
                                                                                           

 

            

 

 

 

 

 

 

事務局からのお知らせ 
 

・イベント終了日時について 
  ヒューストン時間で、5 月 31 日（月）9:59AM にイベントは終了します。 
  10:00AM 以降の歩数はカウントされませんので、ご注意ください。 
 
・イベント最終順位確定日について 
  イベント最終順位確定日は、ヒューストン時間 2021 年 6 月 7 日

10:00AM（アプリ上は日本時間／6 月 8 日 0:00AM）となります。 
   そのためイベント終了後、最終順位確定日までに RenoBody アプリを

起動して頂き、歩数計とアプリの歩数を最新の記録へ同期させてくだ

さい。 
 

・上位賞及び飛び賞の受け渡し方法 
  個人賞／申込書に記載頂いた Email アドレス宛に E-Gift を送付いた

します。 
  チーム賞／各チームキャプテンの方に代表でギフトカードを三水会セ

ンターにてお受け取り頂きます。 
 
 尚、詳細については最終順位確定後、対象者の方に事務局より改めて 
 ご案内いたします。 

・イベント広報について 
  商工会 HP より、ガルフストリーム 5 月号

や更新されたイベント特設ページをご閲

覧ください。 
 
・参加費のお支払いについて 
    参加費（一人 5 ドル）を未納のチームは、

キャプテンがお取り纏めの上、5 月 31 日ま

でに小切手もしくは Zelle にてお支払いく

ださい。 
小切手宛先： 
  Japan Business Association of Houston 
送付先：  
   1880 S. Dairy Ashford Rd, Suite 170, 
         Houston, TX 77077 
Zelle： sansuikai@jbahouston.org 
 

トップランキングチャート 
＜35 チーム 349 人参加登録（5 月 1 日キックオフ時点）＞ 

 

 

  

 

 

 バーチャルウォーキング大会も残り 1 週間を切りました。あちこちで逆転・再逆転が起きており、最後までレースの展開から

目が離せません。今回で最後となるガルフ号外版では強豪チームからのコメントもご紹介。他にもウォーキングと「私の本棚」

のまさかのコラボレーションなど、多彩な記事をお届けします。   
  また投稿フォームでは、まだまだみなさんの写真・コメントを募集中です。いただいたコメントはガルフストリーム本誌のイベン

ト振り返り記事などで紹介いたしますのでので、イベント期間中どしどしご応募ください。 
 

途中経過報告 第三弾！  5/24/21 

＜チーム戦＞ ＜個人戦＞ 

ガルフ号外版 

チーム名 平均歩数
順位
変動

1 みずほコズミックブルー 20,864  -

2 ウォークプラス 19,639 1

3 Kaneka たくさん歩き隊 19,114 1

4 Mitsui Mulligans 16,727  -

5 歩き人 16,482  -

6 アストロズ 16,329 2

7 Largest 歩み：2 points 15,780 1

8 補習校チーム．Vamonos 14,632 1

9 JERA Hunters A 14,194 2

10 Akama チーム 13,950 2

順位

5月23日 11pm

ユーザー名 チーム名 合計歩数
順位
変動

K80 みずほコズミックブルー 1,124,568  -

Yoshiki X Kaneka たくさん歩き隊 1,069,071  -

Akito ウォークプラス 889,489  -

4 A Kaneka マイペースで歩き隊 860,391 10

5 Cosmo Kaneka マイペースで歩き隊 763,093  -

6 Momochan みずほコズミックブルー 697,262 5

7 Kaz.S みずほコズミックブルー 695,384 1

8 damashi Kaneka たくさん歩き隊 693,488 1

9 Ticktak Osaka Takoxans 689,389 1

10 Principal 補習校チーム．Vamonos 688,269  -

順位

5月23日 11pm

https://www.jbahoustongulfstream.com/
https://www.jbahoustongulfstream.com/
https://www.jbahouston.org/virtualwalking2
https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1618623133PzcuDDsH


