
編  集  後  記 
 夏！私にとってヒューストンといえば、

NASA、青くて広い空、そして暑い夏！強い

日差しにさらされると、両手を挙げて「さあ、

来い」と思わず口走ってしまいそうになりま

す。皆さんも食ぅすとんを読んで、おいしい

ものをしっかり食べて夏本番に備え、暑い

熱いヒューストンの夏を楽しみましょう！ 

               (Shinji Murakami) 

✍ 
 毎年ウチの娘たちが楽しみにしている

Japan Festival の金魚すくい。ここ数ヶ月編

集委員会をサボったせいか、今年のJapan 

Festivalの日程を忘れてしまい参加ならず。

娘たちのひんしゅくを買いました。編集委

員会にもっと頻繁に出席しろというお告げ

でしょうか。 

P.S. 過去に捕まえた金魚はこんなに大き

くなりました。(約１５cm)  （Kenichi Yagi） 

✍ 
 テキサス・メディカルの原稿入手の担当

を務めさせて頂いております。 

 貴重な研究・勤務時間の中、ヒューストン

在住の日本人の皆様に向け、医療に関す

るお話をご執筆いただく先生方のご厚意

には感謝の気持ちで一杯です。 ご専門の

分野を決められた枠内に収めるのは容易

なことではないと思います。本当にどうも有

り難うございます。 

 さて、私の大好きな夏・夏・夏で～す。（し

つこッ！）今年のテーマは「海」と「泳ぐ」で

す。（大袈裟・・オ～ホホ！） 

 皆さんも楽しい夏を過ごして下さ～い。 

（スペンス育子） 

✍ 
 4月14日のアジア・ソサエティー・テキサス

センター新館の一般公開、私は行かな

かったのですが、今月の記事によると設計

は建築家の谷口吉生氏の設計ということ。

昨年まで氏が設計した幕張の IBMセン

ターの脇を歩いて通勤していたのを思い

出しました。アジア・ソサエティーにも早速

いってみようと思います。 

 さて、ガルフストリームの編集には、十数

人の委員の方が携わっています。その

方々のご紹介も兼ね、今月から、２，３人ず

つ編集後記に加わって戴くことに致しまし

た。                （市川 真） 
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スポーツスポーツスポーツ   講師略歴：岩岡聰樹  
三菱東京UFJ銀行経済調査室NY

駐在チーフエコノミスト 

1996年 東京三菱銀行（現三菱東

京UFJ銀行）入行、調査部経済調

査グループアセアン経済分析担

当、国内経済総括シニアエコノミス

トを経て2011年1月より現職。 

2006年度内閣府ESPフォーキャスト

調査優秀フォーキャスターに選出。 

日本証券アナリスト協会検定会員。 

 

米国経済・金融の動向 
 

～回復続く米国経済の行方～  

講師 
三菱東京UFJ銀行経済調査室NY駐在  

岩岡聰樹氏 

■米国経済は徐々に正常化へ向かっている 
 景気の現状としては、米国経済は緩やかに回復しているといえる。今年前半は減速気味、後半は実質

GDP成長率前年比2%台で成長していくと見られる。個人消費は主に自動車、家電などの耐久財関連で伸

びが見られ、薬局、食品など非耐久財は落ち込み、消費の二極化を生んでいる。景気回復に入り3年が経と

うという今、米国の消費は「ペントアップ・デマンド」と呼ばれる、不況期に控えていた支出が景気の回復に

従って出てくる現象、悪く言えば反動増、が起きている。これが個人消費の持ち直しの背景にある。エネル

ギー高が懸念されたが、エネルギー関連支出の所得に占める割合は予想に反して低い。これは今年の歴

史的な暖冬の影響で、エネルギー支出が大きくならずに済んだからと説明できる。したがって、全体的に景

況感はわりと良いという印象だ。 
■雇用は緩やかに増加傾向 
 労働市場の回復ペースは極めて緩やかである。企業の採用ペースは回復傾向にあるものの、依然ITバブ

ル崩壊後のボトムを下回る水準にとどまっている。雇用回復のペースが減速する可能性もみておく必要があ

る。雇用の伸びが、需要の伸び（実質GDP成長率）を上回っており、若干雇いすぎという印象がある。米連邦

準備制度理事会（FRB）バーナンキ議長が需要を高められれば別であるが、それが出来ないのなら景気回

復維持のためには雇用は伸びすぎずじりじりと上がっていく方がいいだろう。 

■失業率低下の背景は労働参加率の低下にある 
 失業率の見通しは、このまま8%台前半が続き、年末にかけて8%を切る可能性もあるとみられる。この失業

率の低下要因は、労働参加率（働ける年齢にある人が求職活動を続けている割合）の低下が背景にあるの

がポイントだ。労働参加率の低下の理由としては、雇用環境が厳しいと職探しをあきらめる人が増えるため

と、米国人口の高齢化という構造要因がある。したがって、実態としてはさほど回復したとは言えないだろう。 

■住宅市場は低迷、設備投資は減速 
 中古住宅は底入れの動き、新築住宅は低迷が続いている。住宅バブル崩壊後の調整プロセスは時間が

かかる。ただ、住宅市場の縮小で経済への影響は限定的といえる。 
 民間設備投資は減速気味だ。人件費削減などによる企業業績の改善ペースは徐々に低下してきているた

め、設備投資の伸び率は鈍化傾向だ。 

■3つのリスク要因：欧州債務問題、資源高、政府の財政問題  
 リスク要因として考えられるのは、まず欧州債務問題による景気の悪化だ。ギリシャについては、依然マイ

ナス7%成長の不景気で、債務問題解消には相当な時間がかかる。欧州の財政健全化計画の足並みもあま

り良くない。次に、資源価格の再高騰。エネルギー高の影響は徐々に顕在化するとみられる。 後に、米政

府の財政問題だ。政府・議会は増税と財政支出削減について、2012年も先送り戦略をとるだろうという見方

が主だ。今年は大統領選の年とあって具体的な対策が取られるとは考えにくい。政府・議会の対応次第で

は、債務上限を巡る混乱、去年の“二の舞”リスクが残る。 

■金融緩和を継続し当面は様子見 
 金融政策については、金融緩和継続により様子見スタンスを続けるというのがメイン・シナリオだ。連邦公

開市場委員会（FOMC）は、FF金利の誘導目標を異例の低水準に据え置く超低金利政策を2014年終盤ま

で延長すること、インフレ目標2%を決めた。政策金利の見通しについては、FOMC参加者で利上げのタイミ

ングにバラツキが多く、時間軸効果を高める作用は限定的といえる。インフレ・リスクを抱えながらいかに

FOMCが金融緩和を“継続”するかが焦点だろう。 
 
 為替相場は、欧州リスク再熱や米国経済指標軟調を受け80円前後まで低下している。当面は、米国の低

金利長期化観測が維持されドルは上昇しにくい環境。80円台前半のレンジ相場が予想される。長期金利は

欧州情勢に対する不透明感から低位安定傾向にあり、10年債利回りが2%台まで低下したが、先行き不安

感が和らげば、景気回復期待、インフレ高止まりを映じて、金利はじり高が予想され、ドルも少し上昇するだ

ろう。 
■欧州・中国の減速により外需は低下ぎみ 
 欧州停滞と中国やアジア・太平洋の牽引が下がるなかで、米国の輸出は緩やかな鈍化傾向にある。危機

後の調整は、外からバブル的要素があったほうが進みやすいといえる。日本もバブル崩壊後の調整が進ん

だのは米国の住宅バブルがあったからだ。 近注目されるニュースは、アゼルバイジャンで世界一高いタ

ワーの建設計画（2020年竣工）が出てきたことだ。世界的な金融緩和が続くなかで、バブル的状況が発生し

つつあることを示すものと言える。 
 

（ジェトロ・ヒューストン事務所 ヘイズ樋口奈津美） 

 ワールドビジネスサテライトなどテレビ番組でもご活躍の、三菱東京UFJ銀行米国駐在チーフ 

エコノミストの岩岡氏をお招きし、米国経済の現状と今後の動向についてご講演いただきました。 

 以下は、岩岡氏に確認をいただき講演内容をまとめたものです。  

2012年4月18日  

ヒューストン日本商工会 

講演会 

● Houston  Re-Market  (5/19  9am-1pm)  
Poissant Gallery, 5102 Center Street, Houston 
TX 77007 毎月第３土曜に催されるリサイク

ルマーケット。リサイクル材で作ったクラフト品

販売、ガレージセール、物々交換、食べ物

ブース、ミュージック有。入場無料。 
●Family Day - Japan (5/20 1pm-4pm) 
Asia Society Texas Center, 1370 Southmore 
Blvd, Houston TX 77004 713.496.9901 http://
asiasociety.org/texas 月曜休。本誌3ページで

紹介しましたアジア・ソサエティー館で毎日曜

午後１時から４時までFamily Dayと題しアジア

各国の文化紹介イベントが開かれます。来る

５月２０日は日本がテーマ。同館でのこの他

の展示はTreasures of Asian Art : A Rocke-
feller Legacy (~9/16).  
●2012 Kerrville Folk Festival in Kerrville, 
TX (5/24-6/10)  The Kerrville Music Festivals 
are supported in part by awards from Texas 
Commission on the Arts and by the National 
Endowment for the Arts. http://www.kerrville
-music.com/festival_Info.htm 
●Annual Rockport Festival of Wine and 
Food at Texas Maritime Museum (5/26-27 
4pm -11pm) ワイン好きにはたまらないイベン

ト で す。全 て の 収 益 金 は Texas  Maritime 
Museum に寄付されます。入場料２０ドル。詳

しくは：http://www.texasfestivalofwines.com/ 
●The Lavender Festival in Blanco, TX (6/8
-10). Discover the many area attractions lo-
cated within a few minutes from the center of 
Blanco. There are fun activities throughout 
the area to delight every visitor and enhance 
your  Blanco Lavender  Festival  experience. 
http://www.blancolavenderfest.com/ 
●Houston Beer Festival (6/9-10) in Down-
town, Houston. There is  nothing, but beer 
festival in Houston!! Admission ticket $25: 
The  ticket  comes  with  general  admission, 
festival wristband, festival guide, and 10 beer 
tickets http://houstonbeerfestival.com/ 
●Dublin Dr. Pepper Celebration in Dublin, 
TX (6/17). The oldest Dr Pepper bottler in the 
world, Dublin Dr Pepper has the distinction of 
being bottled with Imperial Pure Cane Sugar - 
the original Dr Pepper formula. The first week 
of each year, they have celebration of their 
birthday after 1891. http://
www.dublindrpepper.com 
●Republic Biker in Austin, TX (6/12). Mo-
torcycle rally with major concerts, most major 
bike builders around the country, camping, 
tours, poker. Rally http://www.rotrally.com/ 
●Texas Folklife Festival in San Antonio, TX 
(6/8-10). The Texas Folklife Festival is the 
biggest cultural celebration in Texas! More 
than 40 different  cultural  groups in Texas 
Admission $12 (over 13) at the gate and $5 
for children (5 up) Free for children under 5. 
Please see the following website at:  
http://www.texancultures.com/
festivals_events/tff_home/ 
 

●Grace Theater (2710 W. Alabama) 713-526
-2721 www.adplayers.org  
Cinderella (~May 25) 
●Company On Stage (536 Westbury Sq.) 713
-726-1219 www.companyonstage.org  
The Foreigner (~June 9) 
●Alley Theatre (615 Texas) 713-220-5700 
www.alleytheatre.org  
What We’re Up Against (~June 10) 
Noises Off (May 25~June 24) 
●Miller Outdoor Theatre 6000 Hermann 
Park Dr) 281-373-3386 
www.milleroutdoortheatre.com   
The Barber of Seville (May 18) 
●Playhouse 1960 (6814 Gant Rd) 281-587-
8243 www.ph1960.com  
Chicago (May 25~June 16) 
●Hobby Center—Sarofim Hall (800 Bagby) 
713-558-8887 www.tuts.com  
The Best Little Whorehouse in Texas (June 
5~17) 
 
 
(Metal, Rock & Pop) 
●Toyota Center 713-758-7200 
May 25, 8pm: Rammstein 
Jun. 2, 6pm: Nickelback 
Jun. 12, 7pm: LMFAO 
Jun. 24, 7:30pm: Van Halen 
Jun. 25 &26, 7pm: Coldplay 
(Soul, R&B & Jazz) 
●Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Jun., 8:30pm: Jaheim With Urban Mystic  
(Classic) 
●Miller Outdoor Theatre 281-373-3386  
June 15 & 16, 8:30pm: Summer Symphony 
Night/June 22 & 23, 8:30pm: Summer Sym-
phony Night 
●Jones Hall 713-224-7575 
May 20, 2:30pm: Carmina Burana 
●The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  
713-629-3700 
 Jun. 22, 8pm: Texas Music Festival Orchestr  
(Country and Folk) 
●Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
May 24, 8pm: K.D. Lang 
●The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  
713-629-3700 
June 2, 8pm: Jimmy Buffett and The Coral 
Reefer Band 
June 16,7pm: Dierks Bentley 
 
 

●MLB/Houston Astros @ Minute Made 
Park http://houston.astros.mlb.com 
May.18(Fri) 7:05pm Texas Rangers 
May.19(Sat) 6:05pm Texas Rangers 
May.20(Sun) 1:05pm Texas Rangers 
May.21(Mon) 7:05pm Chicago Cubs 
May.22(Tue) 7:05pm Chicago Cubs 
May.23(Wed) 7:05pm Chicago Cubs 
Jun.1(Fri) 7:05pm Cincinnati Reds 
Jun.2(Sat) 6:05pm Cincinnati Reds 
Jun.3(Sun) 1:05pm Cincinnati Reds 
Jun.5(Tue) 7:05pm St Louis Cardinals 
Jun.6(Wed) 7:05pm St Louis Cardinals 
Jun.7(Thu) 7:05pm St Louis Cardinals 

☛スケジュールは変更になる場合があります。お電話又はWebサイトでお確かめの上お出かけ下さい。 
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日  時：平成24年4月18日（水）11：30 ～13：05 

