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編  集  後  記 

 明けましておめでとうございます。商工会は、総会員数

665名、正会員会社数100団体となり、最多記録を更新中

です。それと共に、補習校に通学される児童・生徒の皆

さんも、今月だけで10名も増えるそうです。 
 さて、今月号の駐妻日記は、昨年5月にタ ルサから

ヒューストンにお越しになった方に寄稿頂きました。タル

サで、生活の不便さとお子さんの成長、自然とのふれあ

いを体験した後だけに、ヒューストンでは、車や人、物や

情報があふれた都会の環境にカルチャーショックを受け

たそうです。それでも、様々な人種の方がいて多様な言

語が飛び交う、多様性に溢れたヒューストンの環境を心

地良く感じておられるそうです。 
 また、補習校の縄手先生からは、国語教師としての体

験談をお寄せ頂きました。異国で生活する子供達にとっ

て、漢字の習得が簡単でないことは予想通りだそうで、一

人でも漢字に興味を持つ子が増えるようにと、授業を工

夫しておられるそうです。また、補習校が借用校舎である

ために、放課後の「指差し確認」や児童・生徒への注意も

気が抜けないそうです。先生の熱意とご苦労が偲ばれま

す。  
 なお、補習校では12月6日に、古今亭菊志ん師匠の落

語教室が開催されました。師匠の仕草の実演に、子供達

から感嘆のこもった笑い声が上がったそうです。 
 今年も「ガルフストリーム」を宜しくお願い申し上げます。  

（白木 秀明）  

  ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

その他 

新年明けましておめでとうございます。皆様にお

かれましては、お健やかに新しい年をお迎えのこ

ととお慶び申し上げます。 
昨年の当商工会を取り巻く環境は、更に大きな発展を遂げた一年

だったと思います。ヒューストンは経済成長率、人口/雇用者数伸長率、

失業率、住宅着工数等、ほぼ全ての指標において米国のトップラン

ナーとなっています。それだけに、熟練労働者の質・量の確保、教育問

題、医療体制、交通渋滞、等の課題・問題が顕在化しています。これら

の課題に対応するため、ヒューストン行政当局とGHP(現地企業を中心と

する経済連合会)が連携し、昨年新たに「HOUSTON, THE CITY WITH 
NO LIMITS」をスローガンに掲げ、精力的な取り組みを行っているところ

です。 
まさに活況を呈するヒューストンですが、特に過去2年間、当商工会加

盟企業の駐在員数及び加盟企業数は増加の一途をたどっています。総

会員数は、リーマンショック以降2012年まで400名前後で推移しました

が、2013年10月時点で520名、昨年末には665名（丁度100団体）と最多

記録を更新中です。 
シェール革命に沸くヒューストンが、日本企業にとって過去に例のない

大いなる事業チャンスをもたらしているものと思います。昨年10月初め

に、パーカー・ヒューストン市長とハービーGHP社長率いる訪日経済ミッ

ションが実施されたのも、日本企業への更なる期待が背景にありました。 
一方で、昨年10月以降の原油安状況は、エネルギーキャピタルであ

るヒューストンの経済に、少なからず影響を与えるのは間違いないと思わ

れます。但し、数々の既決投資案件の実行を含め、当地経済の基本的

な拡大路線に変化はないものと期待しています。 
当商工会と致しましても、益々増加する生徒に対応した日本語補習

校運営への支援、加盟企業の相互援助・親交の促進、更には当地他団

体との交流といった活動に引き続き努力する所存ですので、変わらぬご

支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 
今年の干支は未（羊）年。羊は、家族の安泰や平和をもたらす

縁起物と言われています。会員各社並びにご家族のご発展・ご健

勝を祈念し、年頭のご挨拶とさせて頂きます。  

ヒューストン日本商工会会長 髙杉 禎 

 謹んで新年のお喜びを申し上げます。 
 
 日本国総領事として当地に赴任して１

年余りとなりました。この間、皆様方の当

地でのご活躍を目の当たりにし、テキサス州及びヒューストン市が日米交

流において益々重要な位置を占めつつあることを実感しております。昨年

は、政治経済両面でテキサス州と日本との関係が深まりました。 
政治面では、二国間で要人の往来が活発化しました。テキサス側から

は、リック・ペリー州知事及びパーカー・ヒューストン市長の初訪日をはじめ

として、ローリングス・ダラス市長、プライス・フォートワース市長及びラロジリ

エール・プレーノ市長の訪日が実現しました。日本側からは、小野寺防衛

大臣、赤羽経産副大臣、野上国交副大臣、松島経産副大臣（肩書きは何

れも当時のもの）や多数の国会議員の訪問が相次ぎました。また、昨年３

月には、サンアントニオを選挙地盤とするホアキン・カストロ連邦下院議員

が中心になって米日コーカス（日本との友好議員連盟）が設立されました。 
 経済的には、特に以下の３つの分野で関係が深まった年でした。 
 １つはエネルギー分野での日系企業の活躍です。まず、日本のエネル

ギー問題の解決に貢献すると目されている米国産シェールガスの対日輸

出プロジェクト2件（キャメロンLNGとフリーポートLNG）の起工式が行われ

ました。また、石油化学プラント建設、シェールオイル・ガス開発参画、石

油化学品製造等の分野においても日系企業の活躍が目立ちました。 
次いで、日本のテクノロジーに注目が集まっていることを挙げたいと思い

ます。中でも、ヒューストン・ダラス間の高速鉄道プロジェクトについては、そ

の実現に向けて、昨年6月に環境影響評価が開始され、具体的な一歩を

歩み出しました。また、昨年3～5月にかけて若田宇宙飛行士が、国際宇

宙ステーション（ISS）においてアジア人としては初めてコマンダーの大役を

務めたことも特筆に値します。このISSへの補給活動においても、JAXAの

無人宇宙補給機のテクノロジーが大いに役立っています。 
最後に、全米の中心にあるテキサス州の地の利についても触れたいと

思います。本年4月、トヨタ自動車は北米拠点をダラス近郊のプレーノに移

転させることを発表し、大きなインパクトを与えましたが、この決定の一因と

なったのが、テキサス州の地の利にあったようです。ペリー州知事は、14年

間の知事としての職務は、同社のサンアントニオ市への誘致に始まり、今

回の北米拠点移転決定を以て終わったとのスピーチをさ

れていました。また、ヒューストンでも、商工会加盟の日系

企業が、その地の利を活かして製造業分野でも大いに活

躍されていることにも触れておきたいと思います。 
 今年は羊年であり、羊という漢字は、「立派である、豊か

である」という意味があります。本年も日本とテキサス州及

びヒューストン市との関係が、善きことの多い、実りある一

年となるよう総領事館も尽力していく所存です。 
 本年もどうぞ宜しくお願いいたします。 

平成27年正月吉日 

在ヒューストン日本国総領事 髙岡 望 

在ヒューストン日本国総領事 

 髙岡 望 

ペリー州知事(当時)と 

 

January 18  Chevron Houston Marathon 
@Downtown: Founded in 1995, the Chevron Hou-
ston Marathon's Run for a Reason charity program 
links thousands of runners with participating non-
profits and provides a platform for charities to raise 
awareness and funds as well as educate others 
about their cause. 
 http://www.chevronhoustonmarathon.com/ 
 
January 17 @ 12:00pm to 13:30 Annual Martin 
Luther King Jr. Parade@ Midtown in Houston 
Celebrating! its 20th Anniversary, the MLK 
Grande Parade is the third largest Parade in the 
U.S. behind The Rose Parade and The Macy’s Day 
Parade.  will view The Parade on TV. http://
www.mlkgrandeparade.org/grande_parade.html 
 
January 21-25 Houston Auto Show @ Reliant 
Center:  The 2015 Houston Auto Show is shifting 
into high gear with over half a million square feet 
of the latest vehicles from the world’s top au-
tomakers. For the past 30 years.   
http://www.houstonautoshow.com 
 
February 21-22  Lunar New Year @ Viet Hoa 
Center 8388 W. Sam Houston Parkway South  
Every year the Chinese Community Center hosts 
the premier event in Southwest Houston, the Lunar 
New Year Festival. The Lunar New Year Festival 

is a market place of family fun, Chinese cul-
tural awareness, community outreach, and 
business promotion.  
http://lunarnewyearhouston.com 
 
February 6-February 17  Mardi Gras @ 
Galveston: Twelve days of drunken beachy 
goodness. They’ll have events ranging from 
sporting events to parades to concerts to just 
general mayhem.   
http://www.mardigrasgalveston.com 
 
January 30-February 1 Cheer America 
National Championships @Reliant Energy 
Get ready for Texas' largest, most prestigious 
and independent National Championship in 
Texas! The 2015 Cheer Bowl & Freedom 
Dance Nationals! Admission $20, Children 5 
and under are Free.  
http://nrgpark.com/events/sports-events/cheer
-america-national-championships-3 

By 
Kumiko 
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日  時 ：  平成26年12月18日（木）11：30～12：45 
場  所 ：  住友商事社 会議室（10階） 

出席者 ：   名誉会員1名、理事委員17名、事務局長 

欠席者 ：  名誉会長、理事委員4名（第一副会長委任 4名） 

司  会  ：  金子公亮幹事 

 

１．商工会会長連絡 （及川毅第一副会長： 髙杉禎会長代理） 

①油価が短期間に急激に下がるという珍しい状況下にあり、ヒューストンとその

周辺地域の景気にも影響が及ぶと考えられる。短期間では回復しないことが

予想されるため、今後、会員の日系企業にも何らかの影響が懸念される。一

方、ガソリン代は安く、人材市場においては米国企業によるレイオフにより、か

つては手に入らなかった優れた人材を確保できるといった利点もある。今後の

動向に注目したい。 

②ヒューストンへの日系企業進出増加に伴い、国際線路線の新規開設・増設

が決定し利便性が大きく向上される予定。ANAは、United Airlinesとのジョイン

トベンチャーで2015年6月よりヒューストン-成田間の直行便就航を発表してお

り、これにより毎日2便の直行便が運行されることになる。 

２．総領事館連絡（岩田慎也領事） 

①この一年を振り返ると、日本とテキサス州の間で双方の要人の往来が非常に

活発であった年と言える。日本側からは、小野寺防衛大臣をはじめ 3 名の副大

臣や多数の国会議員が当地を訪問し、テキサス州側からはペリー州知事をは

じめ、ヒューストン、ダラス、フォートワース及びプレーノから各市長が訪日した。

これら要人の往来の際、関係企業の皆様には、ご支援、ご協力頂き感謝申し上

げる。 

② 12 月 4 日（木）に公邸で開催された天皇誕生日祝賀レセプションには、商工

会から役員及び特命理事をご招待し、総勢 140 名を超える参加者があった。来

賓の要人として、バートレット・タルサ市長、元阪神タイガース所属のバース・オク

ラホマ州上院議員にも参加頂いた。日本ブランド展示については、大阪ガス、ト

ヨタ自動車及びＪＲ東海に展示に協力して頂いた。この場を借りて各社のご協

力に感謝したい。 

③ 1 月 15 日（木）午後 6 時より、公邸にて新年祝賀会を開催する予定である。常

任委員の方には、招待状を送付済みであり、ご都合が付けば是非ご出席頂き

たい。 

３．2015年ジャパン・フェスティバル関連              

(鈴木一副会長) 