 
強豪チームに聞きました！ 

トップを狙う上位強豪チームに今までの戦い及び、今後の抱負等を聞いてみました。 

①チームとメンバーのプロフィール、モットー等についての紹介 ②今回、商工会が初めて企画しましたバーチャルウォーキング大会

について、またここまでの戦いを振り返っての感想 

 

③チームとして成績を出すための秘訣、あるいは苦労話について ④最終盤に向けての抱負、1 位のみずほチームに対するメッセージ 

カネカの「たくさん歩きたい」メンバーが集まりました。ゴルフ好

き、ジョギング好き、山好き達です。モットーは「たくさん歩いて

優勝し隊！」 

駐在員 4 名とその家族（奥様 2 名）の計 6 名のチームです。

全員 Woodlands在住で、景色の良い湖沿いのトレイルを朝夕

歩いたり、日中でも木陰の多い森の中の住宅街を散歩した

り、はたまたトレッドミルで深夜に爆走したりと、皆思い思いの

方法で歩数を伸ばしています。 

メンバーは三井物産グループ社員及びその家族から構成さ

れる 12 名です。元気いっぱいのサッカー少年、3 児の母、張

り切って膝を痛めてしまう者まで、多様な人材の集まりです。

己に克つと言わんばかりに、まずはチーム内での激しい競争

を楽しんでおります。 

1 ヶ月の長丁場なので自分との戦いだと思っています。仕事

が忙しければ歩く時間は取れませんし、順位は他人次第で決

まります。順位をチェックすると苦しくなりかねないし、仕事の

邪魔にもなるかもしれません(笑)。各自の目標を 1 週間で達

成することを心がけています。 

リアルタイムに結果が反映され、最近は仕事のメール以上に

アプリが気になってしまいます。社内では毎日この話題で持

ち切りですし、家では子供たちも関心を持っていて、朝起きる

と『パパ、今日は何位？』と気にしており、順位が下がっている

と、『一緒に散歩行こう！』と言ってくれて、家族団結のいい機

会になっています。 

大会開始前は、普段から長距離をランニングするメンバーが

複数いることからも、いつも通りでそれなりに上位に食い込め

ると思っていましたが、かなり甘い考えであったことを思い知ら

されました。とにかくとんでもないほどレベルが高く、何とか食

らいついていこうと必死です。バーチャルでの参加にもかかわ

らず、皆で励まし合うことで一体感が醸成されていることを実

感しており、企画いただいた方々には感謝するばかりです。 

全員が顔を合わせることが難しいので、週に 2回メンバーの進

捗をメールで共有しています。おすすめのウォーキングコース

など情報交換してモチベーションを高めています。全員が毎

日モチベーションを維持するのは、とても大変ですね。 
近所の川沿いを歩き回っていたらついに野生のワニに出会え

たときは嬉しかったです。朝の散歩の時に、歩道で食事中の

コンドルと目が合ったときは肝を潰しました（歩数を稼ぐのをや

めて引き返しました）。テキサスならではの出会いを大事にし

たいです。 

開始当初は、個人ランキング上位を快走するメンバーの孤軍

奮闘チームでしたが、途中で賞品の発表があってから、奥様

メンバーのやる気が俄然アップし、メンバー全員の平均歩数

が増え、チーム順位が徐々に上がってきました。 

全体平均を上げるため歩いて回るゴルフ大会を企画しまし

た。当日朝の天気予報は雷雨でしたが、何とかお昼まで持ち

そうというもので、有志 7名でプレイを開始。ところが、6ホール

目で雷警報による中止宣言を受け、今日はもう終わりかとトボ

トボとクラブハウスまでの歩いて戻るも、やはり再開可といわ

れ、中断したホールまで歩いて戻りました。これが相当体にこ

たえ、かなりしんどかったですし、最後の 5 ホールでは再度降

り出したドシャ振りの雨にみまわれ、最後には「これは苦行

か？」との思いも出てくるほどでした。結果としては、何とか歩

数が稼げてよかったです(笑)。 

これまで 3 週間、トップで毎日引っ張って頂いたので、私達に

も励みになりました。ありがとうございました。最後まで全員怪

我も事故もなく、元気に楽しくゴールインしましょう！ 