場  所：Four Seasons Hotel  Room: Salon B（3階）  

出席者：名誉会長、名誉会員、常任委員、正会員（常任委員代理)、 

           商工会事務 

司  会：竹田直樹幹事 
 
１．商工会会長連絡事項（上野真吾会長） 

MFAHジャパンギャラリー開設、総領事公邸での震災1周年レセプショ

ン、ジャパン・フェスティバル、テキサス会、宇宙セミナー、ソフトボール

大会予選と前期の活動が滞りなく終わり、会員各位のご支援ご協力を

感謝している。4月は人事異動による会員の交代期に当たり、また今後

もピクニックを初めとするイベントが続くが、引き続きご支援ご協力を宜

しくお願い致したい。 
 
２．総領事館連絡事項（山本条太総領事） 

本年2月のヒューストン美術館日本ギャラリー開設及び4月のアジア協

会テキサスセンター（アジアハウス）新館開館についての商工会による

支援に改めて感謝。美術館やアジアハウスのいずれも、日本文化を前

面に出していこうと努力している。こうした文化・芸術関連事業への参

画は、こと当地では要人との接触拡大の絶好の機会となる。 
 
３．ジャパン・フェスティバル終了報告 

（阿部憲一副会長・五十嵐剛正会員） 

寄付総額$12,500 (14社)、来場者数25,000人、JBAHからは、キッズア

クティビティー、婦人部委員会による浴衣トライオンなど、ボランティア

325名（延べ）を出した。チケット売上は約8,500枚。ボランティアに協力

した方々に5段階評価のアンケートをお願いした結果、平均で4.2の評

価を得た。会員各位のご支援ご協力を感謝している。一方で、ボラン

ティア活動者への昼食の補助をお願いしたい、アクティビティの規模

が大きくなりすぎボランティア確保が大変との意見も出ており、今後の

課題として話し合って行きたい。 
    
４．特命理事の交代・任命について（上野真吾会長） 

上野会長より任命が行われた。 
（旧）渡辺龍二氏 →（新）高杉禎氏（Mitsubishi International Corp.） 

 
５．日本庭園清掃ボランティア活動終了報告（高杉禎特命理事） 

4月9日開催のコミュニティーに参加し、清掃ボランティア（3月24日）へ

の協力に対する感謝の報告があった。毎年2回（春と秋）に行われる清

掃ボランティア活動への協力を今後ともお願いしたい。また、今年も日

本から庭師を呼び、日本庭園の整備を行っている。 
 
６．テストラン実施に関する連絡（市来肇特命理事） 

会員交代の時期が落ち着く5月末から6月頃に行う予定。総領事館要

請に基づき、ブロック毎の連絡網の修正を行い、日本人会、補習校等

関係団体と同時に行う。5月上旬に領事館との間で安全対策連絡会

会合が予定されている。商工会の会報誌であるGulf Streamでも年数

回、注意喚起のための記事を掲載しているが、ハリケーンシーズン入り

前の6月号でハリケーン対策等に因んだ情報提供記事掲載を行う予

定。  
 
７．アジア・ソサエティ・テキサスセンター関連行事について 

（直木純二郎特命理事） 

4月14日と15日に、Asia Society Texas Center のFirst Look Festivalが
行われ、日本から来た浪速鳶伝統保存会による火消しのセレモニーを

皮切りに、盛大なセレモニーが行われた。直木特命理事以下、日本人

コミュニティー有志が通訳ボランティアとして参加した。 
 
８．委員会・部会報告 

 ①企画・調査委員会（竹田直樹幹事：木村誠企画調査委員長代理） 

  ＊ビジネス講演会開催について 
 題：「米国経済・金融・為替の動向－緩やかな回復基調は続くのか？」 
 講師：岩岡聰樹氏  

          三菱東京UFJ銀行経済調査室NY駐在チーフエコノミスト 
 日時：2012年4月18日（水）13:15～14:45（常任委員会終了後） 

平成24(2012)年4月度  商工会常任委員会 議事録 

石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 

    北カリフォルニア・ドリーミング 

1987年夏、夢にまでみたアメリカの地に初めて足を踏み入れた。場所は

西海岸の中心都市サンフランシスコ。ゴールデン・ゲイト・ブリッジ、フィッ

シャーマンズ・ワーフ、ケーブル・カー、ツイン・ピークスなど、目を閉じると

今でも鮮明な記憶が蘇る。世界有数の観光地サンフランシスコこそが自分

にとって「アメリカ」そのものであった。しかし、四半世紀後にこの地域を旅

して思うのは、私が見たのは日本とほぼ同じ広さを持つ「カリフォルニア」の

その一部だったということだ。改めて知った北カリフォルニアの魅力をご紹

介したい。 
 まずはサンフランシスコから

車で１時間半ほど南にある海

岸沿いの街、モントレー。ここ

は文豪スタインベックの「キャ

ナリー・ロウ（缶詰横丁）」でも

語られた漁業の町。かつて

缶詰工場だった建物はレトロ

な雰囲気を残しながらも、

様々な種類のおしゃれな店

やレストランに改装されてい

る。ここには全米でも 大規

模の水族館がある。海の生き物を美しく展示し、さながら太平洋に迷い込

んだようだ。ピア（埠頭）にもシーフード・レストランやみやげ物屋が軒を連

ね、夜遅くまで人通りが絶えない。名物のクラムチャウダーの試食をさせて

くれるので、味を確かめた後に、気に入ったレストランに飛び込めるのが嬉

しい。このピアではカモメが

空を飛びまわり、ペリカンが

人にまとわりついている。海

に目を向けると水面に浮か

ぶジャイアント・ケルプ（巨大

な海草）の間から白黒ぶちの

物体が見える。アザラシだ。

岩の上で日向ぼっこしたり、

ヨット・ハーバーで寝そべっ

ている輩もいる。運がよけれ

ば、海に浮かぶラッコも見ら

れる。モントレーの近くにはクリント・イーストウッドが市長を勤めたカーメル

市もある。軽い傾斜のあるお洒落なダウンタウンは敷居の高い感じはなく、

お店やカフェにふらっと立ち寄ることができる。カリフォルニアの明るい陽

射しを浴びながら新しさと古さを兼ね備えたカーメルの町歩きをしている

と、とても爽やかな気分になった。 
 モントレー・カーメル地区でＭＵＳＴ ＤＯなのは近隣のドライブだ。カーメ

ル郊外のヨーロッパを思わせる緑の丘も印象的だし、１７マイル・ドライブと

呼ばれる有料道路を通り、森の中の高級住宅街をため息混じりに見たり、

風光明媚な海岸線を通り五

感に刺激を与えたりするの

も新鮮だ。中でも感動的な

スポットはぺブル・ビーチ・ゴ

ルフ・クラブだ。目にいつま

でも残像を残すゴルフ場の

美しいグリーンや海沿いの

名物ホール。いつかはここ

でプレイするぞと心に誓っ

た。さらに心に残ったのは、

海岸に根をはり斜めになり

ながらも踏ん張っているCypress（イトスギ）。太平洋沿いの荒々しい自然に

立ち向う木々の姿は何故か勇気付けられる。 
この地域には文豪スタインベックのゆかりの地サリーナスもある。「エデ

ンの東」にも描かれたレタス畑を見るなら午前中がおすすめだ。北カリフォ

ルニア沿岸部はほぼ毎朝、霧のミステリアスなベールに包まれ、その中で

目にする畑は、神々しい。スタインベックの生家にも足を運びたい。現在は

カフェになっていて、ボランティアの方々が昔ながらの服装で対応。２０世

紀初頭の雰囲気で軽食をとることが出来るだけでなく、食後には家の中も

案内してくれる。この家からわずか３ブロック先のダウンタウンにはスタイン

ベック・センターがあり、アメリカを代表する作家の業績や作品にこめた思

いを学ぶことが出来る。 
 北カリフォルニアの内陸を巡る

と改めてカリフォルニアは農業

州だと思う。オレンジ、ガーリッ

ク、スイカにアーモンドなどな

ど、ありとあらゆる野菜や果物を

生産している。中でもサンフラン

シスコから北東へ車で１時間の

ナパやソノマは全米一のワイン

の産地として有名だ。ヨーロッパのワインの名産地同様、寒暖の差が大き

いこの地で育つ良質のぶどうから作られたワインは味も値段の幅も多種多

様だ。試飲のできるワイナリーも数多くあり、１日で回れるのはせいぜい４－

５軒。事前に好みの場所を調べて、場所によっては予約をしておきたい。

ヒューストンの酒屋でも手頃な価格で手に入るロバート・モンダビ、スターリ

ングなどのワイナリーは多くの人を受け入れるように工夫が施されている。

さわやかな空気と美しいぶどう畑の続く風景の中、ワイナリーの創業の歴

史やワインへの愛情を語るガイドの話を聞きながら楽しむワインは格別だ。

今回で も印象に残ったのは少しマイナーなVinecliffワイナリー。普段は

口にすることのない１本が60-150ドルもする各種ワインの試飲はなんと25ド

ル。そのワインは舌の上を滑るようになめらかで、普段飲む庶民向けワイン

とは全くの別物であった。 
 ナパとソノマに行ったついでに体験したいのがマッドバス、泥風呂だ。ナ

パの北に車で約３０分のカリストーガにはワイナリーとともにスパもある。私

たちもGolden Haven Spa Hot Springsで泥風呂を体験。少し暗めのお風呂

には深い浴槽が。その中にはぬかみそのような泥がたっぷり。お店の人に

まずはそこに入るよう指示され、こわごわ足を浸すと、なじみのない触感。

そこに「えいっ」とばかりに全身を漬けこんだ。宇宙遊泳をしているような、

木綿豆腐の中に入っているかのような、自分が糠漬けの野菜になったよう

な不思議な感覚だ。今度はシャワー。上からだけでなく横からも水が勢い

よくでてくるオールドファッションなシャワーだ。そして 後は水風呂につか

る。およそ１時間のこの摩訶不

思議な体験がチップ込みで１人

約60ドル。腹をくくって初体験し

てみてよかった。 
 サンフランシスコから車で南東

に約４時間のヨセミテ国立公園。

100年もの間、世界中の観光客

を魅了してきた絶景が広がる。

そこからさらに１時間南下する

と、氷河期にその巨大な氷河に

よって削られてできた深い渓谷を擁するキングス・キャニオン国立公園と世

界 大の巨木を見られるセコイヤ国立公園がある。夏にこの地域のホテル

の確保することは非常に難しいが、穴場といえる場所があった。ヨセミテ公

園の敷地を出てから車で南に20
分ほどBass Lakeという町のThe 
Pines Resortだ。ここは日本でい

う野外活動センターのような場

所で、高校生の合宿グループ

や家族連れを多く見かける。湖

で魚釣りやジェットスキーを楽し

んだり、プールでのんびり過ごし

たり、夜にキャンプ・ファイヤーを

したりと思い思いに楽しんでい

る。湖沿いには、きちんとしたレストランやカジュアルなダイナー、そして小

ぶりなスーパーマーケットも揃っている。一軒屋タイプの宿なので、１日の

滞在にも長めの滞在にも適している。とてもアメリカらしい平和な光景に、

心がやすらいだ。 
 私にとって憧れの地であった北カリフォルニア。四半世紀を経て、趣味も

味覚も変わった今、改めて見た彼の地は、上等なカリフォルニアのワインの

ようにさらに醸成を重ね、その奥深さに磨きをかけたようだった。 

スタインベック・ハウス 

キャナリー・ロウ 

Cypress 

ワイナリー 

ヨセミテ国立公園 

セコイヤ国立公園（トンネルログ） 

    ②スポーツ委員会 

（吉松雅敏正会員：水澤伸治スポーツ委員長代理） 
    ＊商工会ソフトボール予選終了と結果報告 
    ワイルドカード制導入もあって、予選大会は大変盛況であった。予 

        選会場のセキュリティーを強化し、去年報告されたような車上荒らし 

        等の問題も出ず、無事終了した。決勝進出チームは、ロードラン 

        ナーズ、アストロズ、メトンズ、JAXAダイナボアーズと、ワイルドカー 

    ド枠として、クボズ酒ボンバーズとなっている。 

  ＊第542回テキサス会「総領事杯」終了と結果報告 
         参加者数63名、鉄鋼部会が幹事となり実施された。風が強く大変 

        だったが盛況であった。次回は9月、United杯を予定している。 
  
   ③文化委員会（土光辰夫副会長兼文化委員長） 

  ＊商工会・日本人会共催ピクニックについて 

今年度のピクニックは5月13日（日）に実施予定。参加人数及びラッ

フルチケット購入数の連絡依頼とともに、会員企業からのラッフル賞

品寄付について依頼させていただいた。また、会員企業の約3分の

1で構成する幹事団の会議は、第1回を3月26日を実施し、会員企

業以外からの寄付依頼分担及び当日のボランティアの協力をお願

いした。第2回は4月23日（月）に開催予定で、4月13日を締切として

いる参加人数及びラッフルチケットの申し込み状況や、寄付の状況

を確認したうえで、次のアクションについても検討していきたい。ピク

ニック会場費等の支出を補う収入源はラッフルチケット売り上げであ

り、ピクニック全体を盛り上げるためだけでなく、ラッフルチケットの

売り上げを増やすためにも、多数の参加及び賞品の寄付について

ご理解とご協力をお願いしたい。ピクニックが思い出に残るイベント

となるよう、運営面ではしっかりと検討していきたい。 
 

④教育委員会（前田光治教育委員長） 

＊ヒューストン日本語補習校 新校長紹介 

     山岡清孝新校長からのご挨拶を頂く。 

  ＊新年度行事について 
1年間、全42週にわたるカリキュラムのうち、主だった行事の流れの

説明がなされた。授業参観（5月、2月）、運動会（10月）、社会科見

学（小学校低学年、本年度は東芝様）、ヒューストン美術館見学（中

学1年生）、遠足（幼稚園生）、餅つき大会（1月）、卒園・卒業式、修

了式など。 
 
 ⑤婦人部委員会 

（竹田直樹幹事：ライブロック祐子婦人部委員長代理） 

  ＊浴衣トライオン終了報告 

100人を超えるボランティアを得て、しばしの日本体験を393名にし

ていただいた。手作り髪飾りも330個が売れ＄3,000強の売上とな

り、前年度に比べ24％～27％増と喜ばしい結果がでた。 
 

  ＊今後の行事について 
 ・クラシックコンサート開催について（4月27日） 
 ・プリザーブド・フラワー講習会について（5月2日・15日） 
  ・第2回古本市開催について（9月予定） 