2015年4月18日（土）と19日（日）にハーマンパークにてフェスティバルが開催さ

れる予定。当会の主担当としての引継ぎを済ませ、各担当を決めて準備に

入っている。追って、会員企業の皆様にもボランティア要請の連絡をさせてい

ただくので、ご協力をお願いしたい。 

(加藤眞人他団体対応特命理事) 

日米協会は11月に、Justin Cooper氏を代表とするThe Japan Festival of Hou-
ston, Inc.という独立した非営利団体運営組織を州の承認を得て設立した。ま

た、プロのイベントコーディネーターのMelissa Krauser氏と契約し、4月のフェス

ティバル開催に向けて今後のスケジュールを作成中と聞いている。現在のとこ

ろ、打ち合わせについての連絡はまだ来ていないが、スケジュールが確定次

第、当会にも適宜ボランティアの依頼が入る予定。 

４．会計幹事報告 【承認事項】 （加藤信之会計幹事） 

＊Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｅｘｐｅｎｓｅ予算額増額の件 

2014年9月時点で入手していた事務局長のInsuranceの暫定見積（月額保険料

1,625ドル）に基づいて、当初予算を  25,000ドルとしていた。 しかし、11月に入

手した最終見積では月額保険料1,832ドルとなり、期初予算比2,500ドルの増

加となることが判明したため、修正予算として27,500ドルに増額することが承認

された。尚、この予算修正は、1月の常任委員会の追認事項とする。 

５．新規入会申請について 【承認事項】 （金子公亮幹事） 

全会一致で下記の正団体会員1社の新規入会が承認された。  

＊TMEIC Power Electronics Products Corporation 

６．委員会・部会関連事項 

①企画調査委員会 （黒川淳二企画調査委員長） 

＊為替講演会開催報告 

去る11月20日（木）にFour Houston Center Conference Roomで開催された 

為替講演会では、三菱東京UFJ銀行グローバルマーケットリサーチ為替

アナリストの石丸伸二氏に「ドル円・カナダドル相場の見通し」につい

て解説していただいた。16名が参加し、好評であった。 

＊「米国中間選挙と今後の米国政治の行方」講演会開催案内 

髙杉会長のお取り計らいにより、1月の講演会は下記の通り開催される。開催

案内は、事務局より配信済み。奮ってご参加いただきたい。  

日時： 2015年1月21日（水）午後2時15分（常任委員会終了後）～3時45分 

会場： United Way Community Resource Center オーディトリアム  

講師： 柳原恒彦氏（北米三菱商事上級副社長ワシントン事務所所長） 

②スポーツ委員会 （薙野太一副会長兼スポーツ委員長） 

＊2015年商工会ソフトボール関連 

昨年度、試験的にピクニックとソフトボール大会を別日に開催した結果、両イベ

ントとも円滑に行われたことから、今年度も同様に別日に開催することに決定。

試合会場の仮予約を済ませ、開催日は4月5日、メイクアップの日を5月10日と

する予定。詳細は、追ってご案内する。 

＊テキサス会ゴルフ関連 

第551回テキサス会ゴルフ「総領事杯」は、エネルギー部会（平田一成部会長）

が担当。総領事のご都合を確認し、2015年4～5月頃に開催する。年明けよりス

ケジュール調整に入る予定。関係者の皆様にはご協力をお願いしたい。 

７．事務局関連事項 （小林浩子事務局長） 

①常任委員会会場 

2015年1月度常任委員会 1月21日（水）13：00～ @United Way CRC                                        
2015年4月度常任委員会 4月15日（水）13：00～ @United Way CRC                                                          
2015 年8月度常任委員会 8月26日（水）13:00～  

                                         @ Asia Society Texas Center (交渉中) 

②商工会事務局／三水会センター及び補習校事務局閉所連絡 

商工会事務所閉所期間： 2014年12月27日（土）～2015年1月4日（日） 

三水会センター及び補習校事務局閉所期間： 2014年12月27日（土）～2015年

1月5日（月） 

③2014-2015年版会員名簿発送完了報告 

新年度の会員名簿が出来上がり、今週、各会員企業等へ発送済み。クリスマス

前に未着の場合、または修正が必要な場合は、事務局へその旨ご連絡いただ

きたい。  

④会員消息 

12月18日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員623名（正団体会員数

99社）、準会員32名。総会員数は、664名。詳細は、今月発行予定の新しい名

簿と別項「会員消息」欄参照。 

⑤ITサービスについて 

従来より三水会センターのネットワーク全体の保守・点検、あるいは抜本的な工

事をしていないため、IT関連のトラブルが多く発生している。会員増加に伴い

データのバックアップ体制の構築も不可欠となっているため、10月に業者から

見積りを取る一方で、今年度の関連予算に3000ドルを計上していた。三社によ

る見積りを検討した結果、来年1月よりそのうちの一社とITサービスの契約し、

サービスを開始する運びとなった。その経費は補習校と折半し、予算内で対応

できる範囲である。 

８．その他 

＊Holocaust Museum Houston のプレゼンテーションについて  

                                                                             （金子公亮幹事） 

1月21日開催の常任委員会終了後にHolocaust Museum Houstonの代表者に

より、4月に予定されているLBJ Moral Courage Awardの晩餐会についてプレゼ

ンテーションが行われる予定。 

★よろしく！～新規入会です 

●正団体会員入会 

・TMEIC Power Electronics Products Corporation 
 13131 West Little York Rd., Houston, TX 77041  加藤義人 

●正個人会員入会 

・Chubu Electric Power Company USA Inc.    村瀬幸祐/ 南 博 

■さようなら！～残念ながら退会です 

●正個人会員退会 

・INPEX CORPORATION     山田壮平  

●替わりました～メモのお願い 

●住所訂正 

・EOS Accountants LLP  

    （正）2800 Post Oak Blvd., Suite 4100, Houston, TX 77056 

 「マルディグラ(Mardi Gras)」というお祭りをご存知でしょ

うか。マルディグラは、キリスト教の謝肉祭の最終日を差

すフランス語で、英語のファット・チューズデー(Fat Tues-
day)を意味します。もともとは、フランス人植民者がアメリ

カに持ち込んだ慣習で、特にフランス植民地であったル

イジアナ州ニューオリンズで毎年開催されるマルディグラ

のパレードは、マルディグラ当日より2-3週間前から始ま

り、数多くの観光客が集う大きなお祭りとしてとても有名で

す。マルディグラの日程は、イースターに連動するため毎

年変わりますが、1月から3月頃に食料品スーパーでマル

ディグラの時期に食べる「キングケーキ(King cake)」という

紫、緑、黄の色鮮やかなケーキを見かけると、その季節

の到来に気付かされます。 
 マルディグラのパレードには、フロートと呼ばれる日本

のお祭りの山車のような乗り物が次々と登場します。フ

ロートに乗っている人たちは、ビーズの首飾り、プラスチッ

クのコインやカップや小さなおもちゃなどを投げてくれる

ので、フロートが近くに来ると、待っている人々が手をあ

げて「こちらに投げて!」とアピールし、それを獲得するとい

うのがマルディグラの楽しみです。 
 マルディグラについて色々検索していると、ニューオリ

ンズでは“Mystic Krewe of Barkus”という犬が主役のパ

レードがあることが分かりました。さらに調べていくと、

ニューオリンズまで出かけなくても、テキサスのガルベスト

ンでも、動物愛護団体ヒューメイン・ソサエティ(Humane 
Society)主催の“Krewe of Barkus & Meoux pet parade”と

いうペットのためのパレードが開催されることが分かりまし

た。ニューオリンズに2014年2月に出かけたときには、娘

が楽しめるように子供向けのパレードのスケジュールにあ

わせて旅行したため、犬のためのパレードを見ることはで

きませんでしたが、ヒューストンに戻ってから、ガルベスト

ンで開催されるパレードを見に出かけることにしました。 

 パレードの開始時間の11時

頃、パレードの会場となるガル

ベストンのSeawall Blvd.に到着すると、すでに多くの人と犬

が集まっていました。人ばかりか犬もマルディグラの衣装で

着飾っていて、パレードに参加している人たちだけではな

く、見物に来ている人たちもまたこの日を楽しみにしている

ことが伺えました。犬のパレードでも、やはりビーズのネック

レスを投げるのかしら、と眺めていると、フロートには乗って

いないものの、歩きながらビーズがたくさんぶら下がったワ

ゴンをひく人や、着飾った犬を連れて行進する人々が道の

真ん中を歩いてくるのが見えました。沿道にいた子供たち

は待ちきれないとばかりに近くへ飛んで行き、「こちらに

ビーズ投げて!」とアピールします。友達がパレードに登場し

たり、好みの犬種が登場すると、沿道から応援の声がかけ

られます。参加しているのが犬だけかと思えば猫も衣装を

着てワゴンに乗って静かに登場し、それに気付いた人が、

「猫もいるよ!」と声をあげていました。 
 通常のマルディグラのパレードは大きな音楽を流しながら

進むのに、ペット用のパレードは音楽がなく、その場にいる

犬にとっても穏やかに過ごせるよう配慮されていました。本

場ニューオリンズのフロートから投げられるビーズよりは、高

さも距離もないこのパレードの方が、万が一ビーズを取り損

ねて体に当たった場合でも痛みが少なく、子供や犬と一緒

に参加するには適しているように感じました。子供よりも大

きな声でビーズを欲しがっているお父さんお母さんの様子

は微笑ましく、また衣装を着て周りの人に可愛がられている

犬は愛らしく、とても楽しい時間が過ごせました。 
 2015年以降のマルディグラの日付は、ニューオリンズのマ

ルディグラのウェブサイトで確認することができます(http://
www.mardigrasneworleans.com/mgdates.html)。2015年 の

マルディグラは2月17日。ニューオリンズでも、ガルベストン

でも、2015年のマルディグラのイベントは1月31日にスタート

します。犬が参加できるパ

レードは、ニューオリンズで2
月8日、ガ ル ベ ストン で2月

15日に行われます。お出か

けの方は、パレードのスケ

ジュールとルートを確認し

て、見逃さないようにしてく

ださい!パレードが開催され

る場所の近くでは交通規制

がありますので、時間に余

裕を持ってお出かけになる

ことをお勧め致します! 

