mr. Glen Yoshiaki Gondo  

の 

●高校・大学、カリフォルニアからマイアミ、ニューヨークへ、

そして結婚  
―ダラスで高校を卒業したのですか？ 
「いや、高校の最後の年はワトソンビルに戻ったんだ。ずっと一緒だった友

達と、同じ高校を卒業したかったから。」 

 

―卒業後はどうされたのですか？ 
「テキサス州デントンのノーステキサス大学でビジネスを専攻したんだけど、

途中でカリフォルニアに戻って、UCLAやUSCに行きました。ロングビーチ

のカリフォルニア州立大学に彼女（キャシー）がいたので、どうしてもカリ

フォルニアにいたかったんだ。高校卒業してから付き合い始めたから。…

わかるでしょ。(笑)」 

 

―大学を終えてから、テキサスに戻ったのですか？ 
「いや、両親の日本食レストランを手伝うためにカリフォルニアからマイアミ

に。 それから今度は、両親の他のレストランを手伝うためにオクラホマシ

ティに行ったんだ。 
  1973年に僕はキャシーとカリフォルニアで結婚して、友人に冷凍食品関

係の仕事をもらったんで、そのままそこに住むことにしたんだ。 
 そのころ、父と兄がニューヨーク市でダイヤモンドの輸出入の商売を始め

てね。それで、父がダイヤモンドのビジネスを手伝ってくれって言ったん

だ。だから、冷凍食品は2年くらいでやめて、キャシーと二人でニューヨーク

に引っ越したんだよ。1975年くらいだったかな。 
 イスラエルに行ってダイヤモンドを仕入れては日本に輸出したよ。そのこ

ろの日本は、経済が上向きになってきていて、ダイヤモンドがよく売れたも

んだ。」 

 

―ニューヨークはいかがでしたか？ 
「楽しかったよ。エキサイティングな街だからね。とっても充実した8年だっ

た。できたらまた住みたいよ。」 

 
  

●「東京ガーデン」と商工会の設立  
―そんなに好きな所だったのに、引っ越したんですか？ 
「母がヒューストンのレストランを任せたいというので、ヒューストンに引っ越

したんだ。ニューヨークに住んでいた間も、しょっちゅうヒューストンに行って

はいたんだけどね。僕は1985年にレストランの総支配人になって、その年

に息子（ロバート）も生まれました。」 

 

―ヒューストンのそのレストランは、とても有名ですね。ヒューストンに

昔から住んでいる人なら、みんな知っています。 
「『東京ガーデン』だよ。I-610ループのすぐ内側のウェストハイマー沿いに

あったんだ。1966年に両親がダラスに続いてヒューストンに開いた2号店

で、両親のお店の中ではこれが一番大きかった。 

 日本人建築家を雇って釘を使わない日本の伝統的な工法で300人も入

れるレストランを建てたんだ。2エーカーの土地で、障子や畳の部屋があっ

て、靴を脱いで上がるんだよ。鯉の池や花道のある日本式の舞台まであっ

てね。ここで日本舞踊を見せたり、生け花、お茶、餅つきなんかもやった

よ。そのころは『東京ガーデン』が日本文化をアメリカに伝える役目をしてい

たんだ。日本人が経営しているレストランはここだけだったから、日本を恋

しがってる日本人や、日本文化を体験したいアメリカ人には憧れのレストラ

ンだったんだね。 

 そうそう、そのころ、綿の輸入の仕事でヒューストンに日本企業が来始め

て、日本商工会を作ることになったんだ。三井、三菱、住友の支店長と、当

時の総領事が『東京ガーデン』に集まって、相談がまとまって、…だから、

JBAHは『東京ガーデン』で生まれたと言える。(笑)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1967年10月6日に開催された商工会の「創立総会」は、42名が参加し、
総領事館の公邸にて行われたと議事録に記載されている。また、記録によ
れば、1967年11月15日に第一回常任委員会がTokyo Gardensにて開催さ
れた。その後、常任委員会はTokyo GardensとWorld Trade Clubを会場とし
て開催されていたと記録されている。 
 当時商工会に加入されたのはグレン氏の父である権藤寿太郎（Jutaro 

Gondo）氏で、1979年～1989年までTokyo Gardens代表として準会員となっ
た。1990年からは会員名がグレン（Tokyo Gardens）に変更され、1999年か
ら所属先がTokyo GardensからGondo Companyに変更となり現在に至って
いる。                                 （次月へ続く） 