身体を壊さないようにしながらも、何とか上位のまま終え、おい

しいお酒を飲みたいです。日を増すごとに平均が増えていか

れるようなチームも多く、お願いを聞いていただけるのであれ

ば、どうかこれ以上歩かないでください、とお伝えしたいです

(笑)。 

日々目まぐるしく変わる順位を見ると、つい無理をしがちにな

ってしまいますが、もともと健康な生活の為に参加しているの

で、怪我に気を付けて、賞品目指して楽しく歩きます！ 

Kaneka  
たくさん歩き隊  

ウォークプラス  

Mitsui 
Mulligans 

Kaneka  
たくさん歩き隊  

ウォークプラス  

Mitsui 
Mulligans 



  

 

  
 私たちのチームは 6 名の少数精鋭で、うち 4 名がヒ

ューストンに越してきて間もないメンバーです。かく言

う私もその 1 人で、家具や日用品を買いそろえたり、

初めて行く場所に胸を躍らせたりしながら、地道に歩

数を積み重ねています。 
  

 そんな中、私は先日ヒューストン日米協会主催の日

本庭園清掃ボランティアに参加させていただきまし

た。Hermann Park にある日本庭園で草木の手入れ等

をする活動で、私はその中で Cutting Shrub を担当。

現地の高校生と Park の Kiosk スタッフの方と私という

3 名で、枝切り鋏で伸びすぎた木を切っていきました。 
 2 時間ほど清掃活動に汗を流したのち、歩数はどれ

ほどかとスマホを覗くと、千歩も増えていない！？それ

もそのはず、その場からほとんど動かずに木を切って

いたので、当然歩数はまったく振るいません。 
  
 少ししょんぼりした後、せっかく来たのだからと、Park 内を散策しまし

た。 
 まずは日本庭園。本当に立派で、日本にいるかのような錯覚を覚え

ます。東京・浜松町の本社近くにある芝離宮を思い出して、懐かしさと

ゆっくりと流れる時を楽しんで・・・いる場合じゃない！と歩みを進めま

す。 
  
 庭園を出た後は、公園の中にある McGovern Lake の周りを散策。湖

の周りには、高校か大学の卒業生なのか帽子とガウンを持っている人、

コスプレをした人、友達とセルフィ―を撮る人、沢山の人々が写真撮

影をしていて驚きました。まさに「映えスポット」です。 
 人気の多いエリアを抜け、林間コースに入ると、今度はあらゆるとこ

ろに水鳥たちがいます。全く人を恐れずに近づいてくる鳥たちに驚き

つつ湖の周りを歩き回って、Park 散策を終えました。 
 Marvin Taylor Exercise Trailや博物館・美術館・動物園など、Park内
の未開スポットにはこれから挑戦していきます！ 
 
  

 今回のイベントがなければ、家でNetflix三昧だったかもしれないと思

うと、私を外に連れ出してくださった今回のイベントには頭が上がりませ

ん。ご準備・運営にご尽力くださっている皆様に、この場をお借りして

改めて御礼申し上げます。 
 アメリカでの日常生活では意識しないと全く歩かない、という大切な

事実を、赴任して間もないこのタイミングで知れたことに感謝し、イベン

ト終了後も沢山の地を歩きつくしていきたいと思います。 
  
 ・・・と締めたいところですが、まずは今回いかに上位を目指すかが目

下の最重要ミッションです。ウォーキングイベントも残り 1週間を切りまし

た。上位の皆さんに追いつけるよう、そしてチームの順位底上げのた

めに、最終日まで歩き（走り）続けます！ 
（歩け！Gastros キャプテン） 

 

 

 

 

歩け！Gastros 



 

 
 
“圧倒的な強さで優勝しよう”とメンバー全員が Fitbit 等を入手の上、スタートしたバーチャルウォーキング大会。スタート初日は

2 位と好スタート、一個人の力で引っ張るというよりも、メンバー全員の総合力で戦っている、という一体感で戦いを開始。 
  
メンバー構成、チーム名由来 
 メンバーは、仕事・スポーツ・カタン（後述）の三方よしを目指す、e–Sports集団ならぬ C(atan) – Sports集団。歩くタワマンこと、