ダフル ヒューストン 

Vol.25 犬と楽しむマルディグラ 

ガルベストンのマ

ルディグラパレード

の見物客も参加者

も 紫、緑、黄 の 衣

装で着飾ります。 

 

ビーズを投げてと沿道で子供たち

が待っています。 

犬だけではなく、猫もパレードに参

加していました!  ガルベストンのペットのためのパレード 。 

会 員 消 息 

川原志津香 

家庭犬しつけインストラクター  

http://www.mardigrasneworleans.com/mgdates.html
http://www.mardigrasneworleans.com/mgdates.html
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１．会社の業務内容等について 

 EOS会計事務所 (EOS Accountants LLP) は、

1996年10月、ニューヨークの大手監査法人に所

属していたパートナーとスタッフが分離独立する

形でニュージャージー州にて設立されました。米

国に所在する日系企業を主なクライアントとし、長

年培ったグローバルな経験を持つ多くのプロ

フェッショナルが、会計･監査、法人･個人税務、

および移転価格税制を含む各種会計税務コンサ

ルティング等に対してきめ細かなサービスを日々

提供しています。 

 当事務所は、ニュージャージー事務所を本拠地

 EOS Accountants LLP  

とし、カリフォルニア州にサンノゼ、サンマテオ、

およびロサンゼルスの3拠点、加えて、ホノルル、

デトロイト、シカゴ、テネシー州ノックスビル、およ

び東京に拠点を有しています。 

 設立当初は3人のパートナーと数人のスタッフ

でしたが、現在は9人のパートナーと100名近い

所員体制となり、このたび、満を持してテキサス

州と近郊州の日系企業に対してより充実した

サービスを提供すべく、ここヒューストンに事務所

を開設いたしました。ヒューストン事務所自体はま

だまだ小さいオフィスですが、クライアントの皆様

に喜んでもらえるような事務所を目指し、日々精

進したいと考えています。 

 今後も、よりグローバルなサービスが提供できる

体制を整え、信頼されるビジネスパートナーとし

てお役に立てるよう努力して参ります。 

 

２．ヒューストン／テキサス州の印象についてお

聞かせください。 

 実は、?10年前にヒューストン近郊で働いていま

した。当時住んでいた家と職場近くまで行くと、

非常に懐かしさを感じ帰ってきたなと感傷に浸っ

ています。当時も広大な土地とおおらかでフレン

ドリーな人々、そしてどこまでも続く大平原という

イメージがありましたが、その思いは今も変わっ

ていません。しかしながら、当時と比べ、高速道

路網が格段に整備され、人の動きも活発で、エ

ネルギー産業の発達とともに、街とビジネス全体

が急速に拡大していると感じています。ヒュースト

ンの人口がシカゴを抜いたという話も聞いたこと

金子やよい さん 

ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

 渡辺家史上初の海外生活はオクラホマ州タルサで

始まりました。名の知れた都市ではないので、ある程

度の生活の不自由は覚悟していたものの、現実は想

像以上！2ヶ月早く現地入りし、生活の基盤を整えてく

れた夫の苦労がひしひしと伝わりました。日本食材の

調達は、市内唯一の小さな韓国系スーパーで見つけ

るのがやっと。しかし、いつも欲しい物があるわけでは

なく、選ぶほどの種類もなく、賞味期限の切れた調味

料を仕方なく買ったこともありました。時折、会社関係

者からいただく日本の手土産がとても貴重でありがた

かった。お金を出せば欲しい物が手に入る日本での

 駐妻のヒューストン日記  
 

第124回 渡辺みゆき さん 

生活がとても贅沢なものに思えました。 

 アメリカで生きる術もわからず、母子ともに英語のわ

からない生活にはいつも不安とハプニングがつきもの

で、一時も休まる暇はありませんでした。それでも、寡

黙な息子は休むことなく毎日学校に通いました。朝、

スクールバスを待つバス停で、他の生徒達から距離を

置いて、一人ポツンと立っていた姿が今でも脳裏に焼

きついています。「クラスで友達ができた」という息子の

言葉が、親としてどんなに嬉しかったことか！下の娘

は学校に慣れるまでに半年ほどかかりました。毎朝教

室の前で泣きじゃくる娘を担任に預け、後ろ髪引かれ

る思いで学校を後にしたものです。でも、優しい学校

のスタッフの励ましのおかげで、娘はいつしかクラスの

人気者になりました。子ども達はタルサに住む方々に

育てられたと思っています。 

 母の私はというと、子どもの成長とは裏

腹に鬱屈した日々を過ごしていました。日

本では当たり前にできていたことが、アメリ

カでできない不甲斐ない自分に心が折れ

そうになった時もあります。小さな達成や

成功を素直に喜べず、他人と比較しては

できない自分を責めました。そんな私を和

ませてくれたのは、動物たちの存在でし

た。裏庭の木に住むリス、野うさぎ、忘れ

がたい匂いを残すスカンク、あらいぐま、

親子鹿、ハチドリなどのきれいな野鳥、庭

のデッキで日光浴をする体長３０センチの

陸亀！放し飼いにされた近所の飼い犬達

も頻繁に遊びに来てくれて、ビックリする

やらおかしいやら！彼らの訪問は「そんな

 

にかたく考えんなよ～、人生もっと楽しもうぜ

～」と私に笑いながら寄り添ってくれているよ

うに思えました。一方で、アメリカ中西部独特

の自然にも驚かされました。春の到来と共に

迫りくるトルネードの恐怖、45度にも達する

夏の猛暑、秋の見事な紅葉、着氷によるライ

フラインの断絶に怯えた冬のアイスストー

ム…タルサは自然の中で生きる人間の限界

と共存を教えてくれました。 

 あっという間に過ぎたタルサでの２年

間。夫の転勤で昨年5月にこのヒュースト

ンに越してきました。これまで農道のよう

な道をのんびり運転していた私にとって、

こちらの交通量は殺人的で、いまだにハ

イウェイに挑戦できません。車や人、物や

情報にあふれたこの都会に、同じアメリカ

とは思えないカルチャーショックをうけて

います。でも、アジア人の私が何処へ

行っても目立たない多様性に溢れたこの

環境がとても心地よく、肩の力がほぐれて

いくのを感じます。様々な人種と言語が

飛び交い、お互いの存在を受け入れな

がら生活している、まさにタルサで自然相手

に学んだ「共存」そのもの。 

 さあ、新しい年が明けました。イイものは持

ち越し、悪いものはリセットして気持ちを新た

にしたいと思います。今年はどんな試練が家

族一人一人を成長させてくれるのか、楽しみ

です。わが家にとっても皆さんにとっても、今

年が最良の一年となりますように！ 

 ヒューストンから一番近い観光地で、日本人にもわかる街といえ

ば、やはりニューオリンズですね。サンアントニオより知名度はある

のではないかと思います。つまり、日本に住んでいる友達に、いろ

いろ説明するこ

となしに自慢できる唯一の

場所じゃないでしょうか。今

回はそのニューオリンズで

す。ビジネスやコンファレン

スまたは学会等で行かれた

方も多いと思います。 

 

 ニューオリンズ、フレンチ

クオーターの醍醐味はや

はり夜。ジャズを聴き、酒を

飲み、それに、あれやこれ

やだと思います。僕は、た

ぶん皆さんも知ってるよう

に、写真を撮るのが好きな

のですが、というか、旅というのは、僕の場合、写真を撮るためにいろんなところ

に行くだけで、カメラがなければ、どこにも行かずに、家でじっとしていると思い

ます。カヤックなんてもっての他です、何かで避難する時はカメラを持って逃げ

たいくらいです（笑）。撮影禁止の観光地には一切興味ないです。 

 

 面白い写真をとるコツは、普通に見れない時を撮ることです。山に行って昼

間に写真を撮るとただ

の山ですが、夕焼け、

朝焼けはきれいな写真

が撮れます。一日のう

ち数分しかない、非日

常だからです。一日の

中で、人が最も活動し

てない時間帯はたぶん

日の出前じゃないかと

思います。とくにここフ

レンチクオーターは言

わずとしれた夜の街な

ので、日の出前のこの

街を見る人は少ないと

思います。というわけで、挑戦しました、夜明け前。 

 

 日の出時刻を確認し、その４５分くらい前にホテルを出ます。もちろんカメラを

持ってです。そこには、吉田拓郎の“祭りの後の寂しさは．．．”と言う歌がぴっ

たりくる様な、異次元の世界が待っていたのでした。路上で酒のビンを持って

倒れてる人、朝まで店で死んだような目つきで飲んでる人、店から帰っていく

バーで働く人、ふらふらとホテルに帰っていくカップル、なぜかスーツケースを

引きながら、ホテルに急ぐ正装した紳士。近未来の荒廃したごみが散らか

るＳＦ上の都市そのものです。いろんな人生を連想できる混沌とした世界で

す。大きな音にびくっとしてふりかえると、朝霧の中から、巨大ロボットのよう

な清掃車が現れます。物凄い勢いでビールビンやごみを吸い込んだり、回

収したり、まさに映画ターミネーターの世界に迷い込んだ感じです。その横

から一人の男が霧の中から現れてきます。僕はシャッターを切り続けます。

もし今度ニューオリンズに行くことがあれば、一日は早起きをして、夜明け

前後のこの街を観察してみることをお勧めします。ぜんぜん違った一面が

見れますよ。 

 

 フレンチクオーターの正常な夜の見所は“Preservation Hall”などです（写

真）。何年か前に行った時は中で写真も撮れ、誰もが想像するようなニュー

オリエンズのクラッシックなジャズが詰まっておりお勧めです。今回は撮影

禁止なので行かなかったですが、最近は並ばなくてもオンラインで予約も

取れます。また街外れのOld Absinthe Houseと言うアメリカで２番目に古い

建物のバーで飲む、店の名前の由来であるアブサンも趣がありお勧めで

す、緑色の強い酒です。この建物の上の方はカリブの海賊のジャン・ラ

フィットの海賊船の一部や装飾が使われているレストランがあり、普段は撮

影禁止ですが、特別に写真を撮らせてもらいました。雰囲気のいい店でし

た。また海賊ラフィットが見せかけの鍛冶屋を営んでいた1772年以前の

ニューオリンズ独特の民家を使った、ろうそくの明かりだけのバーもいいで

す。あと道端でギターを抱えて歌っている、アーティストたちもフォトジェ

ニックで、妙に惹かれる弾き語りとかあるんですよね。（フレンチクオーター

の治安はよく調べてから行動してください） 

 