  
９．事務局連絡事項（竹田直樹幹事：ライブロック祐子事務局長代理） 

 ①正団体会員入会申請 ＜5月度理事委員会承認事項＞ 

  申請企業名：MMGS Inc. 
  申請者：飯島徹氏 
  登録希望会員数：7名 
  登録希望部会：エネルギー部会 
 
   ②会員消息（別紙参照） 
 
１０．その他 

  新旧会員の方々から簡単なご挨拶を頂く。 
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010年の初春、7年ぶりの駐在がまたヒューストンで

あると聞いた時、二度目の土地なのでワクワク感は

感じなかったものの、再びゴルフ三昧の日々が送

れることに気付き、じわじわと喜びが湧いて来まし

た。前回ヒューストンより帰国してからは、年に一度のハワイ

旅行（合宿!?）以外はなかなか集中してゴルフをすることが難

しく、メンバーシップを持っている主人が羨ましかったです

が、こちらに来れば私は平日

も思う存分プレイできます。そ

してヒューストンは、雨の多い

時期と、コールドフロントが通

り急激に気温が下がる時期が

少しありますが、基本的に一

年中ゴルフが楽しめる土地で

あることが、ゴルフラバーにとっては最高です。主人がいれば

土日はもちろん、平日のお仲間にも恵まれて、楽しくラウンド

できる日々を送っています。高温多湿の長い夏、外を歩くの

はしんどいのに、ゴルフ場では不思議と平気なちょっとクレイ

ジーな仲間たちです。ちなみに、私はサウジアラビアで日中

50度の灼熱の太陽の下のテニスを経験していますので、夏

の暑さには弱くないほうだと自負しております。但し、黒光り

に焼けていた前回の駐在から7年が経ち、40代の今回は上

半身をちゃんとカバーし、美白にも力を入れております。 
ヒューストンと日本では、ゴルフの勝手が大きく違います。

私達行きつけのゴルフ場は、5コースでプレイすることができ

ます。しかもどのコースも隣接しているので、18ホールスルー

で回ると、午前と午後で2コースプレイのハシゴもできてしまい

ます。練習場は広く、ボールは打ち放題。日本では人工芝の

上で打つのが一般的ですが、こちらは直打ちです。ラウンド

前は軽くウォームアップし、ラウンド後にじっくり練習できるなん

て、なんて贅沢なのでしょう。そして、日本でもカートを導入し

ているゴルフ場は増えていますが、まだまだカート道しか走れ

ないコースが多いです。しかしこちらは雨でコースのコンディ

ションが悪くない限りは、芝生の上に乗り入れ、ボールの傍ま

で行くことができます。これもまた、なんて贅沢なのでしょう。 
我が家の休暇も、ゴルフ無くしては語れません。近場では

オースティンのBarton Creek Resort & Spaと、サンアントニオの

The Westin La Cantera Resortがお気に入りです。Barton Creek 
Resortには計4コースがあり、どれも息をのむ程に美しく、アップ

ダウンのあるチャレンジングなコースです。La Cantera Resortの
2コースも、サンアントニオを見渡せる高い位置にあり、Six 
Flags Fiestaのジェットコースターに向かって打ちおろすホール

や、美しい花々、滝や小川に囲まれた印象的で難易度の高い

ホールが多く、何度でも足を運びたいコースです。州外へは、

カリフォルニア、アリゾナ、ネバダ、ルイジアナ、フロリダ、ノース

キャロライナ、ハワイ等のゴルフ場へ行きましたが、リピートした

いコースもあれば、新たに行ってみたいコースもまだまだありま

す。休暇のゴルフは、なるべく主人と2サム（二人だけでまわる

こと）で静かな早朝にスタートし、早いうちにささっとラウンドして

しまうのが我が家の定番です。 
なかなか減らないスコアはさて置き、ゴルフでもしなければ

ずっとエアコンの中で過ごしてしまいそうな私達ですので、夫

婦共有の趣味があり、ゴルフ場の自然を楽しめるのは本当に

幸せなことと感じております。 
前述の平日ゴルフですが、毎週火曜日に日本人女性のグ

ループでラウンドしています。コースはその時によって様々で、

色々なコースを楽しんでいます。ご興味のある方は、ぜひぜひ

ご一報下さいませ。 

駐妻のヒューストン日記 
 

第９２回 田代英子さん 

10 

ピーカン 

キッズ 

活動報告 
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 日本では、さくらが咲き始め、新学年を迎えた4月5日、三水

会センターでは“あそぼーかい”が開催されました。まず初め

にそんなさくらの花にちなんで「はなさかじいさん」のパペットシ

アター。正直なおじいさんといじわるなおじいさんの出てくるお

なじみの昔話も、途中で歌を織り込むなど“あそぼーかい”オリ

ジナルのパペットシアターに。遊びに来てくれたちびっ子たち

も食い入るように観ていました。今月の歌は、これもまた春の代

表的な花「チューリップ」。手遊びでは「いっぽんばし」、10本の

指で作り出すさまざまなものにちびっ子たちも大喜び。4月の

お誕生日会の後、工作では今月の歌でも歌った「チューリップ」を

折り紙で折り、紙皿に貼って素敵な壁掛けを作りました。 
 また、補習校で入園式が行われた翌週の14日に同じ内容で“あ

そぼーかい”が開催されました。3月まで遊びに来てくれていたち

びっ子も補習校の幼稚園に入園したのか、少し年齢層が下がった

ようです。この日も手遊び「いっぽんばし」は大人気。もう一回、もう

一回とアンコールの声までかかりました。 
 これからも楽しいこといっぱいの“あそぼーかい”、是非遊びに来

てください! 

6月 

2日(土） 

9:30～  

▼あそぼーかい 

▼絵本 

読み聞かせの会 

夏休み中は 

お休みです 

9月にお会い 

しましょう 

※スタッフは随時募集中です。詳細につきましては下記アドレスまでお問い合わせください。 

あそぼーかい mama_asobokai@yahoo.co.jp 読み聞かせの会 houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

※スケジュールは三水会センター内ポスターやヒューストンなびでもご確認ください。 

 海外でも著名な日本人建築家、谷口吉生氏の設計によるアジア・ソサエティー・テキサスセンターの新館が、

2007年秋の竣工から4年後の2011年秋にその工事を終え、今年4月14日（土）と15日（日）に一般公開された。 
 
 アジア・ソサエティーは、ジョン・ロックフェラー3世によって1956年にニューヨークに創設され、テキサスセン

ターは、1979年にバーバラ・ブッシュ元大統領夫人とロイ・ハフィントン元オーストリア大使の尽力で設立され

た。同センター新館は、237席を持つコンサートホール、セミナーなどを開く会議室、様々なアジアの芸術品を

展示するギャラリーなどを備え、当地のアジア文化や経済、教育などの普及・理解向上に活用される。 
 

 

Asia 
Society  
Texas  
Center 

（設計者 谷口吉生氏） 

 一般公開の当日、同センターの駐車場に特

別に設置された会場で、“First  Look  Festi-
val”が開かれた。様々なアジアの音楽やダン

ス、そして日本から特別出演の「浪速鳶伝統保

存会」による梯子乗りが披露された。高い梯子

のうえで繰り広げられる浪速鳶職人のその雄姿

に、会場の観客たちが時には歓声を上げなが

ら熱心に見入っていた。この「梯子乗り」は、

昔、火消しでもあった鳶職人が梯子を使っての

危ない仕事に必要な機敏さや慎重さ、勇気を

培うための訓練から始まったといわれている。

毎日の仕事の必要性から生まれたこの伝統技

能は、ある意味カウボーイ・カウガールによるロ

ディオと通じるものがあるといえるかもしれない。 
 
 商工会と会員企業が建設費用の一部を寄付

したアジア・ソサエティー・テキサスセンター新

館がオープンされた今、同センターがヒュースト

ンでのアジア文化普及目的のため、どのように

活動を展開していくのか注目していきたい。 
 

（文責：商工会事務局） 

アジア・ソサエティー・ 

テキサスセンター 

新館のオープニング 

5月 

■16日(水)理事委員会 

(住友商事社11:30~) 
■18日(金)ガルフ編集委

員会(JOGMEC12:00~) 
  

6月 

■商工会主催JAXA共催

第4回宇宙セミナー2012
講演会開催予定 
■20日(水)理事委員会 

(住友商事社11:30~) 
■22日(金)ガルフ編集委

員会(JOGMEC12:00~) 
 

7月 

■商工会・補習校事務

局、図書館夏季休館 

(7/2~7/9) 
■18日(水)理事委員会 

(住友商事社11:30~) 
■20日(金)ガルフ編集委

員会(JOGMEC12:00~) 
 

8月 

■商工会主催JAXA共催

第5回宇宙セミナー2012
講演会開催予定 

■4日補習校授業開始 
■17日(金)ガルフ編集委

員会(JOGMEC12:00~) 
■22日(水)商工会役員改

選選挙/ビジネス講演会

(予定)/常任委員会(場所
TBA) 
 
 

9月 

■商工会主催JAXA共催

第6回宇宙セミナー2012
講演会開催予定 

■第543回テキサス杯

(United杯)(予定) 

■婦人部委員会主催古本

市開催(予定) 

■12日(水)婦人部委員会

(三水会センター10:00~) 
■19日(水)理事委員会 

(住友商事社11:30~) 
■21日(金)ガルフ編集委

員会(JOGMEC12:00~) 

商工会 

会議・行事予定 
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 皆様はじめまして。昨年10月にヒューストン

へ来ました産婦人科医の三宅貴仁と申しま

す。こちらへ来るまでは大阪で10数年産婦人

科 医 と し て 勤 務 し て い ま し た。現 在  MD 

Anderson Cancer Center の婦人科腫瘍部門

に所属し、婦人科腫瘍（主に卵巣がん）の研

究を行っています。 

 「二十歳を過ぎたら子宮頸がんの検診を受け

ましょう」と日本のテレビや新聞、市町村の広報

などで目にされると思います。では、実際に検

診を受けている方はどれくらいいるのでしょう。

私が看護学校で講義をしていた頃、学生に質

問してみてもほとんどの学生は検診を受けてい

ませんでした。実は日本の子宮頸がん検診の受

診率は2割程度です。これは欧米の7割以上と

いう受診率と比べ非常に低く問題となっていま

す。「子宮頸がんという名前は聞いたことがある

けれどどんな病気かわからない」とか「がんって

もっと年配の人がかかる病気だから今の年齢で

は検診なんか必要ない」と思われている方も多

いでしょう。そこで今回は子宮頸がんという病気

について書かせていただきたいと思います。 
 
子宮頸がんとは？ 

 子宮頸がんは子宮頸部（子宮の入り口あたり）

にできる悪性腫瘍（がん）です。これまでの研究

によりほとんどの原因がヒトパピローマウイルス

(HPV)の感染によるものとわかりました。HPVは

性交渉により感染するウイルスなのですが、約

80%の女性はHPVに一度は感染していると言わ

れています。感染したからといって特に症状は

ありません。ほとんどの場合このウイルスに感染

しても一時的なもので、いずれウイルスは体から

排除されるのですが希にウイルスが残る場合が

あります。このウイルスが残った状態（持続感染

といいます）が長期間続くことで子宮頸がんが発

生すると考えられています。HPVに持続感染し

ている状態でそれを排除するための薬や治療と

いったものは残念ながらありません。子宮頸がん

の特徴として若い女性に起こる病気ということが

あげられます。近年この傾向は顕著になってお

り、20代後半から30代に急増しています。 
 
子宮頸がんワクチン 

 子宮頸がんの原因がHPVというウイルスによる

ものだとわかり、ウイルスへの感染を予防する目

的でワクチンが開発されました。このワクチンは

すでにHPVに感染している方には効果は無い

のですが、新たにHPVに感染する事を防ぐ事が

できます。ではワクチンを受けると絶対子宮頸が

んにならないと言えるでしょうか？残念ながら答

えは「No」です。HPVと一言で言っても100種類

以上のタイプがあります。子宮頸がんの原因とな

るものはこのうち15種類と言われていますが、現

在の市販されているワクチンではこのうちの2種

類しか予防することができません。つまりワクチン

を受けると子宮頸がんになる可能性を減らすこと

ができますが、将来子宮頚がんに絶対ならない

という訳ではなく検診が大事であることに変わり

ありません。 
 
子宮頸がん健診 

 子宮頸がん検診とは具体的にどのようなことを

するのでしょうか。主な項目は問診と細胞診で

す。柔らかいブラシのようなもの、もしくは綿棒で

子宮の入り口をこすり細胞を採ります。これを顕

微鏡でみることで、子宮頸がんや前がん病変の

有無を調べる事ができます。細胞診を受けること

で、もし病気があった場合には90％以上の確率

でわかると言われています。自分で細胞をとって

検査会社に送ることで検診できる自己検査キット

もありますが、診断の正確性が低いためにお勧

めは出来ません。近年HPVの検査も併用する自

己検査キットもあり、こちらの精度は細胞診のみ

に比べ高いようです。病院での検診も細胞診と

HPV検査を併用する方向に進んできています。

婦人科受診に抵抗のある方も居られると思いま

すが、月経の悩みなどを含め相談出来るかかり

つけ医を持つことも良いのではないでしょうか。 
 
前がん病変 

 前がん病変とは正常からがんへと進んでいく

途中の病変を指します。子宮頸がんの特徴とし

て正常な部分がいきなりがんに変わることはまず

ないと言われています。正常から前がん病変に

かわり数年単位でがんへと進んで行くことがわ

かっています。つまり1年ないし2年に一度、検診

を受けている方の場合、前がん病変の段階もし

くはがんになってしまったとしても非常に早期の

段階で見つけることができる可能性が高くなりま

す。 

 編集委員会では医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターにリレー方式でご登場頂き、健康に関する話、 

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の鈴木玲先生から産婦人科がご専門の三宅貴仁先生にバトンが移りました。 