JS 氏の呼びかけにより、テニス・サッカー・少林寺拳法・レスリング・水泳・準硬式野球・料理の鉄人等 8 名が、ヒューストンの頂

点を目指して結集した。 
 

 コロナ禍に爆発的なブームを迎えたボードゲーム“カタン”が共通の趣味（サイコロ

を使用して様々な資源を獲得しながら新しい土地を開拓し、10 ポイントを集める事

を目的とした世界三大ボードゲーム）。Largest Army という特定の条件を満たすと 2
点が得られる事から、「Army」と「歩み」をかけてチーム名を決定。第二週目に入り

順位を 2 点落としたことは、なんとも皮肉である。大会終了までにベストネーム賞が

新設されることを密に期待している。 
  
 

 
 
 
苦難と試練 
 スタートから数日経つと、上位はキープしているものの、トップ 3 のチームとの差が徐々に大きくなり、順位も下降傾向…。「平

日の日中にも平均が伸びる。なぜだ…？」などと他チームの状況を勝手に詮索しつつ、日々メンバー間での頑張り報告や平日

夜の時間に“今日あまり歩いてないからテニスしよう”と集合、また週末にはゴルフバックを担いでスループレー、州立公園等の

遠征先でのトレッキングを通して何とか上位にしがみつくべく、夫々が日々奮闘。各々スポーツの後にはクールダウン代わりの

カタンは欠かさない。 
 しかし、コロナワクチン（2 回目）の副作用による減速、毎日 Memorial を何周もする稼ぎ頭が出張の為一時離脱、また料理の

鉄人がトレッキング中にまさかの足首負傷という、力石のアッパーを喰らったジョー並みの危機的状況。歩数で負けてもカタン

では負けない事、また 5 位入賞を果たさなかった場合は 1 ヶ月カタン禁止を罰則として掲げて日々、歩数を重ねている。残り一

週間、「まだあわてるような時間じゃない」。 
  
キャプテンの意気込み 
 現状 7 位と厳しい状況ではありますが、大会期間も残り 1 週間、何とか歩いて、走って（他チームのスタミナ切れを待ちながら

…）順位を上げていきたいと思います！ 
 コロナ禍、車社会と、動くことからどんどん離れる生活でしたが、日々ウォーキング、ランニングをする機会を設けてくださった

ことに感謝しております（賞品目当てでの参加でしたが…。）！ 
  
追伸：5 月頭に Houston に到着した娘（5 カ月）を担ぎ、家の中をぐるぐる歩き回る日々ですが、25 千歩歩いた日はよく頑張っ

た、とそこから更に歩こうと思えず、ビールをプシュッと甘えてしまいます。（1 位の方々とは程遠いな～。） 
  

（ Largest 歩み：２pointsキャプテン） 
 

 

 

 

Largest 歩み：２points 



 

 

 ウーキングイベントが始まってから、早いもので 3 週間が経ちました。 
 

 本音を申しますと、弊社は赤間が商工会にて特命理事をさせて頂いている事からお付き合いで参加するいうものでございま
した。最終期限日の午後 5 時過ぎに、急遽参加メンバーも決めぬまま、2 チーム各 5 名という事で参加させて頂く事になりまし
た。 
 始めた当初の Goodman 社（ダイキングループ）Akama チームは“参加する事に意義がありで頑張ります！”をスローガンに楽
しく歩くをモットーにしておりました。日を追うごとにランキングをチェックする事が日課となり、チームの頑張りをみているうちに
楽しさが増して参りました。リーダーが“我ら Akama チームがグループランキングで 20 位内に入り、且つ Baba チームに勝った
らお祝いをしよう！”という目標を立てたのを機に、チームの歩数が一機に増えて参りました。目の前に人参（目標？）があるお
陰で、今や Baba チームをリードしておりまして、グループランキング 10 位内を目指せるほどアスリートチームに華麗に変身した
次第です。 
 チームメンバーは汗だくで必死に、また楽しみながら歩く派に分かれ
ておりして、具体的は歩数の増やし方をご紹介させて頂きたく存じま
す。 
 