 テキサス観光.com （www.texaskankou.com）でもっと写真が見れます。

またカヤックで、のんびりしたい人、今からは涼しくていい季節です。経験

不要。野外必殺調理人の石油業界T氏も腕を振るって待っています。アウ

トドアで食べる料理は格別です。drnedshimizu@aol.comまでどうぞ。 

があり（間違っていたらごめんなさい）、当時には

想像もつかないぐらいの発展ぶりです。現在、成

田直行便が毎日出ているほど日本との行き来が

旺盛であることに驚き、この著しい成長には目を

見張るものがあります。 

 今までは、北カリフォルニアを中心に仕事をして

おり、今回久々のヒューストンでの仕事にわくわく

しています。前回のヒューストン在住時の仕事内

容は会計税務関係ではなく、ほとんど日本とのつ

ながりはありませんでしたが、今回はより日系社会

に溶け込み、初心に帰ったつもりで、仕事に励ん

でいきたいと考えている所存です。 

 
３．その他、個人的な関心事（趣味等）について

お聞かせください。 

 オフタイムはひたすら教会・音楽活動に励んで

います。老人ホーム、病院、学校、被災地仮設住

宅、クリニック、サポートホームなどにギターを抱

えて走り回っています。好きなギターを弾き、仲間

や友人と歌い、そして皆様に喜んでもらえるのが

本当に幸せです。趣味は料理を作ることです。大

勢の友達や家族と一緒に食卓を囲こみ、手作り

の料理を食べてもらい、楽しく過ごすのが至福の

時です。たわいもないことばかりですが、楽しくお

しゃべりをし、一緒にテレビを見て週末を過ごして

います。水泳も大好きです。趣味と健康維持のた

めにも、何年もの間出勤前に近所のスポーツクラ

ブに通い、1マイル泳ぐことを日課にしていました

が、ここ長らくさぼっています。「このままではいか

ん」、自分に言い聞かせている毎日です。 

ニューオリンズ・ 

フレンチクオーター、 

祭りの後 

 

ヒューストンより約5時間 
www.texaskankou.com 

第22回 

 清水直樹（清水歯科医院） 

Dr. Ned Shimizuの 

Preservation Hall 
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新年あけましておめでとうございます。2014年4月より順天堂大

学からMD アンダーソンがんセンターに留学している中井克也と申

します。日本では乳がん治療を専門として患者さんと関わってきま

した。日本でも女性の癌のナンバーワンでありますが、特に欧米で

乳がんの患者さんが多いこともあり多くの研究が行われ、治療法が

どんどん変化している領域です。MDアンダーソンがんセンターで

も、アポロ計画にちなんで「ムーンショット」という壮大なスロー

ガンを掲げ、がん治療にさらなる革命をおこそうとしています。そ

のスケールの大きさに圧倒されてしまいます。一般的な乳がんにつ

いての説明もよいのですが、今回は少し思考を変えて「もしヒュー

ストンで乳がんになったら･･･」というお題で話を進めてみます。

特に日本人の場合、乳がんは「お母さん」がなる病気で、40代後半

に乳がんにかかる割合が一度ピークとなります。また生涯に日本女

性は16人に1人くらいの確率で乳がんになるとされています。アメ

リカでは、高度に専門化された治療が各分野で行われています。こ

れだけ各病気の治療が高度に発達してくると、常にキャッチアップ

していかなければ、よい治療が患者さんに提供できない時代です。

日本でも医師に専門性が求められる時代になってきました。 

 

日本では大学病院で働いていたのですが、大学病院の役割は、治

療・教育・研究という3つの柱があります。このため医学生との関

わりも重要な仕事となります。自分は学生に興味を持ってもらうた

めに、医師を料理人に喩えて話を進めいくことがありました。例え

ばこんな質問をします。 

「将来どんな医師になりたいか？」 

「理想は、料理人でいうと、何でも作れて、何でも美味しいのが

1番いい」 

でもなかなかそんなスーパースターには全員はなれません。 

「そう考えると、それなりにいろいろ作れるのだが、これだけは

何処のお店にも負けない特別美味しい一品があるほうがよい。もし

かしたらこれが専門性なのかもしれない」 

「では、もしつけ麺が食べたくなったときに、君は近くの中華料

理店に行く？」 

学生はだいたい「いいえ」と答えます。 

「どうせ食べるなら、つけ麺専門店で食べたいだろ･･･つまり、つ

け麺を誰よりも美味しく作りたいと思っていて、かつ一生懸命作っ

ているお店で食べるほうが満足感が高いと思うから」 

そう考えると、乳腺科の医師はつけ麺屋の亭主かもしれない。つ

け麺しかない、だからこそ特別美味しいつけ麺をお客さんに提供し

たいのです。 

「ところで、乳がんはお母さんがなる癌だよね、もし君のお母さ

んが乳がんになった。どこの病院に行く？」「順天堂？」 

「その根拠は？」こんな具合に話を進めていきます･･･ 

日本では、私の研修医時代は一般外科の一部として乳がん治療が

行われていました。しかし乳がんの治療は、より専門性が求められ

る時代になってきました。また患者さんも専門性を求めるようにな

り、自然に専門性の高い施設に患者さんが集まるようになっていま

す。MDアンダーソンがんセンターはその象徴かもしれません。ただ

一方でアメリカの医療は、あまりにも分業制が進みすぎているよう

にも感じてしまいます。乳がんの治療は手術、放射線治療、ホルモ

ン療法、化学療法と総合的な治療が要求されます。日本では乳腺科

の医師が中心となって患者さんと相談し治療を進めていくのです

が、こちらでは、分業制のため責任がはっきりしない印象を受けて

しまいます。 

 

では「もしヒューストンで乳がんになったら･･･」是非メディカル

センターで勉強している日本人医師を捜してください。必ずメディ

カル地区には、日本で乳がんを一生懸命やっている医師が必ずいる

はずです。その医師が日本人の患者さんの力になってくれると思い

ます。皆さんの方がよくご存じだと思いますが、アメリカで病気に

なると非常に大変であると実感せずにはいられません。繊細さや配

慮に関して言えば、日本の治療も捨てたものではありません。治療

の選択肢は患者さんによりケースバイケースで、専門的知識が要求

されます。母国語でニュアンスを感じながら話を聞くことができれ

ば、大きな安心につながると思います。私は縁あって実際にヒュー

ストンで患者さんとの出会いがあり、多くのことを学び感じること

ができました。少しは患者さんの力になっていればよいのですが･･･

アメリカではお金が大きく絡む問題でもあります。医療とは非常に

繊細です。 

 

最後に、自分の大好きな思い出のつけ麺を紹介します（残念です

が2014年2月に閉店となっています）。“はやし家”というお店で東

京の大久保にありました。大将は職人気質で揺るぎない技術があ

り、女将さんは優しく細かな注文に対応してくれます。ここの独特

でぷりぷりの麺をあの漬け汁で食べる幸福感はたまりません。（味

だけでなく、お客全員でひたすら麺を頬張る雰囲気も含めて･･･）た

ぶん皆さんにも思い出のお店があることでしょう。もちろん人それ

ぞれですが、日本人が感じる幸福感や安心感は複雑で独特なのかも

しれません。そして医療も同じことがいえるかもしれません。順天

堂の校章は「仁」という言葉からきています。「人在りて我在り。

他を思い遣り、慈しむ心」。医療にかかわる人に大切な心だと思う

のです。 

次回は，泌尿器科の竹内尚史先生にバトンをお渡しします。 

竹内先生は、現在MDアンダーソンがんセンターで膀胱癌の新規

治療薬の開発に関わる研究をされています。先生とは、留学時期

が同じということもあり仲良くお付き合いをさせて頂いていま

す。アメリカの文化に精通されており、交流会ではいつも楽しい

お話を聞かせてくれます。  

第１２３回 
 

もしヒューストンで乳がんになったら・・・   

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の方々にリレー方式で次々

とご登場頂き、読者の皆様の健康に関する話、メディカルセンターの様子など連載記事として掲載しています。 

前回の飯田智憲先生から乳腺外科がご専門の中井克也先生にバトンが移りました。 

 MDアンダーソンがんセンター研究員 中井克也 

総領事館より 
 イベントのお知らせ 

＊今回の映画は、スペースセンターで行われる教育関係者セミナーの前夜

祭で上映されます。スペースセンターへの入場は有料ですが、映画のみを

見に来られた方はお名前をご登録いただくことで映画鑑賞は無料となりま

す。お名前の登録と詳細は、当館ウェブサイト（http://www.houston.us.emb-
japan.go.jp/index_j.htm）でご確認ください。 

 

2. 第4回 Bentoコンテスト 

 Bentoコンテストは、今回で4回目を迎えることとなりました。コンテストは、予
選がありますが、決勝戦（Final Battle）のみのご参加も大歓迎です。楽しくお
いしいイベントに是非お越しください。 

・予選（写真審査〆切）：2015年2月17日（火）  

 ご自分で作ったお弁当の写真をメールで送ってください。送られたお弁当 

 の写真の中から5名の決勝戦出場者を決定いたします。 

・決勝戦（弁当箱詰めコンテスト）：2015年2月22日（日） 午後1：30～ 

 その他、お弁当に関するレクチャー、おにぎり作り体験 

・場所：HEB Bunker Hill店 Community Room 
＊コンテストの詳細は、当館ウェブサイト（http://www.houston.us.emb-
japan.go.jp/index_j.htm）でご確認ください。 

 在ヒューストン総領事館では、日本文化に関連した様々なイベントを企
画・実行しております。今年度は、あとふたつのイベントを残すのみとなりま

したが、たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。（参加は全て無料

です。） 

 

1. 『宇宙兄弟』上映会 

 講談社の漫画雑誌『モーニング』にて2008年1号から連載中の小山宙哉
による漫画作品が、人気若手俳優・小栗旬と岡田将生を主演に迎えて実

写映画化。幼いころに宇宙飛行士になる約束を交わした兄弟が、異なっ

た人生を進みながらも互いに宇宙を目指して奮闘する姿を壮大なスケー

ルで描いた作品です。 

・上映作品：宇宙兄弟（2012） 128分 

・場所：スペースセンターヒューストン 

・日時：2015年2月4日（水） 7時から 

天皇誕生日レセプション 
 2014年12月4日（木）、髙岡望総領事夫妻の主催により、天皇陛下の81
歳の誕生日を記念する祝賀レセプションが総領事公邸において開催され