治療 

 前がん病変や初期のがんの場合には子宮の

入り口だけを削り取る方法（円錐切除）で治療

可能な事がほとんどです。この場合その後の

妊娠、出産も可能です。進行したがんが見つ

かった場合の治療は手術での子宮摘出、抗が

ん剤治療、放射線治療が挙げられ、どの治療

が良いかはがんの進行具合や大きさなどから

総合的に判断されます。子宮摘出をするとそ

の後の妊娠は不可能となりますが、腫瘍の大き

さや進み具合によっては子宮を一部摘出しそ

の後の妊娠の可能性を残す治療法（広汎子宮

頸部摘出術といいます）も近年行われるように

なってきました。いずれにしても病気が早い段

階で見つかればより体に負担の少ない治療を

受けることができます。 
 
 以上簡単ですが子宮頸がんという病気につ

いて書かせていただきました。最初に書きまし

たとおり若くして子宮頸がんと診断される女性

が増えるにつれ、結婚前や将来的に出産を希

望されている方が子宮頸がんの診断を受ける

事も非常に増えています。より早い段階で診断

されていれば子宮を残す治療を受ける事がで

きその後の妊娠や出産が可能であったにもか

かわらず、進行していたために子宮を摘出せ

ざるを得なかった方もおられます。婦人科受診

に抵抗のある方も多いと思いますが、信頼でき

る医師を見つけ定期的に検診を受けられる事

を強くお勧めします。 

 

 昨年3月11日に日本をおそった未曾有の大

災害、東北大震災から早くも1年が経ちました。

地震、津波のみならず東京電力福島原発の問

題と予想しがたい事が次々と起こり、1年経った

今でもほとんど復興が進んでいない状況で被

災地の皆様のご苦労は想像を絶するもので

しょう。3年前の歴史的政権交代から続く政権

の迷走は相変わらずで、このような状況でも秩

序を保ち復興に向けて前進される姿には日本

人として感銘を受けます。新興国の台頭や世

界的不況など我が国を取り巻く環境は非常に

厳しいですが、日本の復興、再建を心から願っ

ております。 

 

 

 

 

❖❖❖ 

 

 次回は、同じく産婦人科がご専門の鶴賀哲

史先生です。鶴賀先生とはヒューストンに来た

時期も同じくらいで、また同じ産婦人科という事

もあり家族ぐるみでお付き合いをさせて頂いて

います。お互いにビールとゴルフが大好きとい

う共通点があり、仕事帰りの一杯やゴルフの薄

暮プレーをご一緒させて頂いています。  
 

 第92回 

子宮頸がんとは？ 

〜子宮頸がん検診の勧め〜 

MD Anderson Cancer Center 研究員 

三宅貴仁先生 

連     載 

 今年も私たちShowing Japanは、ブースでは名前を書い

たしおりの配布と日本の小物の販売、生け花の展示のお

手伝い、そしてステージでは踊りを披露する活動をしまし

た。私は販売ブースと踊りに参加しました。 
 しおりブースは、高校生のボランティアのべ27名が参加

し、活躍してくれました。そ

して日本からホームステイ

に来ていた女子高生達

も、現地の人との交流を求めて参加してくれました。沢山の

人が訪れてくれ、喜んでしおりを持ち帰る様子を見ている

と、こちらも嬉しくなりました。 
 販売ブースは、メンバーがこつこつと製作した手作りアク

セサリーや小物、皆様から寄付いただいた食器・文房具・日

本の置物・おもちゃなど。品数・種類の多さも魅力的なので

しょうか、毎年立ち寄ってくれるリピーターもいます。その中

でもマンガの人気は根強く、日本語を勉強するきっかけの

一つであるマンガの凄さを改めて感じました。どちらのブー

スも連日、多くの人が訪れ大盛況でした。 
 踊りは、子ども39名、大人13名、総勢52名と大所帯。松本

 
Showing 

 

apan 

ジャパンフェスティバル活動報告  

 ４月２７日（金）、Houston Memorial City Mall内のスタジオVirtuosi of Houstonにて商工会婦人部委員会主

催による 「赤ちゃんから大人までどなたでも」Classic Concert 2012が開催されました。  
 クラシックコンサートに行きたくても、小さいお子様がいらっしゃってなかなか機会がないお母様方にも聴い

ていただけたらという思いで企画したコンサートですが、お子様連れの方だけでなくクラシック通の方まで多く

の方に楽しんでいただけるように、演奏者の方々が素敵なプログラムを用意してくださいました。 

 今回お招きした演奏者は、クラリネット奏者でライス大学の博士課程に在学中の佐々木麻衣子さん、ピアニ

ストでライス大学の博士課程で特待生としてピアノと指揮を研鑽中の平田真希子さん、そしてヴァイオリニスト

で婦人部委員としてもご活躍中の阿部雪子さんです。 
 プログラムは「楽しく、やさしく、音楽史！」と題して、前半は演奏者がそれぞれの楽器の紹介や音楽史をわ

かりやすく解説しながら、パッヘルベル「カノン」やゴセック「ガボット」、モーツァルト「きらきら星変奏曲」など７

曲を披露してくださいました。演奏中、かわいいおててを精いっぱい動か

すお子様や、赤ちゃんをやさしくあやしながら口ずさむお母様の姿も見ら

れ、思わず演奏者までが笑顔になってしまうほど、終始やさしい雰囲気に

包まれた会場でした。中にはご機嫌斜めになったお子様もいましたが、

隣に用意した控室に移動し、 一息ついていただくことができました。 
 休憩を挟んで後半に入る前には、当委員会が後援するピーカンキッズ

あそぼーかいスタッフによる手遊びタイム。「いっぽんばし」などを一緒に

しましたが、どのお子様もとても楽しんでくれているようでした。 
 後半は作曲家それぞれが自己表現とは何かを模索するようになって生

み出された曲、エルガー「愛の挨拶」やクライスラー「中国の太鼓」などが

演奏され、特に、シュライナー「だんだん小さく」ではクラリネットを下から

外して小さくしていき最後は口先のリードだけで奏でられる様に拍手喝采が湧き、その後ミヨー「組曲より第１

楽章」で終演となりました。 

 ご来場者は山本悦子総領事夫人はじめ大人７９名、子供28名でした。 

 収益は全額、ピーカンキッズ「絵本読み聞かせの会」及び「あそぼーかい」の活動費に寄付させていただき

ます。 

 最後になりましたが、皆さまのご支援・ご協力に心より感謝申し上げます。どうもありがとうございました。 

先生、山鹿先生の熱心なご指導のお陰で、ステージでしっかり踊る事

ができました。鮮やかな衣装で軽快な「三味線ブギウギ」から始まり、

扇と傘で可憐な「さくらさくら」、元気にかわいく「ソーラン節」と子ども

踊りが続き、しっとりと「長崎ぶらぶら節」、衣装・小物も本格的に「娘三

番叟」の大人踊り。そしてフィナーレは全員で舞う「花笠踊り」。客席で

は心地良い爽やかな風も、ステージ上では扇や傘の動きを邪魔する

最大の敵。そんな風にも負けずに美しく舞いました。この日の為に沢

山練習を重ねてきた…踊り終わった顔は充実感で満ちていました。も

ちろん私も、出来栄えは？？でしたが、気持ち良く踊れました。また、

私たち踊りメンバーは、琉球國祭り太鼓と一緒にエイサー手踊りにも

参加しました。力強い太鼓と一緒に踊るのは、日本舞踊とは違った雰

囲気で、踊っていてとても楽しかったです。 
 子ども踊りは、2ヶ月と短い練習期間でしたが頑張ってくれました。お

父さん、お母さんのサポートのお陰です。私達大人踊りは踊りの練習

はもちろんですが、衣装・髪飾り・小道具の材料調達から作製（全て

私たちの手作り）と、準備も大変でした。ステージには立ってない、陰

で支えてくれたメンバーの協力のお陰です。携わってくださった沢山

の方々の力で、盛大なステージとブース運営を無事終える事ができま

した。この場をお借りして皆さまにお礼申し上げます。ありがとうござい

ました。                 (ショーイングジャパン：中山眞弓） 
 
 

婦人部便り 

クラシック 

コンサート 

ご報告 
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 2012年4月7日に行われた、ヒューストン日本

語補習校の第41回入園・入学式。テキサス名

物のブルーボネットも見頃を終え、長い夏の

到来を思わせる天候のもと、新たに新入園児

33名、新入学生徒100名を迎える事になりまし

た。オーディトリアムの席に座れず、立ち見の

状態でカメラやビデオを構える保護者の

方々。「衆人環視」の中、緊張しながら入場す

る新入園児達。・・・いえいえ、緊張などどこへ

やら。実に楽しそうな笑顔を浮かべながら、フ

ラッシュに視線を送る児童達。筆者にも記憶

がありますが、保護者にしてみれば、入学式

は児童 の年齢 が低い程、感 慨深いもの。

ヒューストンで迎えた節目の瞬間に、「よくぞ

育ってくれた」と感無量の保護者の方もおら

れたことでしょう。  

 後に続く、新小学一年生、新中高一年生は

さすがに手馴れたもの。堂々と入場です。日

米国歌斉唱の後、新入園・入学児童を対象と

した「点呼」が行われ、正式に入園・入学が認

められました。 

 今年度から新たに学校長に就任された山岡

清孝先生からの式辞、来賓祝辞に続いて、新

入生を代表して、寺田凌大君（中一）・織田恭

輔君（中一）による言葉。これまで以上に大変

になる現地校との両立、テスト対応等への不

安感ものぞかせつつも、新たに始まる中学校

生活への期待も込められた素晴らしい挨拶で

した。続く「歓迎の言葉」では、樽谷萌乃香さ

ん（小二）・甲斐律気君（小二）から、お姉さ

ん・お兄さんらしく、新入園児に優しいメッ

セージが贈られました。 

 山本総領事のお言葉にもあったように、

ヒューストンでの生活は、苦労もある一方、日

本では決して得ることのできない貴重な経験

でもあります。「真の国際化」が、「言葉・文化

の異なる外国での経験を通じて、相手を理解

し、自分を理解して貰い、両国の発展に寄与

すること」と定義できるのであれば、それを可

能とするための能力を得るチャンスがあるの

は、まさに補習校生徒のような経験を有する

子達なのでしょう。そのような素養を身につけ

るための教育を補習校で受けて、世界を舞台

に活躍するスケールの大きな大人に育って

いって欲しいと思います。 

 新入園・新入学児童の保護者の皆様、おめ

でとうございました。 

（補習校運営委員会） 

 2012年4月1日付けで、ヒューストン日本語

補習校校長として着任致しました、山岡清孝

でございます。4月7日には、来賓の皆様を

はじめ関係する皆様のおかげで着任式、始

業式、入園・入学式をおこなうことができまし

た。ありがとうございました。式における山本

総領事様の祝辞や児童生徒代表の言葉か

ら、補習校校長としての責任の重大さをあら

ためて感じた次第です。 

 私は長野県岡谷市（諏訪湖のほとり）出身

で、前任の中島校長先生と同じく「シニア派

遣」です。また、中島先生がアスンシオンに

派遣された2000年、私はカラカス日本人学

校教頭で派遣され、いわば「同期」ということ

で渡米前からヒューストンには『ご縁』を感じ

ていました。これから、多くの方々のご支援

やご援助を頂戴しながらの学校経営や生活

になろうかと思います。よろしくお願いしま

す。 
 ヒューストン日本語補習校の最大の特徴

は『自主公開授業』だと思います。優秀な先

生方ばかりで自主公開授業をかなり意欲的

に捉え、既に準備を始めています。教員の

資質低下が問題視されている昨今、このよう

な教師集団にかこまれて仕事が出来る私は

「幸せ者」です。どうぞ6月9日の自主公開授

業研究発表会に足を運んでいただき、園

児・児童・生徒の学びの様子や意欲的な教

師の姿をご覧ください。 
 前任中島校長先生からは「世界一の補習

校に」という申し継ぎも受けています。子ども

達にとって「学びたい学校」に、保護者の皆

さんにとっては「学ばせたい学校」に、そして

将来「学んで良かった学校」になるよう、小・

中・高・在外合計37年間の経験をいかし、総
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「学びたい学校 学ばせたい学校 

学んで良かった学校」をめざして 
 

山岡清孝 

ヒューストン日本語補習校入園・入学式 

～130名を超える新入生を迎えて晴れやかに～ 
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浴衣トライオン終了報告 

毎年手伝って下さるプロの美容師サンドラさん 

 サンダーストームの予報が見事に外れ、絶好

の日和となった当日。間際にテントの大きさが変

更になったり、設置場所が微妙に思惑と違ったり

で、慌てて中の配置を変えたのがかえって好都

合となり、余裕のあるスペースとフロア付きのテン

トの中、華やかな手作りの髪飾りが前面で人目

を引きます。日本庭園内の昨年より奥まった場

所ではありましたが、中高生のボランティア達が

浴衣で庭園の外に出て、お客様に声をかけてく

れたお陰で大勢の人が集まりました。 

 初めはカーテンのように吊られた浴衣が、ボラ

ンティアの皆さんの手によりどんどん着付けされ

ていき、テントの中は風通し良くなっていきます。 

 勿論、髪結いの方もフル活動。時にはプロの

美容師さんもボランティアに参加下さり、どんど

ん浴衣美人が出来上がっていきます。髪を結う

間は不安そうな顔の人にも、結い上がった髪に

かんざしを挿してあげた途端に満面の笑みがこ

ぼれます。 

 カップルや友達連れ。家族連れは小さなお子

様達がお揃いで浴衣に身を包み、とてもかわい

らしかったです。両日とも大盛況の中、合計393
人もの方々に浴衣をトライオンして頂き、昨年の

3倍近い数を作った手作りかんざしも完売いたし

ました。 
 今回担当になって、この活動がいかに様々な

人達に支えられているかを知りました。着付けボ

ランティアの皆様はもとより、そのボランティアに

着付け指導をして下さった古川先生、テント設

営や備品調達を手配頂いた日米協会の皆様、

浴衣などをご寄付下さった方々、浴衣や帯を貸

して下さったショーイングジャパン様、浴衣など

の運搬や「すのこ」の修理をして下さった商工会

フェスティバル担当会社の皆様、写真撮影でト

ライオンを盛り上げて頂いた米元様他アマチュ

アカメラマンの方々、全面的にご指導下さった

前婦人部委員のサポート隊の皆様、かんざし用

の折り鶴を大量にご寄付下さったK様、全ての

方々に感謝いたします。本当にありがとうござい

ました。 
 
 