＜中編＞ 

 2月号に掲載した「テキサスの日系人」シリーズ第2話のグレン・ヨシアキ・権藤さんのお話の中編です。  

 前回までのお話：日系二世の両親のもとに生まれたグレン・ヨシアキ・権藤は、カリフォルニアのワトソンビルで

幸せな少年時代を過ごす。15歳の時、両親がダラスにレストランを開くことになり、テキサスに移住した。                                                                         

                                                         (文責： 佐藤暁子) 
▲ジョージ・H・ブッシュ大統領（左）と 

  権藤氏（右） 

▲ジェイムズ・ベイカー国務長官（第61代、ジョージHブッシュ政権時）のご家族

と、東京ガーデン入口で。ベイカー国務長官は、ヒューストン出身で、お寿司が

好きだったので、よく来店された。 
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ヒューストン補習校ANA航空教室    

～「安全と安心」を支える情報技術～ 

  2月13日、本校5年生を対象に第4回ANA航空教室が開かれました。

コロナ禍での開催となった今回は、ANAヒューストン支店長の名川様、

日本からヒューストンに来ていた機長・副操縦士・客室乗務員、ヒュース

トン空港のグランドスタッフ・整備士と子供たちがオンラインでつながり、

「航空産業における情報技術活用」と「コロナ禍の中、安全で安心な運

航」を中心に、貴重なお話をお聞きしました。 

 まずは「空港の安全・安心」を守る

空港グランドスタッフの森池さんのお

話。日々変化する入国規制情報やコ

ロナ禍での座席の調整などの乗客の

要望に、iPadでスピーディに対応して

いる状況や、手指消毒の徹底、接触

を最小限にするため後方窓際の乗客

から機内へ優先的に案内することな

ど、コロナ感染拡大予防に関する安全対策をご紹介いただきました。 

 また、「機体の安全」を守る岡宮整備

士からは、飛行機が飛ぶ仕組みについ

て科学的にご説明いただきました。大

型旅客機の重さはおよそ350トン、動物

園のゾウ120頭分にもなるそうですが、

大きな翼と強力なエンジン、主翼に発

生する「揚力」を使うことで大空を舞うこ

とが可能になるのだと、水とスプーンによる実験に例えて教えてくださいま

した。また、胴体や翼は、丈夫な骨

組みにわずか数ミリの金属の薄い皮

をはりつけた傘のような構造で、これ

も飛行機が飛べる秘密につながって

いるそうです。 

 「空の上の安全」を守る和田機長、

青木副操縦士は、地上でもゴルフ大

会にペアで出場し日本一を勝ち取るほど息の合ったお二人でした。乗客

を目的地まで安全に運ぶための最も重要な任務の一つ「フライトプランの

作成」にも、今はiPadが大活躍しているそうです。また、機内の速度計や高

度計などは現在、シンプルな液晶画面に情報が集約され、ヘッドアップ・

ディスプレイで外の地形などが瞬時に分かるようになるなど、飛行機のIT

化で「運航の安全性」が上がったと話してくださいました。お話の最後に

は、パイロットが年3回受けるという航空身体検査の中から、「平衡機能検

査」に子供たちも挑戦させていただきました。 

 最後は、客室乗務員として安全と安心を守る佐々木さんのお話。上空で

気づいた異変を整備士にリアルタイムで伝えたり、iPadの翻訳アプリや乗り

継ぎ案内アプリを使って乗客の要望に瞬時に応えたりと、ITによりサービ

スがより速く、深くなっていることが伝わりました。一方で、機内のものを工

夫して使い、お客様を笑顔にするサービスを日々提供され続けているお

話も素敵でした。 

 地上と上空の緊密な連携があってこそ、私たちが安全・安心な航空サー

ビスを利用できること、また、現在の航空業にはITが欠かせない存在であ

ることがよく分かりました。「とにかく楽しかった!」と、興奮して伝えてくれた

子供たち。対面と変わらない温かいサービスで、子供たちの学びや夢に

広がりを与えて下さったANAのみなさまに感謝いたします。  
 

         （文責： ヒューストン日本語補習校5年C組担任 鈴木佐和子）  

 

＜この日は何の日？＞ 

■Apr 4 
Easter Sunday 

ヒューストン在住の日本人にとって「ソフトボール

大会の日」として記憶されているかもしれない

イースターですが、日本語訳の「復活祭」から分

かるように、イエス・キリストが磔刑の後に復活し

たという新約聖書の故事にちなむ、キリスト教の

祭日です。その日付が毎年変わり、時には1ヶ

月近くずれることを不思議に思う方も多いかもし

れません。その秘密は「春分の日(First of 

Spring)の後、最初の満月後の日曜日」という太

陽暦と太陰暦が複雑に組み合わさったルール

によります。 

 そんなイースターのシンボルは卵。コミュニ

ティーによってはエッグハントなどのイベントも行

われます。 

＜営業情報＞ 
Sam Houston Race Park  
@ 7575 North Sam Houston Pkwy W, Houston, 
Texas 77064 