ました。同レセプションでは、4つのテーマ（エネルギー、製造業、新幹線
及び宇宙）に関して、日本ブランドの当地における活動をご紹介し、ご来

賓の方々の好評を博しました。 

 今回ご出展された3企業及び1機関より展示の様子をご報告頂きました。 

●大阪ガスUSA 
 弊社が参画するフリーポートLNG輸出プ
ロジェクトに関して、2013年に続き2度目の
展示機会を頂きました。2014年11月の現
地起工式には高岡総領事をお迎えし、

2018年の出荷開始に向けた建設工事が始
まりました。我が国のエネルギー安定調達

に向けて地元テキサスとの架け橋となれる

よう取り組みを進めていきます。（文責：大

阪ガスUSA） 

●トヨタ自動車（株） 
トヨタ自動車（株）テキサス工場は、新発売のTUNDRA 

TRD-PROを展示しました。この商品は、レース経験を
フィードバックし、究極のオフロード走破性を実現した、こ

だわりのモデルです。今後当社は北米統括機能をプレー

ノ市（テキサス州ダラス近郊）へ集約することもあり、地域

の皆様には益々お世話になりますが、よろしくお願い致し

ます。（文責：トヨタ自動車テキサス工場） 

●JR東海 
東海道新幹線は開業50周年を迎えました。当社は、

世界でも比類のない安全性と正確性を誇るこの新幹線

技術を使ったヒューストン・ダラス間の高速鉄道計画の

プロモーション活動を米国のTexas Central Railway社
と共に行っております。今回も 多くの方の関心と期待

を実感することが出来、有意義な一日となりました。（文

責：JR東海ワシントンDC事務所） 

●JAXA 
 JAXAの活動概要、国際宇宙ステーション
（ISS）へ物資を輸送する「こうのとり」及び小
惑星探査機「はやぶさ」の3枚の大型ポス
ターを展示するとともに「Japan’s Space In-
dustry」と題したパンフレットを配布しました。
また、2014年の3～5月にアジア人として初め
てISSのコマンダーを務めた若田宇宙飛行
士がレセプションに参加しました。（文責：

JAXAヒューストン駐在員事務所） 
  

若田宇宙飛行士（右から二番目） 

ピックアップトラック「TUNDRA」 

髙岡総領事ご挨拶 
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喘息について 
 

Center for Allergy and Asthma of Texas 

米国アレルギー免疫専門医 

小川リール好子  

 新年あけましておめでとうございます。2015年もよろしくこの

コーナーにお付き合い頂ければ幸いです。 

 

 今月から数回に分けて喘息について書いていきますが、まず

はクイズを3問お試しください。○か×かで回答する方式です

が、今月以降の連載をお読み頂ければ、答えがそこここに見

つけられるようになっております。 

 

1. 私は夜中や運動後、あるいはネコの近くにいるとよくせき

をするのですが、ゼイゼイヒューヒュー呼吸の音がしたこ

とはありません。よってこれは喘息ではありません。 

2. うちの子はまだ小さいので喘息がありますが、成長して大

きくなれば治ると思います。 

3. 発作時に使用するインへーラーは毎日使用して、喘息の

症状が出ないように予防しています。 
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 では今月はまず喘息と診断がついていない場合で、どんなと

きに喘息を疑うのかというところから始めたいと思います。典型的

な喘息の臨床像は、アレルギーの既往が複数あるお子さんが運

動時や夜中にゼイゼイヒューヒューと呼吸をするイメージでしょう

か。しかしその他の症状として、せき、胸部の圧迫感、呼吸困難

なども挙げられます。1980年位からせきが前面にでているせき

喘息という概念が浸透し始めましたが、せきがメインで始まって

典型的な喘息に移行していく場合も多いです。 

 

 喘息は非常に軽度な場合もあれば、増悪因子が引き金となっ

て急に重症化する場合もあります。呼吸器症状が週に2回以上

自覚される場合は、医療機関を受診するべきでしょう。喘息を診

断する際は、臨床症状に加えて肺機能検査やアレルギーのス

キンテストなども行い、総合的に判断します。 

 

 昔は入院治療や重症例、死亡例も多かった喘息ですが、現在

は薬物治療を適切に行うことで殆どの場合は外来でコントロー

ルできる疾患となりました。ただ冬場は風邪がはやったり、冷た

い空気を吸うことによって喘息が悪化しやすい季節です。1月2
月はまだまだ寒い日が続くことが予想されますので、どうぞ皆様

ご自愛下さい。 

 

 サンクスギビングも終わり、今年も残り少なく

なった12月6日(土)と12日(金)にあそぼーかいを

開催しました。いずれの日も、元気なちびっこ達

がたくさん集まってくれました。今月のテーマは

クリスマス、冒頭の挨拶にはトラお君とトラ子ちゃ

んが赤いサンタクロースの帽子を被って登場で

す。「12月に誰がくるのかな？」の質問には、

「サンタクロース!!｣と、みんな大きな声で答えて

くれました。 

続いてエプロンシアター「てぶくろ」。おじいさ

んの落とした手袋に、次々と動物たちが住み着

きます。食いしん坊ねずみにピョンピョンかえ

る、早足ウサギにオシャレ狐、金色ライオン、ぞ

うのパオぞう、ぽんぽこタヌキ・・・あそぼーかい

バージョンなので、実際の物語には出てこない

動物も登場します。もう手袋はいっぱいで入れ

ないと言っても、どうしても入ろうとする動物達。

手袋には、いったい何匹の動物が入るのでしょ

う。ちびっ子たちみんなで、手袋の中に入って

いる動物の名前を言い、中に何匹いるか、数え

て盛り上がりました。 

 リズム遊びでは、｢ジングルベル｣の音楽に

合わせて、鈴とカスタネットを鳴らして遊びま

した。すっかりクリスマス気分になり、今月のう

た「あわてんぼうのサンタクロース」をみんなで

歌っていると、ドンドンとドアを叩く音。すると、

まだまだクリスマスには早い、本当にあわてん

ぼうのサンタさんがやって来ました。中には

びっくりして怖がってしまうちびっ子もいました

が、みんなサンタさんの登場に大喜びです。

サンタさんからそれぞれがプレゼントを受け

取ったところで、一緒に記念撮影を行いまし

た。みんなで大きな声でサンタさんにお礼を

言うと、サンタさんは帰っていきました。 

 サンタさんからのプレゼントはスタッフ手作り

のフレームのオーナメントです。そこで最後の

工作では、そのフレームに飾り付けをしまし

た。金色に色付けしたマカロニやポンポンを

思い思いにグルーで付け、様々なオーナメン

トができあがりました。グルーが乾ききってな

いオーナメントを、壊れないように大事そうに

持ち帰る姿を見ると、私達も嬉しい気持ちに

ピーカンキッズ 

活動報告 

なります。お家で写真を付けて、クリスマスツリー

に飾ってもらえたかな?今回サンタクロースに扮

してくださった、校長先生、轟木さん、ありがとう

ございました。 

 今月のあそぼーかいも楽しんでいただけたで

しょうか。来月も盛りだくさんの企画でお待ちし

ておりますので、どうぞお友達を誘って遊びに

いらして下さい。  

 ピーカンキッズ今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞ 

 2月3日（火） 10時30分～ 
 2月14日（土） 9時30分～ 
 3月3日（火） 10時30分～ 
 3月7日（土） 9時30分～ 
＜読み聞かせの会＞ 

 2月7日（土）  

  9時30分～ 三歳以上を対象とした絵本 
  10時00分～ 三歳未満を対象とした絵本 
 3月7日（土） 10時00分～  

   赤ちゃんから就学前のお子さんを 

                   対象とした絵本 
 4月11日（土）  

   9時30分～ 三歳以上を対象とした絵本 
 10時00分～ 三歳未満を対象とした絵本 

 変更がある場合もございます。三水会センター

内のポスターやヒューストンなびでもご確認くだ

さい。 
 スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ち

の方やお問い合わせは、次のアドレスまでご連

絡下さい。お待ちしております。 

 

あそぼーかい   mama.asobokai@gmail.com 
読み聞かせの会   
                       houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