・会議資料を自分のオフィスを歩きながら読む。 
・ゴルフの際はカートを乗らず、ひたすら歩く。 
・ジムのトレッドミルにて必死に歩く。 
・ロボット掃除機を使わず、自分で掃除する。 
・子供達とバスケをしていると楽しくあっという間に歩数を増える。 
・朝晩の涼しい時に近所の家並みや Bayou を散歩して緑や鳥の囀り
を楽しみながら歩く。 
・Netflix や YouTube を見ながら Rebounding で歩く。 
  ※余談ですが、Rebounding を使用しての運動は足腰に負担がな
く、長時間でも楽で楽しく歩けるので癖になります。 
 

 ウーキングイベントも残すところ後 1 週間となって参りました。チーム一体となりウォーキングイベントを大変楽しんでおります。
このようなイベント企画して下さった JERA 様、商工会に心より感謝申し上げます。アスリートチームに変身したまま、引き続き、
楽しみながら頑張って参ります。 
  

（Akama チーム マネージャー） 
 

 

 

 

 私達、Baba チーム（ダイキン製造チーム）は組立、半製品、部品担当者か
ら編成されています。 
 仕事上、大きな工場内を歩くので、“歩くのには自信があります！”とチー
ムのスローガン通り、そんなに頑張らなくても、大丈夫だと思っておりました。 
 いざ、始まってみますと、他のチームの頑張りに正直焦っているのが本心
です。 特に社内のAkamaリーダー率いるコーポレートチームの健闘にも触
発され、仕事外でも歩くようにし追いつけるように頑張っております。 またお
互いに競い合う事により、全体の順位も上がってきており、切磋琢磨して頑
張る事、チームワークの大切さを実感している最中です。 
 
各メンバーの歩数の増やし方 
・犬の散歩や景色の検索を楽しいながら歩く。 
・ゴルフでは右に左へとボールを飛ばしてスコアも歩数も稼ぐ！ 
・仕事以外でジムのランニングマシーンで歩いたり、エレベータを
使わず階段で歩く。 
・工場現場を常にパトロールして不具合がないかどうか確認しな
がら歩く。 

 （※弊社の工場内は端から端まで約 1 キロの距離があります） 
・家事や子育てをしながら歩数を増やす。 
 
  残り 1 週間と迫って参りました。打倒 Akama チームで、仕事以
外でも歩いて楽しみながら頑張って参ります。 

   （Baba チーム キャプテン） 
 

 

Akama チーム 

Baba チーム 



  

 

 
 最初に Virtual Walking のお知らせをみたとき、ニューヨーク市の郊外に住み、毎朝ランニングをする私は、これぞ自分のため

のイベントだと思いました。遠距離でも参加できるし、内容もいい。日本語を話さないヒューストン勤務の同僚を誘ったところ、7
人の希望者が現れました。アプリが日本語であるのを

読み落としていたのですが、それを伝えると１人が断念

したものの、無事に 7 人のチームが結成できました。

RenoBody アプリへの登録作業は、案の定骨の折れる

作業でしたが、チームの Zoom 会議を開催し、画面共

有で iPhone を見せ合いながら無事に完了しました。 
 
 我々のチームは JP モルガンチェースの法人営業部

門で、在米外資系企業を担当する部門のメンバーで組

成されています。仕事柄もあってか海外好きが多く、日

本人である私を含め、半数以上は米国外出身者です。

趣味や年齢もまちまちで、歩数もバラつきがあります

が、現在チーム・トップは毎日 3 万歩のペースを持続

し、全体でも上位 5～6 位と健闘しています。そういうリ

ーダー格の存在は本当にありがたいです。 
 
 私の場合、普段から 1 日 1 万歩以上は歩いたり走ったりするので、そのペースを維持することを個人目標として試合に臨みま

した。実際に始まってみると、そうもいかないですね。マラソン大会に参加しているときと似たような心理状況になります。スタート

前は無理なくと思っても、走り出すと前の人に追いつこうとしたり、後ろの人に追い抜かれたくないという気持ちから、自分をプッ

シュしてしまいます。今回のイベントでは、アプリがサイバー空間上でそういう状況を作り出していますね。朝起きて最初にする

のがRenoBodyのランキング・チェックです。寝る前もしかりです。昼間もついつい見てしまいます。前のチームまであと平均 100
歩。とすれば自分が 700 歩歩けば追いつける、という具合です。 