商工会婦人部委員会 

中高生のボランティア達が浴衣で庭園

の外に出て、お客様に声をかけてくれ

たお陰で大勢の人が集まりました 

どんどん浴衣美人が 

出来上がっていきます 

合計393人もの方々に浴衣をトライオン

して頂き、昨年の3倍近い数を作った手作

りかんざしも完売いたしました 

両日で8,498枚のチケットを売り上げ、延べ

4,248名の方々に日本の祭りと浴衣の美しさ

を楽しんでいただくことができました 

ジャパンフェスティバル 2012 

 雨続きであっても、このフェスティバル期間中は晴

れるというジンクスもあるようですが、まさにその通

り、今年のジャパンフェスティバルも開催日前後の

悪天候とは対照的な見事な好天に恵まれ、たくさん

の来場者を迎えることができました。 

 商工会会員の皆様にはキッズ縁日（金魚すくい、

輪投げなど）、浴衣トライオン、そしてチケットブー

ス、ベバレッジブースにボランティアとして延べ325

人ものご参加をいただき、休む間もないほどご対応

いただきました。今年は開催日が年度末にあたった

ことや、大きな国際展示会が同時期に開催されたこ

とで、スケジュールの調整に例年以上のご苦労をさ

れたことと思いますが、お陰をもちまして、両日で

8,498枚のチケットを売り上げ、延べ4,248名の方々

に日本の祭りと浴衣の美しさを楽しんでいただくこと

ができました。 

 これは、昨年東日本大震災の後に開催され、例

年にも増して多くのヒューストン市民の励ましの来場

をいただいたのとほぼ同等の成果にあたります。こ

の紙面をお借りしまして深く御礼申し上げます。 

 今回フェスティバルに参加したことで、ボランティ

アは日本で考える以上にアメリカでは生活に根付い

たもので、存外に楽しいものだと感じたのは私だけ

ではなかったと思います。はじめ多少ぎこちなくテン

トの後ろで準備を手伝っていた、日頃は背広姿の

お父さんが、子供たちの屈託ない笑い声にさそわ

れて、いつの間にかヨーヨーや金魚の小さなプール

にしゃがみこんで、釣り方を手を取りつつ教えてい

た姿は本当にほほえましいものでした。また、補習

校の中高生たちもボランティアとして参加し、大人

顔負けの活躍を見せてくれました。自分たちも遊び

たいだろうに、頼もしい子供たちだと感心しました。

何より裏方で景品や金魚の購入・運搬にあたったス

タッフのご苦労は別して大変なものだったと思いま

す。それもこれも、写真に写った子供たちとボラン

ティアの幸せな表情に触れる時、報われた思いを

実感されるのではないかと思います。商工会のボラ

ンティア受付には何人ものアメリカ人の若者が立ち

寄り、今からボランティアで参加したいと言ってきま

した。こういう人たちを含めた参加するエネルギーを

ポジティブに迎え入れ、全体の活性化につなげるこ

とがボランティア参加の意味、そして力なのだと深く

感じました。 

 来年度も日本庭園のあるこのハーマンパークで

フェスティバルが開かれることと思います。ヒュースト

ンに住む日本人にとって、この庭園があることの意

味は決して小さいものではないと思います。来年も

今年同様の好天の下で、一人でも多くの会員各位

がボランティアとして参加されることを期待しており

ます。皆様本当にありがとうございました。 
 

ヒューストン日本商工会 副会長 

（ジャパンフェスティバル担当）  

クラレアメリカ 阿部憲一 

Japan  

Festival  
2012 
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 2012年4月7日に行われた、ヒューストン日本

語補習校の第41回入園・入学式。テキサス名

物のブルーボネットも見頃を終え、長い夏の

到来を思わせる天候のもと、新たに新入園児

33名、新入学生徒100名を迎える事になりまし

た。オーディトリアムの席に座れず、立ち見の

状態でカメラやビデオを構える保護者の

方々。「衆人環視」の中、緊張しながら入場す

る新入園児達。・・・いえいえ、緊張などどこへ

やら。実に楽しそうな笑顔を浮かべながら、フ

ラッシュに視線を送る児童達。筆者にも記憶

がありますが、保護者にしてみれば、入学式

は児童 の年齢 が低い程、感 慨深いもの。

ヒューストンで迎えた節目の瞬間に、「よくぞ

育ってくれた」と感無量の保護者の方もおら

れたことでしょう。  

 後に続く、新小学一年生、新中高一年生は

さすがに手馴れたもの。堂々と入場です。日

米国歌斉唱の後、新入園・入学児童を対象と

した「点呼」が行われ、正式に入園・入学が認

められました。 

 今年度から新たに学校長に就任された山岡

清孝先生からの式辞、来賓祝辞に続いて、新

入生を代表して、寺田凌大君（中一）・織田恭

輔君（中一）による言葉。これまで以上に大変

になる現地校との両立、テスト対応等への不

安感ものぞかせつつも、新たに始まる中学校

生活への期待も込められた素晴らしい挨拶で

した。続く「歓迎の言葉」では、樽谷萌乃香さ

ん（小二）・甲斐律気君（小二）から、お姉さ

ん・お兄さんらしく、新入園児に優しいメッ

セージが贈られました。 

 山本総領事のお言葉にもあったように、

ヒューストンでの生活は、苦労もある一方、日

本では決して得ることのできない貴重な経験

でもあります。「真の国際化」が、「言葉・文化

の異なる外国での経験を通じて、相手を理解

し、自分を理解して貰い、両国の発展に寄与

すること」と定義できるのであれば、それを可

能とするための能力を得るチャンスがあるの

は、まさに補習校生徒のような経験を有する

子達なのでしょう。そのような素養を身につけ

るための教育を補習校で受けて、世界を舞台

に活躍するスケールの大きな大人に育って

いって欲しいと思います。 

 新入園・新入学児童の保護者の皆様、おめ

でとうございました。 
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で、前任の中島校長先生と同じく「シニア派
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派遣された2000年、私はカラカス日本人学

校教頭で派遣され、いわば「同期」ということ

で渡米前からヒューストンには『ご縁』を感じ

ていました。これから、多くの方々のご支援

やご援助を頂戴しながらの学校経営や生活

になろうかと思います。よろしくお願いしま
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な教師集団にかこまれて仕事が出来る私は
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児・児童・生徒の学びの様子や意欲的な教

師の姿をご覧ください。 
 前任中島校長先生からは「世界一の補習

校に」という申し継ぎも受けています。子ども

達にとって「学びたい学校」に、保護者の皆

さんにとっては「学ばせたい学校」に、そして

将来「学んで良かった学校」になるよう、小・

中・高・在外合計37年間の経験をいかし、総

領事館・運営委員会をはじめ多くの皆様か

らご指導いただきながら、学校教育に邁進し

ていく所存です。 

「学びたい学校 学ばせたい学校 

学んで良かった学校」をめざして 
 

山岡清孝 

ヒューストン日本語補習校入園・入学式 

～130名を超える新入生を迎えて晴れやかに～ 
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 皆様はじめまして。昨年10月にヒューストン

へ来ました産婦人科医の三宅貴仁と申しま

す。こちらへ来るまでは大阪で10数年産婦人

科 医 と し て 勤 務 し て い ま し た。現 在  MD 

Anderson Cancer Center の婦人科腫瘍部門

に所属し、婦人科腫瘍（主に卵巣がん）の研

究を行っています。 

 「二十歳を過ぎたら子宮頸がんの検診を受け

ましょう」と日本のテレビや新聞、市町村の広報

などで目にされると思います。では、実際に検

診を受けている方はどれくらいいるのでしょう。

私が看護学校で講義をしていた頃、学生に質

問してみてもほとんどの学生は検診を受けてい

ませんでした。実は日本の子宮頸がん検診の受

診率は2割程度です。これは欧米の7割以上と

いう受診率と比べ非常に低く問題となっていま

す。「子宮頸がんという名前は聞いたことがある

けれどどんな病気かわからない」とか「がんって

もっと年配の人がかかる病気だから今の年齢で

は検診なんか必要ない」と思われている方も多

いでしょう。そこで今回は子宮頸がんという病気

について書かせていただきたいと思います。 
 
子宮頸がんとは？ 

 子宮頸がんは子宮頸部（子宮の入り口あたり）

にできる悪性腫瘍（がん）です。これまでの研究

によりほとんどの原因がヒトパピローマウイルス

(HPV)の感染によるものとわかりました。HPVは

性交渉により感染するウイルスなのですが、約

80%の女性はHPVに一度は感染していると言わ

れています。感染したからといって特に症状は

ありません。ほとんどの場合このウイルスに感染

しても一時的なもので、いずれウイルスは体から

排除されるのですが希にウイルスが残る場合が

あります。このウイルスが残った状態（持続感染

といいます）が長期間続くことで子宮頸がんが発

生すると考えられています。HPVに持続感染し

ている状態でそれを排除するための薬や治療と

いったものは残念ながらありません。子宮頸がん

の特徴として若い女性に起こる病気ということが

あげられます。近年この傾向は顕著になってお

り、20代後半から30代に急増しています。 
 
子宮頸がんワクチン 

 子宮頸がんの原因がHPVというウイルスによる

ものだとわかり、ウイルスへの感染を予防する目

的でワクチンが開発されました。このワクチンは

すでにHPVに感染している方には効果は無い

のですが、新たにHPVに感染する事を防ぐ事が

できます。ではワクチンを受けると絶対子宮頸が

んにならないと言えるでしょうか？残念ながら答

えは「No」です。HPVと一言で言っても100種類

以上のタイプがあります。子宮頸がんの原因とな

るものはこのうち15種類と言われていますが、現

在の市販されているワクチンではこのうちの2種

類しか予防することができません。つまりワクチン

を受けると子宮頸がんになる可能性を減らすこと

ができますが、将来子宮頚がんに絶対ならない

という訳ではなく検診が大事であることに変わり

ありません。 
 
子宮頸がん健診 

 子宮頸がん検診とは具体的にどのようなことを

するのでしょうか。主な項目は問診と細胞診で

す。柔らかいブラシのようなもの、もしくは綿棒で

子宮の入り口をこすり細胞を採ります。これを顕

微鏡でみることで、子宮頸がんや前がん病変の

有無を調べる事ができます。細胞診を受けること

で、もし病気があった場合には90％以上の確率

でわかると言われています。自分で細胞をとって

検査会社に送ることで検診できる自己検査キット

もありますが、診断の正確性が低いためにお勧

めは出来ません。近年HPVの検査も併用する自

己検査キットもあり、こちらの精度は細胞診のみ

に比べ高いようです。病院での検診も細胞診と

HPV検査を併用する方向に進んできています。

婦人科受診に抵抗のある方も居られると思いま

すが、月経の悩みなどを含め相談出来るかかり

つけ医を持つことも良いのではないでしょうか。 
 
前がん病変 

 前がん病変とは正常からがんへと進んでいく

途中の病変を指します。子宮頸がんの特徴とし

て正常な部分がいきなりがんに変わることはまず

ないと言われています。正常から前がん病変に

かわり数年単位でがんへと進んで行くことがわ

かっています。つまり1年ないし2年に一度、検診

を受けている方の場合、前がん病変の段階もし

くはがんになってしまったとしても非常に早期の

段階で見つけることができる可能性が高くなりま

す。 

 編集委員会では医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターにリレー方式でご登場頂き、健康に関する話、 

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の鈴木玲先生から産婦人科がご専門の三宅貴仁先生にバトンが移りました。 

治療 

 前がん病変や初期のがんの場合には子宮の

入り口だけを削り取る方法（円錐切除）で治療

可能な事がほとんどです。この場合その後の

妊娠、出産も可能です。進行したがんが見つ

かった場合の治療は手術での子宮摘出、抗が

ん剤治療、放射線治療が挙げられ、どの治療

が良いかはがんの進行具合や大きさなどから

総合的に判断されます。子宮摘出をするとそ

の後の妊娠は不可能となりますが、腫瘍の大き

さや進み具合によっては子宮を一部摘出しそ

の後の妊娠の可能性を残す治療法（広汎子宮

頸部摘出術といいます）も近年行われるように

なってきました。いずれにしても病気が早い段

階で見つかればより体に負担の少ない治療を

受けることができます。 
 
 以上簡単ですが子宮頸がんという病気につ

いて書かせていただきました。最初に書きまし

たとおり若くして子宮頸がんと診断される女性

が増えるにつれ、結婚前や将来的に出産を希

望されている方が子宮頸がんの診断を受ける

事も非常に増えています。より早い段階で診断

されていれば子宮を残す治療を受ける事がで

きその後の妊娠や出産が可能であったにもか

かわらず、進行していたために子宮を摘出せ

ざるを得なかった方もおられます。婦人科受診

に抵抗のある方も多いと思いますが、信頼でき

る医師を見つけ定期的に検診を受けられる事

を強くお勧めします。 

 

 昨年3月11日に日本をおそった未曾有の大

災害、東北大震災から早くも1年が経ちました。

地震、津波のみならず東京電力福島原発の問

題と予想しがたい事が次々と起こり、1年経った

今でもほとんど復興が進んでいない状況で被

災地の皆様のご苦労は想像を絶するもので

しょう。3年前の歴史的政権交代から続く政権

の迷走は相変わらずで、このような状況でも秩

序を保ち復興に向けて前進される姿には日本

人として感銘を受けます。新興国の台頭や世

界的不況など我が国を取り巻く環境は非常に

厳しいですが、日本の復興、再建を心から願っ

ております。 

 

 

 

 

❖❖❖ 

 

 次回は、同じく産婦人科がご専門の鶴賀哲

史先生です。鶴賀先生とはヒューストンに来た

時期も同じくらいで、また同じ産婦人科という事

もあり家族ぐるみでお付き合いをさせて頂いて

います。お互いにビールとゴルフが大好きとい

う共通点があり、仕事帰りの一杯やゴルフの薄

暮プレーをご一緒させて頂いています。  
 

 第92回 

子宮頸がんとは？ 

〜子宮頸がん検診の勧め〜 

MD Anderson Cancer Center 研究員 

三宅貴仁先生 

連     載 

 今年も私たちShowing Japanは、ブースでは名前を書い

たしおりの配布と日本の小物の販売、生け花の展示のお

手伝い、そしてステージでは踊りを披露する活動をしまし

た。私は販売ブースと踊りに参加しました。 
 しおりブースは、高校生のボランティアのべ27名が参加

し、活躍してくれました。そ

して日本からホームステイ

に来ていた女子高生達

も、現地の人との交流を求めて参加してくれました。沢山の

人が訪れてくれ、喜んでしおりを持ち帰る様子を見ている

と、こちらも嬉しくなりました。 
 販売ブースは、メンバーがこつこつと製作した手作りアク

セサリーや小物、皆様から寄付いただいた食器・文房具・日

本の置物・おもちゃなど。品数・種類の多さも魅力的なので

しょうか、毎年立ち寄ってくれるリピーターもいます。その中

でもマンガの人気は根強く、日本語を勉強するきっかけの

一つであるマンガの凄さを改めて感じました。どちらのブー

スも連日、多くの人が訪れ大盛況でした。 
 踊りは、子ども39名、大人13名、総勢52名と大所帯。松本

 
Showing 

 

apan 

ジャパンフェスティバル活動報告  

 ４月２７日（金）、Houston Memorial City Mall内のスタジオVirtuosi of Houstonにて商工会婦人部委員会主

催による 「赤ちゃんから大人までどなたでも」Classic Concert 2012が開催されました。  
 クラシックコンサートに行きたくても、小さいお子様がいらっしゃってなかなか機会がないお母様方にも聴い