 総領事館から借用の金屏風と赤いテーブル

クロスで覆った高座、そして、師匠持参の座布

団と勘亭流の看板。借用校オーディトリアムの

ステージが、落語の舞台に一変しました。 
 12月6日（土）、ヒューストン補習授業校にて

古今亭菊志ん師匠による落語教室が開催され

ました。これは、ヒューストン日本人会、ダラス

日本人会が中心となって毎年実施している菊

志ん師匠米国公演の一環として行われたもの

で、本校での公演はヒューストン日本人会のご

尽力により、実に3年ぶりに実現したものです。 
 落語のお囃子とともに師匠が舞台へ、そし

て、まず「落語って何？」として、鑑賞の仕方や

歴史等を実演を入れながらわかりやすくお話

しして下さいました。扇子と手ぬぐいでの、手紙やたばこ、そして、そばのすすりの実

演に、子どもたちからは感嘆の思いのこもった大きな笑い声が起こりました。 
 続く「体験コーナー」では、たくさんの希望者の中から中学部3年生の寺田裕君が

ステージに上りました。師匠の手ほどきを受けて、そば食いに挑戦。大胆に演じまし

た。 
 後半は、師匠による古典落語「牛ほめ」を堪能することができました。 
「家は総体檜造りで、畳は備後の五分べりで、…お庭は総体御影づくりでございま

すな。」といった難しい言葉の一節も、「家は総体ヘノコづくりで、畳は

貧乏でボロボロ、…お庭は総体見かけ倒しで」に、幼稚部の子から高

等部の子まで大爆笑でした。 
 最後に小2年生マーカス伊璃阿さんと小4年生横地実優さんが代表

してお礼の言葉をしっかりと述べました。また、記念品をお贈りする代

表の小3年生柳生健太朗君も感想を述べながら、堂々と役目を果しま

した。 
 日本の伝統文化の落語、その道を求めている人の生の公演を心か

ら楽しんだ時間となりました。菊志ん師匠、ヒューストン日本人会の皆

様に心より感謝申し上げます。       （校長 山崎弘光 記）  

古
今
亭
菊
志
ん
師
匠 

ヒューストン日本語補習校 

2014年も 残すと ころあと わずかとな った12月7日にPine 
Forest Country Club にて 毎年恒例の日本人会「クリスマス

会」が開催されました。クリスマス会は武智副会長が司会進

行を務められ、松村会長による開会のご挨拶に始まり、在

ヒューストン日本国総領事館の髙岡総領事より最近積極的に

なっている日米関係や日系企業のヒューストン進出数の増加

に関する興味深いお話を頂きました。続いて、日米協会会長

の直木会長に乾杯の音頭を取っていただき、豪華なお食事

を囲みながら、楽しい会話が飛び交っておりました。会場はク

リスマスのデコレーションで綺麗に飾られ、クリスマスの雰囲

気が自然と盛り上がっていました。2階の会場では毎年ブッ

フェスタイルで多くの美味しい料理が出されますが、その中

でも今年はローストビーフに人気が集まり、長い列が出来る

ほどでした。 
歓談で皆様の交流も深まったところで、クラリネット奏者の

佐々木さんを含めた5人にクラリネットの演奏をご披露頂きま

した。ヒューストングランドオペラオーケストラのモリー・メイ

フィールドさんは非常に珍しいバス･クラリネットを演奏され、

低音で幅広い音域を出されていました。とにかく素晴らしい

音色、レベルの高いパフォーマンスに参加者一同釘付けに

なりました。クラリネット演奏での興奮も冷めやらぬ間に、次

はヒューストンオペラの戸田さんのピアノにあわせてヒュース

トングランドオペラのマリア・ロペスさんとウェス・ランドリーさ

んお二人が情熱的なカルメンを含め6曲ご披露されました。

初めて生でプロのオペラを観賞する経験をされた参加者も

いらっしゃったようで、迫力ある歌声に皆さん魅了されまし

た。特に最後の「花は咲く」の英語版と日本語版にとても心

打たれました。今年の日本人会はこのように超豪華な出演

者に恵まれました。 
この時点で既に会場の皆さんは大いに盛り上がっていま

したが、ここで本会の締めのイベント、日本からの特別ゲスト

でもある古今亭菊志ん師匠にヒューストンオリジナルの落語

をご披露頂きました。約30分の時間ではありましたが、ユー

モアあるテキサス体験談から始まり、終始会場の皆さんの笑

いを誘うとても楽しいものとなりました。また、師匠の落語は

想像力という言葉に、皆さん頷かれていました。終了後は参

加者の皆さんと師匠を囲んで記念撮影となりました。集合写

真の後にも、師匠は参加者の方からのツーショット等の個人

的なリクエストにも快く応じて下さり、終始、会場は和気藹々

とした雰囲気でした。来年も古今亭菊志ん師匠はヒュースト

ンに来て下さるそうで、今から楽しみです。 
本年度の日本人会イベントの締めくくりでもあるクリスマス

会はこのように無事終わりました。来年も日本人会では1月

17日の新年会を皮切りに、様々な楽しいイベントを予定して

おり、皆様のご参加をお待ち申し上げております。最後にな

りましたが、「クリスマス会」の準備に携わってくださったボラ

ンティアの皆様、場を盛り上げていただいた一流プロのエン

ターテイナーの皆様、また参加してくださった皆様のおかげ

で盛大に「クリスマス会」を開催することができましたことを心

より感謝申し上げます。         (文責：鈴木大介) 
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Q  A  ＋ 

ヒューストン 

日本語補習校 

教員 

募集中 

 今年で43年を迎えるヒュースト

ン日本語補習校では、今後児童

生徒の増加が見込まれるため、

現在教員を募集中です。  

  そこで第1回は、補習校として

どの様な方に教員になっていた

だきたいかを、山崎校長先生に

お聞きしました。第2回からは、

現場の教員の方に登場していた

だき、職場としての補習校につ

いて、教員の立場からの体験や

思いをお伝えしてまいります。  

  これを読んで、ひとりでも多くの

魅力ある先生が仲間に加わって

くだされば幸いです。第3回目と

なる今回は、縄手千栄先生にお

聞きしました。  

教育する立場にあるということは、実は教員自身が子ども達や保護

者の皆様に育てられているんだということに気づかされ、毎週、人と

しての勉強を続けられる自分は幸せ者だと感じます。それが私のや

りがいであり喜びです。 

Q. 補習校で大変だったことを教えてください。また、それをどのよう

にして乗り越えましたか？ 

A. 補習校は借用校舎なので、土曜日の放課後に何かを置き忘れ

てきたら大変です。忘れた場合は、平日の朝7時前に現地校のメイ

ンオフィスに行き、事情を話して運が良ければその朝に忘れ物を探

しに教室に入れます。もし現地校の生徒が既に登校していてちょっ

とでも時間がずれていれば、ランチタイムか3時以降に出直すように

言われてしまい、例外は許されません。この辺の規則は徹底してい

てかなり厳しいものです。だから、放課後自

分の教室を出る前は、必ず「指差し確認」を

します。先週も危うく大事な書類を置き忘れ

そうになりました。さらに、廊下の掲示を外し

た際にセロテープが残っていないか、教室

の机が朝並んでいた通りの位置に直してあ

るかなども、現地校側から厳しい苦情が入

ることがありますので、厳重にチェックしてか

ら教室を後にします。児童・生徒たちに、

「廊下の現地校の掲示物に触らないこと」

「教室内のものに触らないこと」などの指導

を始め、今年度の始まりには、「廊下の清

掃・モップした直後なので児童たちの靴の跡をつけないように厳重

に指導を」などと現地校側から学校へ再三要望があったこともありま

した。ここ最近は特に、借用校舎の使い方について現地校側がピリ

ピリしているので大変です。これを乗り越えるには、補習校に関わる

すべての方々のご協力が必要です。 

Q. これから応募される方へのメッセージをお願いいたします。 

A. 働くということは責任を負うということ。継続して毎週土曜日に働

くので、日本での冠婚葬祭時に一時帰国するかしないかを決心する

のに考え込んだりもしますが、日米の学校の両立に励む子ども達や

その保護者の方々と向き合うことから学ぶことが実に多いやりがいの

ある仕事です。一緒に学んでいきませんか？ 

縄手千栄 先生 
勤務年数： 10年 

ビザの種類：グリーンカード 

Q. 補習校に勤められたきっかけはどのようなことですか？ 

A. 1990年に当時中学の国語を担当していた山口先生から勧

められたことでした。96年3月に、当時持っていたもう一つの仕

事の関係で土曜日出勤を余儀なくされ、一度離任した後、補

習校がやはり好きで2011年度に戻って参りました。 

Q. どのような教員になりたいと思っていますか？ 

A. 現地校と補習校の両立に励む子ども達ならではの悩みや

心情に、気づいてやれる教員になりたいと思っています。子ど

も達にとっての「補習校との付き合い方」は、十人十色。補習

校が、週５日通う現地校での緊張をほぐす場所であると捉える

子もいれば、その逆の場合もあり、さまざまです。 

Q. 現在、何を教えていらっしゃいますか？ 

A. 教科は、国語・算数・社会で、小

学部6年生の担任をしています。 

Q. 補習校で勤務を始めて、期待ど

おりだったことと意外だったことは何

ですか？ 

A. 期待というか予想通りだったこと

は、異国で生活する子ども達にとっ

て漢字の習得は簡単ではないという

ことでした。漢字の習得には、結局本

人自身が自発的に漢字を覚えようと

しなければ定着しないため、一人で

も漢字に興味を持つ子が増えるよう

「目で見てオモシロい漢字」を時々紹介したり、児童達が作る

漢字カルタをする時間を取り入れたりしています。意外だった

ことは・・・この原稿を依頼されてからずっと考えているのです

が、まだ頭に浮かんできません。 

Q. 補習校での、教員としてのやりがいや喜びを感じた経験を

教えてください。 

A. 「人に何かを教えるということは自分も学ぶこと」とはよく耳

にする言葉ですが、それを実際に体験できることがこの仕事の

一番のやりがいです。その「学び」は、教材に関する内容は勿

論のこと、人としての学びも大きな位置を占めます。毎週子ど

も達と向き合う中で、反省することが多々あります。子ども達を

ヒューストン日本語補習校 感想とお礼」という題で心のこもった作文を書き、見て

きたこと、分かったことや感じたことをまとめましたが、

想像以上にモータについて詳しく説明したりしていて、

子どもたちの知識を吸収する力に改めて驚かされまし

た。翌週には東芝の宣伝ポスターも作成して、後日補

習校内に掲示しましたが、それを見た現在二年生の子

どもたちが釘付けになるほどの出来栄えだったと聞き、

誇らしい気持ちになりました。 

 12月13日、今回の社会科工場見学の集大成として、

東芝の佐藤社長（商工会副会長）、望月様、武田様に

お越しいただき、東芝工場見学お礼の会を開催しまし

た。各クラス3名の代表者が各々の感想とお礼を発表

し、寄贈する三年生全員分の感想とお礼をまとめた

ファイルとポスターを佐藤社長に手渡しました。4月、三

年生になりたての頃にはまだ幼さの残る子どもたちで

したが、三年生を代表して前に出て堂々と発表してい

る姿はもうすっかりお兄さん、お姉さんの顔で、その成

長ぶりに思わず涙が浮かんできてしまいました。 

 本年度こうして例年通り当補習校の生徒が社会科工

場見学を終えることができましたのも、ひとえに多大な

るご協力を賜りました東芝の佐藤社長はじめ皆様のお

かげです。この場をお借りし改めて心より御礼申し上

げます。また、来年度以降も引き続き当補習校の児童

が、生きた学習教育の場で、その知的好奇心を満たす

ことが出来るよう、社会科工場見学が継続されることを

心より祈っております。 

（ヒューストン日本語補習校3年生担任 キム千佳） 

 爽やかに晴れ渡った2014年11月1日、出発直前に1台のスクー

ルバスが故障するというアクシデントが発生し、一時間も予定が

遅れる事態となりましたが、見学先である東芝インターナショナル

米国社のご配慮により、本年度も当補習校小学部三年生の工場

見学が実施されました。平成七年度以来、補習校の児童が心待

ちにしている人気行事の一つであるこの社会科工場見学です

が、実は夏休み明けまでその実施が確定しておらず、よもや本

年度中止、次年度より廃止となってしまうかもしれないというところ

で、同社のご厚意により本年度の工場見学が可能となったという

経緯がありました。その後、学年主任主導のもと、同社ご担当者

との事前打ち合わせで、子どもたちが安全に工場を見学できるよ

ういろいろご準備いただきました。当日は工場内での大変丁寧

な説明に加え、美味しいアイスクリームでのおもてなしや、とても

楽しいビデオを見せていただくなど趣向を凝らした本当に素晴ら

しい工場見学となりました。皆様のおかげで無事に子どもたちの

夢を実現させることができ、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 この工場見学を通して補習校教員一年目である私が実感した

ことは、子どもたちは底知れない好奇心を持ち、曇りない眼で見

て感じ、学んでいるのだということです。普段座学ばかりで集中

できないこともしばしばありますが、この日ばかりはどの子も目を

キラキラさせ、積極的に質問をし、膨大な量のメモをとっていたの

です。また、事後学習では子どもたち一人一人が「工場見学の

■英語文例集 今すぐ知りたいこんな表現 － お買い物編  － 
英語圏での生活が初めてで自信がない、自分の言いたいことをどのように表現すればよいのかわからない…といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるこ

とでしょう。日用品のお買い物の場面で、知っていると役に立つ“即戦力”の表現をまとめてみました。誌面の都合で掲載できる表現は限られます。ご自身

の生活に必要な表現をマスターして、スムーズでより快適な生活を目指しましょう。             （2012年度商工会婦人部英会話レッスン資料より） 

 

 

 

 
 スーパーマーケットで 

 

Cashier: Do you have your ○○ card? （当店

の）○○カードを持っていますか? 
You: “Not today. May I use my phone num-
ber?” 今日はありません。電話番号で（カー

ドの代わりに）使えますか? 