 
 歩数を上げる秘訣は何か。我がチームには熱狂的な自転車漕ぎがいて、毎週 125 マイ

ルもの高速サイクリングをするのだそうです。その回転数を Garmin に読ませて、アプリ連携

を通して RenoBody の歩数に反映できないか。試行錯誤しましたがダメでした。結局、歩く

か走るかしかない。時間には限りがあるので、普段座ったり寝そべったりしながら行う行為

を、歩きながらの行為に転換する。私は朝のニュースを新聞でなく、ポットキャストで歩きな

がら聞くことにしました。チームの中には足踏みをしながら Zoom 会議に参加する者がいま

す。でも結局は小細工よりもチームの意識高揚が効果的との印象です。開始直後からチー

ムのテキストメッセージが止みません。今日は何歩歩いたとか、その証拠写真が送られてく

るのです。励ましあいながら、楽しくかつ激しく歩かせて頂いています。現時点のチーム目

標は 3位内の入賞です。幹事の皆様、素晴らしいイベントの企画をありがとうございます。と

ても感謝しています。 
（歩き人 キャプテン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩き人 

 

ウォーキングトリビア知識？！ 
 
 ウォーキングの際に気を付けないといけないことについてですが、まず 1 つ目にトラ

に遭遇したらどうするか。インディアは見つかったそうなので大丈夫でしょう。テキサス

ではペットとしてトラを飼っている人は結構いるそうなので、首輪がきちんとついている

ことを願うのみです。次にワニに遭遇したら逃げることでしょうか（テキサスはアリゲー

ターのようですがクロコダイルとの違いは自分で調べましょう）。最後にシカ。数年前に

は近くでも見かけましたが最近はあまりいないでしょうか。 
 もう少し実用的なところで、最近は蚊が増えてきたようですので、OFF！に代表され

るような虫よけスプレーをお忘れなく。刺された時は、Benadrylや Cortizon のようなか

ゆみ止めを。またヒューストンは日本以上に日差しが強いので SPF(UVB 紫外線 B
波を防ぐ効果、PA(UVA 紫外線 A 波を防ぐ効果)があるものでご自身にあったものを

選んでつけるのをお勧めします。 
 
 

https://www.wwf.or.jp/staffblog/activity/3654.html
https://www.wwf.or.jp/staffblog/activity/3654.html
https://www.youtube.com/watch?v=9GL1TJAvkeE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①歩いても歩いても順位が伸びないあなたに 『鏡の国のアリス』 

 毎日頑張って歩いているのに全然順位が上がらないことに悩んでいるのは私だけではないはず。この感じ、どこかで読んだこ

とがあったなと考えていると思いつきました。『鏡の国のアリス』です。この中では走っているのに進まないという場面が出てきま

す。赤の女王はアリスに言います。「ここでは今いる場所に留まるには精一杯走らなくっちゃいけないの。他の場所に行こうとす

れば倍以上の速さで走らないといけないの」 

 何という過酷な世界でしょう。全力で走っても現状維持。前に進むにはもっと頑張らないといけないとは。しかし走るを歩くに置

き換えて、場所を順位と考えれば私たちのバーチャルウォーキング大会そのものです。でも絶望する必要はありません。頑張っ

てチェス盤の端に到達すればアリスのようにあなたも女王様になれるでしょう。 

 ちなみに日本でも人気のアリスの物語とその続編ですが、英語原題は『Alice’s adventures in wonderland』と『Through the 
looking-glass』で、タイトルに共通性がありません。これを『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリス』と対称性のある名前にした