ていただけたらという思いで企画したコンサートですが、お子様連れの方だけでなくクラシック通の方まで多く

の方に楽しんでいただけるように、演奏者の方々が素敵なプログラムを用意してくださいました。 

 今回お招きした演奏者は、クラリネット奏者でライス大学の博士課程に在学中の佐々木麻衣子さん、ピアニ

ストでライス大学の博士課程で特待生としてピアノと指揮を研鑽中の平田真希子さん、そしてヴァイオリニスト

で婦人部委員としてもご活躍中の阿部雪子さんです。 
 プログラムは「楽しく、やさしく、音楽史！」と題して、前半は演奏者がそれぞれの楽器の紹介や音楽史をわ

かりやすく解説しながら、パッヘルベル「カノン」やゴセック「ガボット」、モーツァルト「きらきら星変奏曲」など７

曲を披露してくださいました。演奏中、かわいいおててを精いっぱい動か

すお子様や、赤ちゃんをやさしくあやしながら口ずさむお母様の姿も見ら

れ、思わず演奏者までが笑顔になってしまうほど、終始やさしい雰囲気に

包まれた会場でした。中にはご機嫌斜めになったお子様もいましたが、

隣に用意した控室に移動し、 一息ついていただくことができました。 
 休憩を挟んで後半に入る前には、当委員会が後援するピーカンキッズ

あそぼーかいスタッフによる手遊びタイム。「いっぽんばし」などを一緒に

しましたが、どのお子様もとても楽しんでくれているようでした。 
 後半は作曲家それぞれが自己表現とは何かを模索するようになって生

み出された曲、エルガー「愛の挨拶」やクライスラー「中国の太鼓」などが

演奏され、特に、シュライナー「だんだん小さく」ではクラリネットを下から

外して小さくしていき最後は口先のリードだけで奏でられる様に拍手喝采が湧き、その後ミヨー「組曲より第１

楽章」で終演となりました。 

 ご来場者は山本悦子総領事夫人はじめ大人７９名、子供28名でした。 

 収益は全額、ピーカンキッズ「絵本読み聞かせの会」及び「あそぼーかい」の活動費に寄付させていただき

ます。 

 最後になりましたが、皆さまのご支援・ご協力に心より感謝申し上げます。どうもありがとうございました。 

先生、山鹿先生の熱心なご指導のお陰で、ステージでしっかり踊る事

ができました。鮮やかな衣装で軽快な「三味線ブギウギ」から始まり、

扇と傘で可憐な「さくらさくら」、元気にかわいく「ソーラン節」と子ども

踊りが続き、しっとりと「長崎ぶらぶら節」、衣装・小物も本格的に「娘三

番叟」の大人踊り。そしてフィナーレは全員で舞う「花笠踊り」。客席で

は心地良い爽やかな風も、ステージ上では扇や傘の動きを邪魔する

最大の敵。そんな風にも負けずに美しく舞いました。この日の為に沢

山練習を重ねてきた…踊り終わった顔は充実感で満ちていました。も

ちろん私も、出来栄えは？？でしたが、気持ち良く踊れました。また、

私たち踊りメンバーは、琉球國祭り太鼓と一緒にエイサー手踊りにも

参加しました。力強い太鼓と一緒に踊るのは、日本舞踊とは違った雰

囲気で、踊っていてとても楽しかったです。 
 子ども踊りは、2ヶ月と短い練習期間でしたが頑張ってくれました。お

父さん、お母さんのサポートのお陰です。私達大人踊りは踊りの練習

はもちろんですが、衣装・髪飾り・小道具の材料調達から作製（全て

私たちの手作り）と、準備も大変でした。ステージには立ってない、陰

で支えてくれたメンバーの協力のお陰です。携わってくださった沢山

の方々の力で、盛大なステージとブース運営を無事終える事ができま

した。この場をお借りして皆さまにお礼申し上げます。ありがとうござい

ました。                 (ショーイングジャパン：中山眞弓） 
 
 

婦人部便り 

クラシック 

コンサート 

ご報告 
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010年の初春、7年ぶりの駐在がまたヒューストンで

あると聞いた時、二度目の土地なのでワクワク感は

感じなかったものの、再びゴルフ三昧の日々が送

れることに気付き、じわじわと喜びが湧いて来まし

た。前回ヒューストンより帰国してからは、年に一度のハワイ

旅行（合宿!?）以外はなかなか集中してゴルフをすることが難

しく、メンバーシップを持っている主人が羨ましかったです

が、こちらに来れば私は平日

も思う存分プレイできます。そ

してヒューストンは、雨の多い

時期と、コールドフロントが通

り急激に気温が下がる時期が

少しありますが、基本的に一

年中ゴルフが楽しめる土地で

あることが、ゴルフラバーにとっては最高です。主人がいれば

土日はもちろん、平日のお仲間にも恵まれて、楽しくラウンド

できる日々を送っています。高温多湿の長い夏、外を歩くの

はしんどいのに、ゴルフ場では不思議と平気なちょっとクレイ

ジーな仲間たちです。ちなみに、私はサウジアラビアで日中

50度の灼熱の太陽の下のテニスを経験していますので、夏

の暑さには弱くないほうだと自負しております。但し、黒光り

に焼けていた前回の駐在から7年が経ち、40代の今回は上

半身をちゃんとカバーし、美白にも力を入れております。 
ヒューストンと日本では、ゴルフの勝手が大きく違います。

私達行きつけのゴルフ場は、5コースでプレイすることができ

ます。しかもどのコースも隣接しているので、18ホールスルー

で回ると、午前と午後で2コースプレイのハシゴもできてしまい

ます。練習場は広く、ボールは打ち放題。日本では人工芝の

上で打つのが一般的ですが、こちらは直打ちです。ラウンド

前は軽くウォームアップし、ラウンド後にじっくり練習できるなん

て、なんて贅沢なのでしょう。そして、日本でもカートを導入し

ているゴルフ場は増えていますが、まだまだカート道しか走れ

ないコースが多いです。しかしこちらは雨でコースのコンディ

ションが悪くない限りは、芝生の上に乗り入れ、ボールの傍ま

で行くことができます。これもまた、なんて贅沢なのでしょう。 
我が家の休暇も、ゴルフ無くしては語れません。近場では

オースティンのBarton Creek Resort & Spaと、サンアントニオの

The Westin La Cantera Resortがお気に入りです。Barton Creek 
Resortには計4コースがあり、どれも息をのむ程に美しく、アップ

ダウンのあるチャレンジングなコースです。La Cantera Resortの
2コースも、サンアントニオを見渡せる高い位置にあり、Six 
Flags Fiestaのジェットコースターに向かって打ちおろすホール

や、美しい花々、滝や小川に囲まれた印象的で難易度の高い

ホールが多く、何度でも足を運びたいコースです。州外へは、

カリフォルニア、アリゾナ、ネバダ、ルイジアナ、フロリダ、ノース

キャロライナ、ハワイ等のゴルフ場へ行きましたが、リピートした

いコースもあれば、新たに行ってみたいコースもまだまだありま

す。休暇のゴルフは、なるべく主人と2サム（二人だけでまわる

こと）で静かな早朝にスタートし、早いうちにささっとラウンドして

しまうのが我が家の定番です。 
なかなか減らないスコアはさて置き、ゴルフでもしなければ

ずっとエアコンの中で過ごしてしまいそうな私達ですので、夫

婦共有の趣味があり、ゴルフ場の自然を楽しめるのは本当に

幸せなことと感じております。 
前述の平日ゴルフですが、毎週火曜日に日本人女性のグ

ループでラウンドしています。コースはその時によって様々で、

色々なコースを楽しんでいます。ご興味のある方は、ぜひぜひ

ご一報下さいませ。 

駐妻のヒューストン日記 
 

第９２回 田代英子さん 

10 
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活動報告 
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 日本では、さくらが咲き始め、新学年を迎えた4月5日、三水

会センターでは“あそぼーかい”が開催されました。まず初め

にそんなさくらの花にちなんで「はなさかじいさん」のパペットシ

アター。正直なおじいさんといじわるなおじいさんの出てくるお

なじみの昔話も、途中で歌を織り込むなど“あそぼーかい”オリ

ジナルのパペットシアターに。遊びに来てくれたちびっ子たち

も食い入るように観ていました。今月の歌は、これもまた春の代

表的な花「チューリップ」。手遊びでは「いっぽんばし」、10本の

指で作り出すさまざまなものにちびっ子たちも大喜び。4月の

お誕生日会の後、工作では今月の歌でも歌った「チューリップ」を

折り紙で折り、紙皿に貼って素敵な壁掛けを作りました。 
 また、補習校で入園式が行われた翌週の14日に同じ内容で“あ

そぼーかい”が開催されました。3月まで遊びに来てくれていたち

びっ子も補習校の幼稚園に入園したのか、少し年齢層が下がった

ようです。この日も手遊び「いっぽんばし」は大人気。もう一回、もう

一回とアンコールの声までかかりました。 
 これからも楽しいこといっぱいの“あそぼーかい”、是非遊びに来

てください! 

6月 

2日(土） 

9:30～  

▼あそぼーかい 

▼絵本 

読み聞かせの会 

夏休み中は 

お休みです 

9月にお会い 

しましょう 

※スタッフは随時募集中です。詳細につきましては下記アドレスまでお問い合わせください。 

あそぼーかい mama_asobokai@yahoo.co.jp 読み聞かせの会 houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

※スケジュールは三水会センター内ポスターやヒューストンなびでもご確認ください。 

 海外でも著名な日本人建築家、谷口吉生氏の設計によるアジア・ソサエティー・テキサスセンターの新館が、

2007年秋の竣工から4年後の2011年秋にその工事を終え、今年4月14日（土）と15日（日）に一般公開された。 
 
 アジア・ソサエティーは、ジョン・ロックフェラー3世によって1956年にニューヨークに創設され、テキサスセン

ターは、1979年にバーバラ・ブッシュ元大統領夫人とロイ・ハフィントン元オーストリア大使の尽力で設立され

た。同センター新館は、237席を持つコンサートホール、セミナーなどを開く会議室、様々なアジアの芸術品を

展示するギャラリーなどを備え、当地のアジア文化や経済、教育などの普及・理解向上に活用される。 
 

 

Asia 
Society  
Texas  
Center 

（設計者 谷口吉生氏） 

 一般公開の当日、同センターの駐車場に特

別に設置された会場で、“First  Look  Festi-
val”が開かれた。様々なアジアの音楽やダン

ス、そして日本から特別出演の「浪速鳶伝統保

存会」による梯子乗りが披露された。高い梯子

のうえで繰り広げられる浪速鳶職人のその雄姿

に、会場の観客たちが時には歓声を上げなが

ら熱心に見入っていた。この「梯子乗り」は、

昔、火消しでもあった鳶職人が梯子を使っての

危ない仕事に必要な機敏さや慎重さ、勇気を

培うための訓練から始まったといわれている。

毎日の仕事の必要性から生まれたこの伝統技

能は、ある意味カウボーイ・カウガールによるロ

ディオと通じるものがあるといえるかもしれない。 
 
 商工会と会員企業が建設費用の一部を寄付

したアジア・ソサエティー・テキサスセンター新

館がオープンされた今、同センターがヒュースト

ンでのアジア文化普及目的のため、どのように

活動を展開していくのか注目していきたい。 
 

（文責：商工会事務局） 

アジア・ソサエティー・ 

テキサスセンター 

新館のオープニング 

5月 

■16日(水)理事委員会 

(住友商事社11:30~) 
■18日(金)ガルフ編集委

員会(JOGMEC12:00~) 
  

6月 

■商工会主催JAXA共催

第4回宇宙セミナー2012
講演会開催予定 
■20日(水)理事委員会 

(住友商事社11:30~) 
■22日(金)ガルフ編集委

員会(JOGMEC12:00~) 
 

7月 

■商工会・補習校事務

局、図書館夏季休館 

(7/2~7/9) 
■18日(水)理事委員会 

(住友商事社11:30~) 
■20日(金)ガルフ編集委

員会(JOGMEC12:00~) 
 

8月 

■商工会主催JAXA共催

第5回宇宙セミナー2012
講演会開催予定 

■4日補習校授業開始 
■17日(金)ガルフ編集委

員会(JOGMEC12:00~) 
■22日(水)商工会役員改

選選挙/ビジネス講演会

(予定)/常任委員会(場所
TBA) 
 
 

9月 

■商工会主催JAXA共催

第6回宇宙セミナー2012
講演会開催予定 

■第543回テキサス杯

(United杯)(予定) 

■婦人部委員会主催古本

市開催(予定) 

■12日(水)婦人部委員会

(三水会センター10:00~) 
■19日(水)理事委員会 

(住友商事社11:30~) 
■21日(金)ガルフ編集委

員会(JOGMEC12:00~) 