Cashier: “Paper or plastic bags?” 紙袋に入

れますか? ビニール袋に入れますか? 

You: “I brought my own shopping bags.” 買
い物袋を持ってきました。 

Cashier: “Did you find everything you need?” 必要な品物は揃いまし

たか? 

・Do you have any coupons today?  クーポン（割引券）をお持ちです

か? 

・How would you like to pay?  お支払い方法は? 

・Would you like to donate to the xxx charity?  xxxに寄付をしません

か? 

・Do you need help out with your bags? （荷物の車への積み込みの）

手助けが必要ですか? 

・May I see your ID?  酒類購入時など年齢確認が必要な時IDを見せ

てください。 

・Where can I find rice? お米はどこにありますか ?  →回答: Aisle 10. 
通路番号10にあります。  

 

 デリショップで 

 

You:  “May I try a piece of cheese?” チーズを

試食しても良いでしょうか? 
You:  “I would like a half pound of black for-
est ham.” ブラックフォレストハムを半パウンド

お願いします。 

Clerk:  “How do you want that sliced?” どのように切りましょうか? 

You:  “Sliced thin on the 1, please.” 1番の厚さにお願いします。 

 

 郵便局で 

 
You: “I would like to mail a package 
(parcel) to Japan.” この小包を日本へ

送りたいのですが。 
Clerk: “Is there anything liquid, or 
fragile or hazardous material?” 壊れ

物、液体、危険物は入っていません

か? 

You: “No.” いいえ。 

Clerk:  “Would you like add insurance?” 保険をかけますか? 

You:  “How much does it cost?” いくらでしょうか? 

・Would you like to mail it Priority or First Class?” プライオリティ便に

しますか? ファーストクラス便にしますか? 

・What is the cheapest way?” 何が一番安いでしょうか? 

・How many books (packs) of stamps would you like?” 何冊の切手を

購入されますか？ 

・How much is a stamp to Japan?” 日本までの切手はいくらでしょうか? 

 

  美容室で 

 
You:  “I would like to get a haircut (or get hair colored, get hair 

 

 

permed ). ”  髪を切りたいのですが（カラー、パー

マ）。 

You: “What is trendy?” 流行のスタイルは何で

しょう? 

Hairdresser: “How would you like it cut?” どのよ

うに切りますか?  

You:  “A little off the bottom, about an inch.” 裾
を少し、約1インチほど 

 
You:  “This is not what I expected. Can you fix 
it? ”  私が思っていたのと違います。手直しできますか? 

 

☆知っておきたい表現☆ 

・cut it all off ばっさり切る  

・short on the sides, longer on the top 横は短く、上は長めに 

・ayeredレイヤー、shaggy シャギー 

・shelf 段カット、blend in – no shelf 段の目立たないカット 

・buzz cut 丸刈り 

・keep the sideburn もみあげを残す 

・what looks good on me 私に似合う 

・keep it long enough for a ponytail ポニーテールにまとめることが出来る

長さを残す 

・thinned out in the back (with the special scissors) 後ろを軽く 

・bang 前髪  

・cowlick 逆毛 

・How would you like it colored?  どんな色にしますか? 

・Would that color be good for me? ” その色は私に似合うでしょうか? 

・cover the gray 白髪を隠す 

 

 衣料品店で 

 

You: “Do you have this shirt in a different size?” この

シャツのサイズ違いのものはありますか? 
Worker: “No, but I can call another store to check.” 
いいえ。ですが、別の店にあるか訊いてみることがで

きます。 

・I have an item on hold. 取り置きの商品がある。 

・I would like to return this dress. このドレスを返品したい。 

・May I try this on? これを試着しても良いですか? 

・Do you have a dressing room?  試着室はありますか? 

・Will this item be on sale soon? これはもうすぐ割引になりますか? 

・I’m still trying to decide. May I have a few minutes? まだ決めかねて

います。もう少し待ってください。 

 

 クリーニング店で 

 

Clerk: “How may I help you?” どのようなご用件でしょう

か? 

You: Can you work on this stain? このシミをとることがで

きますか? 

・Can you replace this button? このボタンを付け替えられ

ますか? 

・There is a wrinkle. Can you press again? しわがあるので、もう一度プレ

スできますか? 

・I’d like to have these pants hemmed. When can I get them? このパンツ

のすそ上げをしたいと思います。いつ仕上がりますか? 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.misaki.rdy.jp%2Fillust%2Fwaku%2Fhon%2F4%2Fsozaitext%2F102.htm&ei=qj99VI_eGIqpNojkgLgG&bvm=bv.80642063,d.eXY&psig=AFQjCNH-6kViAOvZw9qW3eRGX
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 今年で43年を迎えるヒュースト

ン日本語補習校では、今後児童

生徒の増加が見込まれるため、

現在教員を募集中です。  
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どの様な方に教員になっていた