のは日本語訳者のファインプレーです。 
 
②歩きながら考え事をするあなたに 『草枕』 

 世の中には歩いていると無心になれる人と、歩きながらつい考え事をしてしまう人がいると思いますが、山道を歩きながらグダ

グダと考え事を始めるシーンから始まるのが明治の文豪、夏目漱石の『草枕』です。「智に働けば角が立つ、情に棹させば流さ

れる」というフレーズを聴いたことがある方も多いでしょう。漱石には他にも『行人』とか『道草』とか散歩に縁がありそうなタイトル

の作品がありますが、内容はあまり関係ありません。 

 内容ではなくタイトルがウォーキング関連の作品と言えば、他にも英国ミステリ作家のディクスン・カーにその名もズバリ『夜歩

く』なんて推理小説があったりしますが、是非おすすめしたいのが森見登美彦の『夜は短し歩けよ乙女』 京都の町を舞台に、

乙女（後輩）に恋した冴えない「先輩」が大学の中や外を駆け回ります。乙女の可愛さと先輩のヘタレっぷりに悶絶してください。 

 

③歩いて旅に出てみたいあなたに 『忘れられた巨人』 

 コロナ禍の巣ごもり生活で旅に飢えている方も多いと思いますが、旅は旅でも徒歩の旅をしてみたいという人々がいます。アメ

リカだとさすがに徒歩旅行に向いたコースはほとんど聞きませんが、日本のお遍路とかスペインのサンチャゴデコンポステーラ

とか、巡礼の旅は徒歩との親和性が高いように思います。お遍路ではありませんが、松尾芭蕉の「奥の細道」の旅にも同じよう

な精神性を感じます。 

 やはり巡礼ではありませんが、ノーベル賞作家カズオ・イシグロの『忘れられた巨人』ではアーサー王亡き後のブリテン島を舞

台に、老夫婦が息子を訪ねて旅に出るところから物語が始まります。歩いて休んで、出会って別れてを繰り返しながら二人は忘

れてしまった自分たちの過去を思い出そうとします。 

 

④歩く（＆走る）ことは青春だ 『ふたりの距離の概算』 

 ウォーキング大会から学生時代のマラソン大会などの学校行事を連想した方もいるかもしれません。青春ミステリとして人気の

米澤穂信の古典部シリーズ第 5 作『ふたりの距離の概算』では神山高校のマラソン大会「星ヶ谷杯」が舞台となりますが、全

20km のコースとなれば途中で歩く者も続出し、主人公折木奉太郎も走ったり歩いたりしながら彼の所属する部活にまつわる謎

を解こうと挑みます。 
 また歩くことと青春という切り口だと、私はまだ読んでないので語る資格がないのですが恩田陸の『夜のピクニック』は名作とし

て名高いですね。これは是非、読んでみたいと思っています。 
 

 と、やや駆け足で様々なジャンルの物語を紹介しましたが、読者の中には自分ならではの一冊をお持ちの方もいらっしゃると

思います。ガルフストリーム 5 月号や前回、前々回の号外で紹介したトレイルには木陰にベンチを備えた場所も多く、野外で読

書を楽しむこともできます。バーチャルウォーキング大会も終盤戦、書を携えて野に出てみてはいかがでしょうか。 

 

 

私の本棚 

ウォーキングと本棚。一見すると全く相容れないように思われるかもしれませんが、読書と散歩には深い縁があるものです。

イベント開始から 3 週間、そろそろ疲れもたまっているでしょうし、足を休めて書物の世界の中でウォーキングを楽しんでみ

てはいかがでしょうか。 
 

今回ご紹介した本のうち『鏡の国のアリス』『草枕』『忘れられた巨人』は三水会図書館に蔵書があります。屋外で読書さ

れる際は本に汚れがつかないようにご注意ください。 

独断と偏見による 

ウォーキング特集 



  

 

 

 

 

 

 