ヒューストンにも競馬場があるのをご存知でした

か？ 競馬と聞くとダーティーな印象を持たれる

かもしれませんが、賭け事を抜きにして大きな馬

が全力で疾走するのを観るだけでも一興です。 
 

Bayou Bend Collection and Gardens  
@ 6003 Memorial Drive, Houston, TX 77007 

ヒューストン美術館（The Museum of Fine Arts, 

Houston）にはダウンタウンのメイン展示場の他、

幾 つ か の 分 館が あ り ます 。 そ の1つ 、Bayou 

Bend CollectionはRiver Oaks地区にあり、立派

なお屋敷に絵画や装飾品類が展示されている

他、14エーカー（5.7ヘクタール）もの緑豊かな庭

園も魅力的です。月、火曜は休館で、日曜は午

後のみです。 

＜展覧会情報＞ 

■開催中～May 15 
Artists and the Rothko Chapel: 50 Years of 
Inspiration  
@ Moody Center for the Arts, Rice University, 
6100 Main 

2020年11月号の小欄でRothko Chapelを紹介し

ましたが、そこに刺激された芸術家たちの作品

を紹介する展覧会が開かれています。大学内

の展示のため入場無料で、会期中にはコン

サートなどのイベントも予定されています。 
 

■開催中～May 16 
Electrifying Design: A Century of Lighting  
@ The Museum of Fine Arts, Houston 

電球や蛍光灯の発明によって私たちの暮らしは

とても豊かになりました。それと同時に、電気に

よる光は様々なアーティストの想像力も刺激して

きました。この展覧会では19世紀初頭の電灯の

発明から最新の高効率ライトに至るまで、実用と

芸術の両面から迫ります。 
 

 

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。 

 

 

 

5年C組 

編 集 後 記  
 震災の記事を執筆した翌週に、我が家では寒波による丸2日間の

停電と断水が発生しました。寒波対策は地震とは違い準備が事前

にできましたし、被災をきっかけに防災意識は高まっていると自負し

ていましたが、それでも電気の通らない氷点下生活は大変つらかっ

たです（「まさか使うことはないだろう」と思いつつ日本から持ってき

ていた湯たんぽが大活躍でした）。また、震災の頃はひとりでした

が、今は守るべき家族がいたこともとても大きかったように感じます。

停電中の早朝にアパートの火災報知器が鳴り、真っ暗な非常階段

を子どもを抱っこしながら下り、氷点下の雨の中避難したことは、

きっと忘れられないと思います。 

 本誌では編集だけでなく執筆する機会も頂くことができ、また商工

会の活動としてガルフストリームだけでなく、公式サイトや名簿の表

紙のデザインなどもお手伝いさせて頂くなど、大変貴重な経験をさ

せて頂くことができました。家事育児から離れて作業に打ち込む時

間は、私にとって有意義な時間でした。特に事務局長の小林様とレ

イアウトチームの皆様には私情でご迷惑を多々お掛けしているにも

関わらず、優しく親切にご対応頂き、楽しく作業することができまし

た。本当にありがとうございました。 

 ガルフストリームの今後ますますのご発展を、心よりお祈り申し上

げます。そして編集委員在籍中に叶わなかった皆様と実際にお会

いできる日がいつか来ることを、楽しみにしております。 

                           （編集委員 安達麻穂） 

  ガルフストリームではレイアウトを担当して頂き、またご自身の経験

を踏まえた医療関連の記事を寄稿して頂くなど、様々な形でご活躍

頂きましたが、この度、編集委員から離れられる事となりました。コロ

ナ禍が続きますが、ご家族のご健康をお祈りすると共に、直接お会

いできる日を楽しみにしています。              （編集部） 

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/ 

ピーカンキッズ今後の開催予定:     
HPにてご確認ください。   

◇ あそぼーかい »   
  mama.asobokai@gmail.com 

◇ 読み聞かせの会  »  
    houstonyomikikase@gmail.com 

*スタッフは随時募集中です。 

https://allevents.in/houston/easter
https://www.shrp.com/
https://www.mfah.org/visit/bayou-bend-collection-and-gardens
https://moody.rice.edu/exhibitions/artists-and-rothko-chapel-50-years-inspiration
https://moody.rice.edu/exhibitions/artists-and-rothko-chapel-50-years-inspiration
https://www.mfah.org/exhibitions/electrifying-design-century-of-lighting
mailto:mama.asobokai@gmail.com
mailto:houstonyomikikase@gmail.com
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