商工会 

会議・行事予定 



Gulf    Stream 11 Gulf    Stream 2 

日  時：平成24年4月18日（水）11：30 ～13：05 

場  所：Four Seasons Hotel  Room: Salon B（3階）  

出席者：名誉会長、名誉会員、常任委員、正会員（常任委員代理)、 

           商工会事務 

司  会：竹田直樹幹事 
 
１．商工会会長連絡事項（上野真吾会長） 

MFAHジャパンギャラリー開設、総領事公邸での震災1周年レセプショ

ン、ジャパン・フェスティバル、テキサス会、宇宙セミナー、ソフトボール

大会予選と前期の活動が滞りなく終わり、会員各位のご支援ご協力を

感謝している。4月は人事異動による会員の交代期に当たり、また今後

もピクニックを初めとするイベントが続くが、引き続きご支援ご協力を宜

しくお願い致したい。 
 
２．総領事館連絡事項（山本条太総領事） 

本年2月のヒューストン美術館日本ギャラリー開設及び4月のアジア協

会テキサスセンター（アジアハウス）新館開館についての商工会による

支援に改めて感謝。美術館やアジアハウスのいずれも、日本文化を前

面に出していこうと努力している。こうした文化・芸術関連事業への参

画は、こと当地では要人との接触拡大の絶好の機会となる。 
 
３．ジャパン・フェスティバル終了報告 

（阿部憲一副会長・五十嵐剛正会員） 

寄付総額$12,500 (14社)、来場者数25,000人、JBAHからは、キッズア

クティビティー、婦人部委員会による浴衣トライオンなど、ボランティア

325名（延べ）を出した。チケット売上は約8,500枚。ボランティアに協力

した方々に5段階評価のアンケートをお願いした結果、平均で4.2の評

価を得た。会員各位のご支援ご協力を感謝している。一方で、ボラン

ティア活動者への昼食の補助をお願いしたい、アクティビティの規模

が大きくなりすぎボランティア確保が大変との意見も出ており、今後の

課題として話し合って行きたい。 
    
４．特命理事の交代・任命について（上野真吾会長） 

上野会長より任命が行われた。 
（旧）渡辺龍二氏 →（新）高杉禎氏（Mitsubishi International Corp.） 

 
５．日本庭園清掃ボランティア活動終了報告（高杉禎特命理事） 

4月9日開催のコミュニティーに参加し、清掃ボランティア（3月24日）へ

の協力に対する感謝の報告があった。毎年2回（春と秋）に行われる清

掃ボランティア活動への協力を今後ともお願いしたい。また、今年も日

本から庭師を呼び、日本庭園の整備を行っている。 
 
６．テストラン実施に関する連絡（市来肇特命理事） 

会員交代の時期が落ち着く5月末から6月頃に行う予定。総領事館要

請に基づき、ブロック毎の連絡網の修正を行い、日本人会、補習校等

関係団体と同時に行う。5月上旬に領事館との間で安全対策連絡会

会合が予定されている。商工会の会報誌であるGulf Streamでも年数

回、注意喚起のための記事を掲載しているが、ハリケーンシーズン入り

前の6月号でハリケーン対策等に因んだ情報提供記事掲載を行う予

定。  
 
７．アジア・ソサエティ・テキサスセンター関連行事について 

（直木純二郎特命理事） 

4月14日と15日に、Asia Society Texas Center のFirst Look Festivalが
行われ、日本から来た浪速鳶伝統保存会による火消しのセレモニーを

皮切りに、盛大なセレモニーが行われた。直木特命理事以下、日本人

コミュニティー有志が通訳ボランティアとして参加した。 
 
８．委員会・部会報告 

 ①企画・調査委員会（竹田直樹幹事：木村誠企画調査委員長代理） 

  ＊ビジネス講演会開催について 
 題：「米国経済・金融・為替の動向－緩やかな回復基調は続くのか？」 
 講師：岩岡聰樹氏  

          三菱東京UFJ銀行経済調査室NY駐在チーフエコノミスト 
 日時：2012年4月18日（水）13:15～14:45（常任委員会終了後） 

平成24(2012)年4月度  商工会常任委員会 議事録 

石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 

    北カリフォルニア・ドリーミング 

1987年夏、夢にまでみたアメリカの地に初めて足を踏み入れた。場所は

西海岸の中心都市サンフランシスコ。ゴールデン・ゲイト・ブリッジ、フィッ

シャーマンズ・ワーフ、ケーブル・カー、ツイン・ピークスなど、目を閉じると

今でも鮮明な記憶が蘇る。世界有数の観光地サンフランシスコこそが自分

にとって「アメリカ」そのものであった。しかし、四半世紀後にこの地域を旅

して思うのは、私が見たのは日本とほぼ同じ広さを持つ「カリフォルニア」の

その一部だったということだ。改めて知った北カリフォルニアの魅力をご紹

介したい。 
 まずはサンフランシスコから

車で１時間半ほど南にある海

岸沿いの街、モントレー。ここ

は文豪スタインベックの「キャ

ナリー・ロウ（缶詰横丁）」でも

語られた漁業の町。かつて

缶詰工場だった建物はレトロ

な雰囲気を残しながらも、

様々な種類のおしゃれな店

やレストランに改装されてい

る。ここには全米でも 大規

模の水族館がある。海の生き物を美しく展示し、さながら太平洋に迷い込

んだようだ。ピア（埠頭）にもシーフード・レストランやみやげ物屋が軒を連

ね、夜遅くまで人通りが絶えない。名物のクラムチャウダーの試食をさせて

くれるので、味を確かめた後に、気に入ったレストランに飛び込めるのが嬉

しい。このピアではカモメが

空を飛びまわり、ペリカンが

人にまとわりついている。海

に目を向けると水面に浮か

ぶジャイアント・ケルプ（巨大

な海草）の間から白黒ぶちの

物体が見える。アザラシだ。

岩の上で日向ぼっこしたり、

ヨット・ハーバーで寝そべっ

ている輩もいる。運がよけれ

ば、海に浮かぶラッコも見ら

れる。モントレーの近くにはクリント・イーストウッドが市長を勤めたカーメル

市もある。軽い傾斜のあるお洒落なダウンタウンは敷居の高い感じはなく、

お店やカフェにふらっと立ち寄ることができる。カリフォルニアの明るい陽

射しを浴びながら新しさと古さを兼ね備えたカーメルの町歩きをしている

と、とても爽やかな気分になった。 
 モントレー・カーメル地区でＭＵＳＴ ＤＯなのは近隣のドライブだ。カーメ

ル郊外のヨーロッパを思わせる緑の丘も印象的だし、１７マイル・ドライブと

呼ばれる有料道路を通り、森の中の高級住宅街をため息混じりに見たり、

風光明媚な海岸線を通り五

感に刺激を与えたりするの

も新鮮だ。中でも感動的な

スポットはぺブル・ビーチ・ゴ

ルフ・クラブだ。目にいつま

でも残像を残すゴルフ場の

美しいグリーンや海沿いの

名物ホール。いつかはここ

でプレイするぞと心に誓っ

た。さらに心に残ったのは、

海岸に根をはり斜めになり

ながらも踏ん張っているCypress（イトスギ）。太平洋沿いの荒々しい自然に

立ち向う木々の姿は何故か勇気付けられる。 
この地域には文豪スタインベックのゆかりの地サリーナスもある。「エデ

ンの東」にも描かれたレタス畑を見るなら午前中がおすすめだ。北カリフォ

ルニア沿岸部はほぼ毎朝、霧のミステリアスなベールに包まれ、その中で

目にする畑は、神々しい。スタインベックの生家にも足を運びたい。現在は

カフェになっていて、ボランティアの方々が昔ながらの服装で対応。２０世

紀初頭の雰囲気で軽食をとることが出来るだけでなく、食後には家の中も

案内してくれる。この家からわずか３ブロック先のダウンタウンにはスタイン

ベック・センターがあり、アメリカを代表する作家の業績や作品にこめた思

いを学ぶことが出来る。 
 北カリフォルニアの内陸を巡る

と改めてカリフォルニアは農業

州だと思う。オレンジ、ガーリッ

ク、スイカにアーモンドなどな

ど、ありとあらゆる野菜や果物を

生産している。中でもサンフラン

シスコから北東へ車で１時間の

ナパやソノマは全米一のワイン

の産地として有名だ。ヨーロッパのワインの名産地同様、寒暖の差が大き

いこの地で育つ良質のぶどうから作られたワインは味も値段の幅も多種多

様だ。試飲のできるワイナリーも数多くあり、１日で回れるのはせいぜい４－

５軒。事前に好みの場所を調べて、場所によっては予約をしておきたい。

ヒューストンの酒屋でも手頃な価格で手に入るロバート・モンダビ、スターリ

ングなどのワイナリーは多くの人を受け入れるように工夫が施されている。

さわやかな空気と美しいぶどう畑の続く風景の中、ワイナリーの創業の歴

史やワインへの愛情を語るガイドの話を聞きながら楽しむワインは格別だ。

今回で も印象に残ったのは少しマイナーなVinecliffワイナリー。普段は

口にすることのない１本が60-150ドルもする各種ワインの試飲はなんと25ド

ル。そのワインは舌の上を滑るようになめらかで、普段飲む庶民向けワイン

とは全くの別物であった。 
 ナパとソノマに行ったついでに体験したいのがマッドバス、泥風呂だ。ナ

パの北に車で約３０分のカリストーガにはワイナリーとともにスパもある。私

たちもGolden Haven Spa Hot Springsで泥風呂を体験。少し暗めのお風呂

には深い浴槽が。その中にはぬかみそのような泥がたっぷり。お店の人に

まずはそこに入るよう指示され、こわごわ足を浸すと、なじみのない触感。

そこに「えいっ」とばかりに全身を漬けこんだ。宇宙遊泳をしているような、

木綿豆腐の中に入っているかのような、自分が糠漬けの野菜になったよう

な不思議な感覚だ。今度はシャワー。上からだけでなく横からも水が勢い

よくでてくるオールドファッションなシャワーだ。そして 後は水風呂につか

る。およそ１時間のこの摩訶不

思議な体験がチップ込みで１人

約60ドル。腹をくくって初体験し

てみてよかった。 
 サンフランシスコから車で南東

に約４時間のヨセミテ国立公園。

100年もの間、世界中の観光客

を魅了してきた絶景が広がる。

そこからさらに１時間南下する

と、氷河期にその巨大な氷河に

よって削られてできた深い渓谷を擁するキングス・キャニオン国立公園と世

界 大の巨木を見られるセコイヤ国立公園がある。夏にこの地域のホテル

の確保することは非常に難しいが、穴場といえる場所があった。ヨセミテ公

園の敷地を出てから車で南に20
分ほどBass Lakeという町のThe 
Pines Resortだ。ここは日本でい

う野外活動センターのような場

所で、高校生の合宿グループ

や家族連れを多く見かける。湖

で魚釣りやジェットスキーを楽し

んだり、プールでのんびり過ごし

たり、夜にキャンプ・ファイヤーを

したりと思い思いに楽しんでい

る。湖沿いには、きちんとしたレストランやカジュアルなダイナー、そして小

ぶりなスーパーマーケットも揃っている。一軒屋タイプの宿なので、１日の

滞在にも長めの滞在にも適している。とてもアメリカらしい平和な光景に、

心がやすらいだ。 
 私にとって憧れの地であった北カリフォルニア。四半世紀を経て、趣味も

味覚も変わった今、改めて見た彼の地は、上等なカリフォルニアのワインの

ようにさらに醸成を重ね、その奥深さに磨きをかけたようだった。 

スタインベック・ハウス 

キャナリー・ロウ 

Cypress 

ワイナリー 

ヨセミテ国立公園 

セコイヤ国立公園（トンネルログ） 

    ②スポーツ委員会 

（吉松雅敏正会員：水澤伸治スポーツ委員長代理） 
    ＊商工会ソフトボール予選終了と結果報告 
    ワイルドカード制導入もあって、予選大会は大変盛況であった。予 

        選会場のセキュリティーを強化し、去年報告されたような車上荒らし 

        等の問題も出ず、無事終了した。決勝進出チームは、ロードラン 

        ナーズ、アストロズ、メトンズ、JAXAダイナボアーズと、ワイルドカー 

    ド枠として、クボズ酒ボンバーズとなっている。 

  ＊第542回テキサス会「総領事杯」終了と結果報告 
         参加者数63名、鉄鋼部会が幹事となり実施された。風が強く大変 

        だったが盛況であった。次回は9月、United杯を予定している。 
  
   ③文化委員会（土光辰夫副会長兼文化委員長） 

  ＊商工会・日本人会共催ピクニックについて 

今年度のピクニックは5月13日（日）に実施予定。参加人数及びラッ

フルチケット購入数の連絡依頼とともに、会員企業からのラッフル賞

品寄付について依頼させていただいた。また、会員企業の約3分の

1で構成する幹事団の会議は、第1回を3月26日を実施し、会員企

業以外からの寄付依頼分担及び当日のボランティアの協力をお願

いした。第2回は4月23日（月）に開催予定で、4月13日を締切として

いる参加人数及びラッフルチケットの申し込み状況や、寄付の状況

を確認したうえで、次のアクションについても検討していきたい。ピク

ニック会場費等の支出を補う収入源はラッフルチケット売り上げであ

り、ピクニック全体を盛り上げるためだけでなく、ラッフルチケットの

売り上げを増やすためにも、多数の参加及び賞品の寄付について

ご理解とご協力をお願いしたい。ピクニックが思い出に残るイベント

となるよう、運営面ではしっかりと検討していきたい。 
 

④教育委員会（前田光治教育委員長） 

＊ヒューストン日本語補習校 新校長紹介 

     山岡清孝新校長からのご挨拶を頂く。 

  ＊新年度行事について 
1年間、全42週にわたるカリキュラムのうち、主だった行事の流れの

説明がなされた。授業参観（5月、2月）、運動会（10月）、社会科見

学（小学校低学年、本年度は東芝様）、ヒューストン美術館見学（中

学1年生）、遠足（幼稚園生）、餅つき大会（1月）、卒園・卒業式、修

了式など。 
 
 ⑤婦人部委員会 

（竹田直樹幹事：ライブロック祐子婦人部委員長代理） 

  ＊浴衣トライオン終了報告 

100人を超えるボランティアを得て、しばしの日本体験を393名にし

ていただいた。手作り髪飾りも330個が売れ＄3,000強の売上とな

り、前年度に比べ24％～27％増と喜ばしい結果がでた。 
 

  ＊今後の行事について 
 ・クラシックコンサート開催について（4月27日） 
 ・プリザーブド・フラワー講習会について（5月2日・15日） 
  ・第2回古本市開催について（9月予定） 