 バーチャルウォーキング大会も開始から 3 週間経ち、いつもの散歩コースに飽きてきたという方も多いでしょう。トレイルコース

も似たようなところが多く、イマイチ新鮮味に欠けます。何か今までと違う散歩体験がしたいな、と思って閃きました。そうだ、お

墓参りに行こう！ 
 このように書くとどうにも不謹慎に思われるかもしれませんが、これは割と真面目なお話です。例えば「石原裕次郎 お墓参り」

で検索すると山のように動画やらブログやらがヒットしますが、俳優や作家、果ては戦国武将まで自分の憧れる人のお墓に詣で

てみたいというのは多くの人に共通する思いでしょう。これは日本人に限ったことではなく、古代から現在まで全世界で見られる

ことです。 
 しかもキリスト教国で土葬が基本のアメリカのお墓は日本よりも広いイメージがあります。歩数を稼ぎつつ必勝を祈願するのに

これほど適した場所もないと言えます。 
 ではヒューストンに縁のある有名人で既にお亡くなりになった方と言えば誰か。真っ先に思いつくのが第 41 代アメリカ合衆国

大統領 G.H.W.Bush 夫妻ですが、残念、お二人のお墓はヒューストン市内ではなくおよそ 90 マイル北西の College Station にあ

ります。 
 
 では他にどんな有名人がいるか。「Houston Famous Graveyard」で検索するといろいろと出てきます。 
 
 正直あまりピンとこない方が多いのですが、私が目をつけた

のは Howard Hughes 氏。第 2 次世界大戦前後に活躍したアメ

リカの大富豪で、レオナルド・ディカプリオ主演で映画にもなっ

ています。彼が埋葬されているのがダウンタウンに近い

Glenwood Cemeteryです。ここは駐車場がなく、車のままどんど

ん中まで入れてしまうのですが、ほどよいところで車を路肩に

止めて Hughesのお墓を探します。が、そこらの墓石を眺めても

Hughes と刻まれたものが見つかりません。辺りを何度かうろつ

き回った挙げ句、画像検索でようやく突き止めたのは意外とシ

ンプルなお墓。しかも柵に囲まれていてお名前が外からは読

めないので何も知らずに来たらまず見つけられないでしょう。 
 右上の写真をご覧ください。手前に写っている柵に囲まれた

のが Hughes 家のお墓です。シンプルと言ったのは想像したよ

りも、という意味で庶民のお墓よりは格段に立派です。でも右

奥に写っているローマの神殿みたいなのに比べたら随分と素

朴に見えます。 
 お目当てのお墓は見つかりましたが、折角なので辺りの散策を続けます。この墓地の特徴は木がたくさん生えていることで、

景色は全然違うのですが高野山の奥の院を思い出してしまいました。こういう場所で大地に還るのだと考えるとなんだか悪くな

い気がします。立体駐車場の中をぐるぐる歩き回るのと違って心まで洗われたような気分になれました。 
 なお普通にご家族のお墓参りに来られる方もいますので、墓地を散策する際は騒がず、邪魔にならないようにしましょう。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ウォーキングコース紹介＞ 

緑に包まれた霊園 

そうだ、お墓参りに行こう！ ～神様、仏様、ハワード・ヒューズ様

 

裏手にある公園 

https://www.bush41.org/visit/gravesite
https://www.houstononthecheap.com/famous-people-buried-in-houston


 

 

 

 

 

 

協賛企業 

 
以下の会員企業より賞品の一部をご提供頂きました。 

ご支援いただき、ありがとうございました。 

 

             

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アルファベット順＞ 

 

 バーチャルウォーキング号外版バックナンバー 

   

 

 

号外版第一弾・第二弾のバックナンバーは商工会 HP のバーチャルウォーキング特設ページからもご覧いただけます。 

 

第一弾 第二弾 

https://www.jbahouston.org/virtualwalking2
https://3a9a79a0-995e-4ac0-b19b-3101c66029dd.filesusr.com/ugd/66ffda_9e65ef206c3d4e1db4a1c39dfb659764.pdf
https://3a9a79a0-995e-4ac0-b19b-3101c66029dd.filesusr.com/ugd/66ffda_41c789cfdb554e8e923a5909c28d00e3.pdf