  
９．事務局連絡事項（竹田直樹幹事：ライブロック祐子事務局長代理） 

 ①正団体会員入会申請 ＜5月度理事委員会承認事項＞ 

  申請企業名：MMGS Inc. 
  申請者：飯島徹氏 
  登録希望会員数：7名 
  登録希望部会：エネルギー部会 
 
   ②会員消息（別紙参照） 
 
１０．その他 

  新旧会員の方々から簡単なご挨拶を頂く。 



編  集  後  記 
 夏！私にとってヒューストンといえば、

NASA、青くて広い空、そして暑い夏！強い

日差しにさらされると、両手を挙げて「さあ、

来い」と思わず口走ってしまいそうになりま

す。皆さんも食ぅすとんを読んで、おいしい

ものをしっかり食べて夏本番に備え、暑い

熱いヒューストンの夏を楽しみましょう！ 

               (Shinji Murakami) 

✍ 
 毎年ウチの娘たちが楽しみにしている

Japan Festival の金魚すくい。ここ数ヶ月編

集委員会をサボったせいか、今年のJapan 

Festivalの日程を忘れてしまい参加ならず。

娘たちのひんしゅくを買いました。編集委

員会にもっと頻繁に出席しろというお告げ

でしょうか。 

P.S. 過去に捕まえた金魚はこんなに大き

くなりました。(約１５cm)  （Kenichi Yagi） 

✍ 
 テキサス・メディカルの原稿入手の担当

を務めさせて頂いております。 

 貴重な研究・勤務時間の中、ヒューストン

在住の日本人の皆様に向け、医療に関す

るお話をご執筆いただく先生方のご厚意

には感謝の気持ちで一杯です。 ご専門の

分野を決められた枠内に収めるのは容易

なことではないと思います。本当にどうも有

り難うございます。 

 さて、私の大好きな夏・夏・夏で～す。（し

つこッ！）今年のテーマは「海」と「泳ぐ」で

す。（大袈裟・・オ～ホホ！） 

 皆さんも楽しい夏を過ごして下さ～い。 

（スペンス育子） 

✍ 
 4月14日のアジア・ソサエティー・テキサス

センター新館の一般公開、私は行かな

かったのですが、今月の記事によると設計

は建築家の谷口吉生氏の設計ということ。

昨年まで氏が設計した幕張の IBMセン

ターの脇を歩いて通勤していたのを思い

出しました。アジア・ソサエティーにも早速

いってみようと思います。 

 さて、ガルフストリームの編集には、十数

人の委員の方が携わっています。その

方々のご紹介も兼ね、今月から、２，３人ず

つ編集後記に加わって戴くことに致しまし

た。                （市川 真） 
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スポーツスポーツスポーツ   講師略歴：岩岡聰樹  
三菱東京UFJ銀行経済調査室NY

駐在チーフエコノミスト 

1996年 東京三菱銀行（現三菱東

京UFJ銀行）入行、調査部経済調

査グループアセアン経済分析担

当、国内経済総括シニアエコノミス

トを経て2011年1月より現職。 

2006年度内閣府ESPフォーキャスト

調査優秀フォーキャスターに選出。 

日本証券アナリスト協会検定会員。 

 

米国経済・金融の動向 
 

～回復続く米国経済の行方～  

講師 
三菱東京UFJ銀行経済調査室NY駐在  

岩岡聰樹氏 

■米国経済は徐々に正常化へ向かっている 
 景気の現状としては、米国経済は緩やかに回復しているといえる。今年前半は減速気味、後半は実質

GDP成長率前年比2%台で成長していくと見られる。個人消費は主に自動車、家電などの耐久財関連で伸

びが見られ、薬局、食品など非耐久財は落ち込み、消費の二極化を生んでいる。景気回復に入り3年が経と

うという今、米国の消費は「ペントアップ・デマンド」と呼ばれる、不況期に控えていた支出が景気の回復に

従って出てくる現象、悪く言えば反動増、が起きている。これが個人消費の持ち直しの背景にある。エネル

ギー高が懸念されたが、エネルギー関連支出の所得に占める割合は予想に反して低い。これは今年の歴

史的な暖冬の影響で、エネルギー支出が大きくならずに済んだからと説明できる。したがって、全体的に景

況感はわりと良いという印象だ。 
■雇用は緩やかに増加傾向 
 労働市場の回復ペースは極めて緩やかである。企業の採用ペースは回復傾向にあるものの、依然ITバブ

ル崩壊後のボトムを下回る水準にとどまっている。雇用回復のペースが減速する可能性もみておく必要があ

る。雇用の伸びが、需要の伸び（実質GDP成長率）を上回っており、若干雇いすぎという印象がある。米連邦

準備制度理事会（FRB）バーナンキ議長が需要を高められれば別であるが、それが出来ないのなら景気回

復維持のためには雇用は伸びすぎずじりじりと上がっていく方がいいだろう。 

■失業率低下の背景は労働参加率の低下にある 
 失業率の見通しは、このまま8%台前半が続き、年末にかけて8%を切る可能性もあるとみられる。この失業

率の低下要因は、労働参加率（働ける年齢にある人が求職活動を続けている割合）の低下が背景にあるの

がポイントだ。労働参加率の低下の理由としては、雇用環境が厳しいと職探しをあきらめる人が増えるため

と、米国人口の高齢化という構造要因がある。したがって、実態としてはさほど回復したとは言えないだろう。 

■住宅市場は低迷、設備投資は減速 
 中古住宅は底入れの動き、新築住宅は低迷が続いている。住宅バブル崩壊後の調整プロセスは時間が

かかる。ただ、住宅市場の縮小で経済への影響は限定的といえる。 
 民間設備投資は減速気味だ。人件費削減などによる企業業績の改善ペースは徐々に低下してきているた

め、設備投資の伸び率は鈍化傾向だ。 

■3つのリスク要因：欧州債務問題、資源高、政府の財政問題  
 リスク要因として考えられるのは、まず欧州債務問題による景気の悪化だ。ギリシャについては、依然マイ

ナス7%成長の不景気で、債務問題解消には相当な時間がかかる。欧州の財政健全化計画の足並みもあま

り良くない。次に、資源価格の再高騰。エネルギー高の影響は徐々に顕在化するとみられる。 後に、米政

府の財政問題だ。政府・議会は増税と財政支出削減について、2012年も先送り戦略をとるだろうという見方

が主だ。今年は大統領選の年とあって具体的な対策が取られるとは考えにくい。政府・議会の対応次第で

は、債務上限を巡る混乱、去年の“二の舞”リスクが残る。 

■金融緩和を継続し当面は様子見 
 金融政策については、金融緩和継続により様子見スタンスを続けるというのがメイン・シナリオだ。連邦公

開市場委員会（FOMC）は、FF金利の誘導目標を異例の低水準に据え置く超低金利政策を2014年終盤ま

で延長すること、インフレ目標2%を決めた。政策金利の見通しについては、FOMC参加者で利上げのタイミ

ングにバラツキが多く、時間軸効果を高める作用は限定的といえる。インフレ・リスクを抱えながらいかに

FOMCが金融緩和を“継続”するかが焦点だろう。 
 
 為替相場は、欧州リスク再熱や米国経済指標軟調を受け80円前後まで低下している。当面は、米国の低

金利長期化観測が維持されドルは上昇しにくい環境。80円台前半のレンジ相場が予想される。長期金利は

欧州情勢に対する不透明感から低位安定傾向にあり、10年債利回りが2%台まで低下したが、先行き不安

感が和らげば、景気回復期待、インフレ高止まりを映じて、金利はじり高が予想され、ドルも少し上昇するだ

ろう。 
■欧州・中国の減速により外需は低下ぎみ 
 欧州停滞と中国やアジア・太平洋の牽引が下がるなかで、米国の輸出は緩やかな鈍化傾向にある。危機

後の調整は、外からバブル的要素があったほうが進みやすいといえる。日本もバブル崩壊後の調整が進ん

だのは米国の住宅バブルがあったからだ。 近注目されるニュースは、アゼルバイジャンで世界一高いタ

ワーの建設計画（2020年竣工）が出てきたことだ。世界的な金融緩和が続くなかで、バブル的状況が発生し

つつあることを示すものと言える。 
 

（ジェトロ・ヒューストン事務所 ヘイズ樋口奈津美） 

 ワールドビジネスサテライトなどテレビ番組でもご活躍の、三菱東京UFJ銀行米国駐在チーフ 

エコノミストの岩岡氏をお招きし、米国経済の現状と今後の動向についてご講演いただきました。 

 以下は、岩岡氏に確認をいただき講演内容をまとめたものです。  

2012年4月18日  

ヒューストン日本商工会 

講演会 

● Houston  Re-Market  (5/19  9am-1pm)  
Poissant Gallery, 5102 Center Street, Houston 
TX 77007 毎月第３土曜に催されるリサイク

ルマーケット。リサイクル材で作ったクラフト品

販売、ガレージセール、物々交換、食べ物

ブース、ミュージック有。入場無料。 
●Family Day - Japan (5/20 1pm-4pm) 
Asia Society Texas Center, 1370 Southmore 
Blvd, Houston TX 77004 713.496.9901 http://
asiasociety.org/texas 月曜休。本誌3ページで

紹介しましたアジア・ソサエティー館で毎日曜

午後１時から４時までFamily Dayと題しアジア

各国の文化紹介イベントが開かれます。来る

５月２０日は日本がテーマ。同館でのこの他

の展示はTreasures of Asian Art : A Rocke-
feller Legacy (~9/16).  
●2012 Kerrville Folk Festival in Kerrville, 
TX (5/24-6/10)  The Kerrville Music Festivals 
are supported in part by awards from Texas 
Commission on the Arts and by the National 
Endowment for the Arts. http://www.kerrville
-music.com/festival_Info.htm 
●Annual Rockport Festival of Wine and 
Food at Texas Maritime Museum (5/26-27 
4pm -11pm) ワイン好きにはたまらないイベン

ト で す。全 て の 収 益 金 は Texas  Maritime 
Museum に寄付されます。入場料２０ドル。詳

しくは：http://www.texasfestivalofwines.com/ 
●The Lavender Festival in Blanco, TX (6/8
-10). Discover the many area attractions lo-
cated within a few minutes from the center of 
Blanco. There are fun activities throughout 
the area to delight every visitor and enhance 
your  Blanco Lavender  Festival  experience. 
http://www.blancolavenderfest.com/ 
●Houston Beer Festival (6/9-10) in Down-
town, Houston. There is  nothing, but beer 
festival in Houston!! Admission ticket $25: 
The  ticket  comes  with  general  admission, 
festival wristband, festival guide, and 10 beer 
tickets http://houstonbeerfestival.com/ 
●Dublin Dr. Pepper Celebration in Dublin, 
TX (6/17). The oldest Dr Pepper bottler in the 
world, Dublin Dr Pepper has the distinction of 
being bottled with Imperial Pure Cane Sugar - 
the original Dr Pepper formula. The first week 
of each year, they have celebration of their 
birthday after 1891. http://
www.dublindrpepper.com 
●Republic Biker in Austin, TX (6/12). Mo-
torcycle rally with major concerts, most major 
bike builders around the country, camping, 
tours, poker. Rally http://www.rotrally.com/ 
●Texas Folklife Festival in San Antonio, TX 
(6/8-10). The Texas Folklife Festival is the 
biggest cultural celebration in Texas! More 
than 40 different  cultural  groups in Texas 
Admission $12 (over 13) at the gate and $5 
for children (5 up) Free for children under 5. 
Please see the following website at:  
http://www.texancultures.com/
festivals_events/tff_home/ 
 

●Grace Theater (2710 W. Alabama) 713-526
-2721 www.adplayers.org  
Cinderella (~May 25) 
●Company On Stage (536 Westbury Sq.) 713
-726-1219 www.companyonstage.org  
The Foreigner (~June 9) 
●Alley Theatre (615 Texas) 713-220-5700 
www.alleytheatre.org  
What We’re Up Against (~June 10) 
Noises Off (May 25~June 24) 
●Miller Outdoor Theatre 6000 Hermann 
Park Dr) 281-373-3386 
www.milleroutdoortheatre.com   
The Barber of Seville (May 18) 
●Playhouse 1960 (6814 Gant Rd) 281-587-
8243 www.ph1960.com  
Chicago (May 25~June 16) 
●Hobby Center—Sarofim Hall (800 Bagby) 
713-558-8887 www.tuts.com  
The Best Little Whorehouse in Texas (June 
5~17) 
 
 
(Metal, Rock & Pop) 
●Toyota Center 713-758-7200 
May 25, 8pm: Rammstein 
Jun. 2, 6pm: Nickelback 
Jun. 12, 7pm: LMFAO 
Jun. 24, 7:30pm: Van Halen 
Jun. 25 &26, 7pm: Coldplay 
(Soul, R&B & Jazz) 
●Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Jun., 8:30pm: Jaheim With Urban Mystic  
(Classic) 
●Miller Outdoor Theatre 281-373-3386  
June 15 & 16, 8:30pm: Summer Symphony 
Night/June 22 & 23, 8:30pm: Summer Sym-
phony Night 
●Jones Hall 713-224-7575 
May 20, 2:30pm: Carmina Burana 
●The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  
713-629-3700 
 Jun. 22, 8pm: Texas Music Festival Orchestr  
(Country and Folk) 
●Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
May 24, 8pm: K.D. Lang 
●The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  
713-629-3700 
June 2, 8pm: Jimmy Buffett and The Coral 
Reefer Band 
June 16,7pm: Dierks Bentley 
 
 

●MLB/Houston Astros @ Minute Made 
Park http://houston.astros.mlb.com 
May.18(Fri) 7:05pm Texas Rangers 
May.19(Sat) 6:05pm Texas Rangers 
May.20(Sun) 1:05pm Texas Rangers 
May.21(Mon) 7:05pm Chicago Cubs 
May.22(Tue) 7:05pm Chicago Cubs 
May.23(Wed) 7:05pm Chicago Cubs 
Jun.1(Fri) 7:05pm Cincinnati Reds 
Jun.2(Sat) 6:05pm Cincinnati Reds 
Jun.3(Sun) 1:05pm Cincinnati Reds 
Jun.5(Tue) 7:05pm St Louis Cardinals 
Jun.6(Wed) 7:05pm St Louis Cardinals 
Jun.7(Thu) 7:05pm St Louis Cardinals 

☛スケジュールは変更になる場合があります。お電話又はWebサイトでお確かめの上お出かけ下さい。 