だきたいかを、山崎校長先生に

お聞きしました。第2回からは、

現場の教員の方に登場していた

だき、職場としての補習校につ

いて、教員の立場からの体験や

思いをお伝えしてまいります。  

  これを読んで、ひとりでも多くの

魅力ある先生が仲間に加わって

くだされば幸いです。第3回目と

なる今回は、縄手千栄先生にお

聞きしました。  

教育する立場にあるということは、実は教員自身が子ども達や保護

者の皆様に育てられているんだということに気づかされ、毎週、人と

しての勉強を続けられる自分は幸せ者だと感じます。それが私のや

りがいであり喜びです。 

Q. 補習校で大変だったことを教えてください。また、それをどのよう

にして乗り越えましたか？ 

A. 補習校は借用校舎なので、土曜日の放課後に何かを置き忘れ

てきたら大変です。忘れた場合は、平日の朝7時前に現地校のメイ

ンオフィスに行き、事情を話して運が良ければその朝に忘れ物を探

しに教室に入れます。もし現地校の生徒が既に登校していてちょっ

とでも時間がずれていれば、ランチタイムか3時以降に出直すように

言われてしまい、例外は許されません。この辺の規則は徹底してい

てかなり厳しいものです。だから、放課後自

分の教室を出る前は、必ず「指差し確認」を

します。先週も危うく大事な書類を置き忘れ

そうになりました。さらに、廊下の掲示を外し

た際にセロテープが残っていないか、教室

の机が朝並んでいた通りの位置に直してあ

るかなども、現地校側から厳しい苦情が入

ることがありますので、厳重にチェックしてか

ら教室を後にします。児童・生徒たちに、

「廊下の現地校の掲示物に触らないこと」

「教室内のものに触らないこと」などの指導

を始め、今年度の始まりには、「廊下の清

掃・モップした直後なので児童たちの靴の跡をつけないように厳重

に指導を」などと現地校側から学校へ再三要望があったこともありま

した。ここ最近は特に、借用校舎の使い方について現地校側がピリ

ピリしているので大変です。これを乗り越えるには、補習校に関わる

すべての方々のご協力が必要です。 

Q. これから応募される方へのメッセージをお願いいたします。 

A. 働くということは責任を負うということ。継続して毎週土曜日に働

くので、日本での冠婚葬祭時に一時帰国するかしないかを決心する

のに考え込んだりもしますが、日米の学校の両立に励む子ども達や

その保護者の方々と向き合うことから学ぶことが実に多いやりがいの

ある仕事です。一緒に学んでいきませんか？ 

縄手千栄 先生 
勤務年数： 10年 

ビザの種類：グリーンカード 

Q. 補習校に勤められたきっかけはどのようなことですか？ 

A. 1990年に当時中学の国語を担当していた山口先生から勧

められたことでした。96年3月に、当時持っていたもう一つの仕

事の関係で土曜日出勤を余儀なくされ、一度離任した後、補

習校がやはり好きで2011年度に戻って参りました。 

Q. どのような教員になりたいと思っていますか？ 

A. 現地校と補習校の両立に励む子ども達ならではの悩みや

心情に、気づいてやれる教員になりたいと思っています。子ど

も達にとっての「補習校との付き合い方」は、十人十色。補習

校が、週５日通う現地校での緊張をほぐす場所であると捉える

子もいれば、その逆の場合もあり、さまざまです。 

Q. 現在、何を教えていらっしゃいますか？ 

A. 教科は、国語・算数・社会で、小

学部6年生の担任をしています。 

Q. 補習校で勤務を始めて、期待ど

おりだったことと意外だったことは何

ですか？ 

A. 期待というか予想通りだったこと

は、異国で生活する子ども達にとっ

て漢字の習得は簡単ではないという

ことでした。漢字の習得には、結局本

人自身が自発的に漢字を覚えようと

しなければ定着しないため、一人で

も漢字に興味を持つ子が増えるよう

「目で見てオモシロい漢字」を時々紹介したり、児童達が作る

漢字カルタをする時間を取り入れたりしています。意外だった

ことは・・・この原稿を依頼されてからずっと考えているのです

が、まだ頭に浮かんできません。 

Q. 補習校での、教員としてのやりがいや喜びを感じた経験を

教えてください。 

A. 「人に何かを教えるということは自分も学ぶこと」とはよく耳

にする言葉ですが、それを実際に体験できることがこの仕事の

一番のやりがいです。その「学び」は、教材に関する内容は勿

論のこと、人としての学びも大きな位置を占めます。毎週子ど

も達と向き合う中で、反省することが多々あります。子ども達を

ヒューストン日本語補習校 感想とお礼」という題で心のこもった作文を書き、見て

きたこと、分かったことや感じたことをまとめましたが、

想像以上にモータについて詳しく説明したりしていて、

子どもたちの知識を吸収する力に改めて驚かされまし

た。翌週には東芝の宣伝ポスターも作成して、後日補

習校内に掲示しましたが、それを見た現在二年生の子

どもたちが釘付けになるほどの出来栄えだったと聞き、

誇らしい気持ちになりました。 

 12月13日、今回の社会科工場見学の集大成として、

東芝の佐藤社長（商工会副会長）、望月様、武田様に

お越しいただき、東芝工場見学お礼の会を開催しまし

た。各クラス3名の代表者が各々の感想とお礼を発表

し、寄贈する三年生全員分の感想とお礼をまとめた

ファイルとポスターを佐藤社長に手渡しました。4月、三

年生になりたての頃にはまだ幼さの残る子どもたちで

したが、三年生を代表して前に出て堂々と発表してい

る姿はもうすっかりお兄さん、お姉さんの顔で、その成

長ぶりに思わず涙が浮かんできてしまいました。 

 本年度こうして例年通り当補習校の生徒が社会科工

場見学を終えることができましたのも、ひとえに多大な

るご協力を賜りました東芝の佐藤社長はじめ皆様のお

かげです。この場をお借りし改めて心より御礼申し上

げます。また、来年度以降も引き続き当補習校の児童

が、生きた学習教育の場で、その知的好奇心を満たす

ことが出来るよう、社会科工場見学が継続されることを

心より祈っております。 

（ヒューストン日本語補習校3年生担任 キム千佳） 

 爽やかに晴れ渡った2014年11月1日、出発直前に1台のスクー

ルバスが故障するというアクシデントが発生し、一時間も予定が

遅れる事態となりましたが、見学先である東芝インターナショナル

米国社のご配慮により、本年度も当補習校小学部三年生の工場

見学が実施されました。平成七年度以来、補習校の児童が心待

ちにしている人気行事の一つであるこの社会科工場見学です

が、実は夏休み明けまでその実施が確定しておらず、よもや本

年度中止、次年度より廃止となってしまうかもしれないというところ

で、同社のご厚意により本年度の工場見学が可能となったという

経緯がありました。その後、学年主任主導のもと、同社ご担当者

との事前打ち合わせで、子どもたちが安全に工場を見学できるよ

ういろいろご準備いただきました。当日は工場内での大変丁寧

な説明に加え、美味しいアイスクリームでのおもてなしや、とても

楽しいビデオを見せていただくなど趣向を凝らした本当に素晴ら

しい工場見学となりました。皆様のおかげで無事に子どもたちの

夢を実現させることができ、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 この工場見学を通して補習校教員一年目である私が実感した

ことは、子どもたちは底知れない好奇心を持ち、曇りない眼で見

て感じ、学んでいるのだということです。普段座学ばかりで集中

できないこともしばしばありますが、この日ばかりはどの子も目を

キラキラさせ、積極的に質問をし、膨大な量のメモをとっていたの

です。また、事後学習では子どもたち一人一人が「工場見学の

■英語文例集 今すぐ知りたいこんな表現 － お買い物編  － 
英語圏での生活が初めてで自信がない、自分の言いたいことをどのように表現すればよいのかわからない…といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるこ

とでしょう。日用品のお買い物の場面で、知っていると役に立つ“即戦力”の表現をまとめてみました。誌面の都合で掲載できる表現は限られます。ご自身

の生活に必要な表現をマスターして、スムーズでより快適な生活を目指しましょう。             （2012年度商工会婦人部英会話レッスン資料より） 

 

 

 

 
 スーパーマーケットで 

 

Cashier: Do you have your ○○ card? （当店

の）○○カードを持っていますか? 
You: “Not today. May I use my phone num-
ber?” 今日はありません。電話番号で（カー

ドの代わりに）使えますか? 

Cashier: “Paper or plastic bags?” 紙袋に入

れますか? ビニール袋に入れますか? 

You: “I brought my own shopping bags.” 買
い物袋を持ってきました。 

Cashier: “Did you find everything you need?” 必要な品物は揃いまし

たか? 

・Do you have any coupons today?  クーポン（割引券）をお持ちです

か? 

・How would you like to pay?  お支払い方法は? 

・Would you like to donate to the xxx charity?  xxxに寄付をしません

か? 

・Do you need help out with your bags? （荷物の車への積み込みの）

手助けが必要ですか? 

・May I see your ID?  酒類購入時など年齢確認が必要な時IDを見せ

てください。 

・Where can I find rice? お米はどこにありますか ?  →回答: Aisle 10. 
通路番号10にあります。  

 

 デリショップで 

 

You:  “May I try a piece of cheese?” チーズを

試食しても良いでしょうか? 
You:  “I would like a half pound of black for-
est ham.” ブラックフォレストハムを半パウンド

お願いします。 

Clerk:  “How do you want that sliced?” どのように切りましょうか? 

You:  “Sliced thin on the 1, please.” 1番の厚さにお願いします。 

 

 郵便局で 

 
You: “I would like to mail a package 
(parcel) to Japan.” この小包を日本へ

送りたいのですが。 
Clerk: “Is there anything liquid, or 
fragile or hazardous material?” 壊れ

物、液体、危険物は入っていません

か? 

You: “No.” いいえ。 

Clerk:  “Would you like add insurance?” 保険をかけますか? 

You:  “How much does it cost?” いくらでしょうか? 

・Would you like to mail it Priority or First Class?” プライオリティ便に

しますか? ファーストクラス便にしますか? 

・What is the cheapest way?” 何が一番安いでしょうか? 

・How many books (packs) of stamps would you like?” 何冊の切手を

購入されますか？ 

・How much is a stamp to Japan?” 日本までの切手はいくらでしょうか? 

 

  美容室で 

 
You:  “I would like to get a haircut (or get hair colored, get hair 

 

 

permed ). ”  髪を切りたいのですが（カラー、パー

マ）。 

You: “What is trendy?” 流行のスタイルは何で

しょう? 

Hairdresser: “How would you like it cut?” どのよ

うに切りますか?  

You:  “A little off the bottom, about an inch.” 裾
を少し、約1インチほど 

 
You:  “This is not what I expected. Can you fix 
it? ”  私が思っていたのと違います。手直しできますか? 

 

☆知っておきたい表現☆ 

・cut it all off ばっさり切る  

・short on the sides, longer on the top 横は短く、上は長めに 

・ayeredレイヤー、shaggy シャギー 

・shelf 段カット、blend in – no shelf 段の目立たないカット 

・buzz cut 丸刈り 

・keep the sideburn もみあげを残す 

・what looks good on me 私に似合う 

・keep it long enough for a ponytail ポニーテールにまとめることが出来る

長さを残す 

・thinned out in the back (with the special scissors) 後ろを軽く 

・bang 前髪  

・cowlick 逆毛 

・How would you like it colored?  どんな色にしますか? 

・Would that color be good for me? ” その色は私に似合うでしょうか? 

・cover the gray 白髪を隠す 

 

 衣料品店で 

 

You: “Do you have this shirt in a different size?” この

シャツのサイズ違いのものはありますか? 
Worker: “No, but I can call another store to check.” 
いいえ。ですが、別の店にあるか訊いてみることがで

きます。 

・I have an item on hold. 取り置きの商品がある。 

・I would like to return this dress. このドレスを返品したい。 

・May I try this on? これを試着しても良いですか? 

・Do you have a dressing room?  試着室はありますか? 

・Will this item be on sale soon? これはもうすぐ割引になりますか? 

・I’m still trying to decide. May I have a few minutes? まだ決めかねて

います。もう少し待ってください。 

 

 クリーニング店で 

 

Clerk: “How may I help you?” どのようなご用件でしょう

か? 

You: Can you work on this stain? このシミをとることがで

きますか? 

・Can you replace this button? このボタンを付け替えられ

ますか? 

・There is a wrinkle. Can you press again? しわがあるので、もう一度プレ

スできますか? 

・I’d like to have these pants hemmed. When can I get them? このパンツ

のすそ上げをしたいと思います。いつ仕上がりますか? 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.misaki.rdy.jp%2Fillust%2Fwaku%2Fhon%2F4%2Fsozaitext%2F102.htm&ei=qj99VI_eGIqpNojkgLgG&bvm=bv.80642063,d.eXY&psig=AFQjCNH-6kViAOvZw9qW3eRGX
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喘息について 
 

Center for Allergy and Asthma of Texas 

米国アレルギー免疫専門医 

小川リール好子  

 新年あけましておめでとうございます。2015年もよろしくこの

コーナーにお付き合い頂ければ幸いです。 

 

 今月から数回に分けて喘息について書いていきますが、まず

はクイズを3問お試しください。○か×かで回答する方式です

が、今月以降の連載をお読み頂ければ、答えがそこここに見

つけられるようになっております。 

 

1. 私は夜中や運動後、あるいはネコの近くにいるとよくせき

をするのですが、ゼイゼイヒューヒュー呼吸の音がしたこ

とはありません。よってこれは喘息ではありません。 

2. うちの子はまだ小さいので喘息がありますが、成長して大

きくなれば治ると思います。 

3. 発作時に使用するインへーラーは毎日使用して、喘息の

症状が出ないように予防しています。 
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 では今月はまず喘息と診断がついていない場合で、どんなと

きに喘息を疑うのかというところから始めたいと思います。典型的

な喘息の臨床像は、アレルギーの既往が複数あるお子さんが運

動時や夜中にゼイゼイヒューヒューと呼吸をするイメージでしょう

か。しかしその他の症状として、せき、胸部の圧迫感、呼吸困難

なども挙げられます。1980年位からせきが前面にでているせき

喘息という概念が浸透し始めましたが、せきがメインで始まって

典型的な喘息に移行していく場合も多いです。 

 

 喘息は非常に軽度な場合もあれば、増悪因子が引き金となっ

て急に重症化する場合もあります。呼吸器症状が週に2回以上

自覚される場合は、医療機関を受診するべきでしょう。喘息を診

断する際は、臨床症状に加えて肺機能検査やアレルギーのス

キンテストなども行い、総合的に判断します。 

 

 昔は入院治療や重症例、死亡例も多かった喘息ですが、現在

は薬物治療を適切に行うことで殆どの場合は外来でコントロー

ルできる疾患となりました。ただ冬場は風邪がはやったり、冷た

い空気を吸うことによって喘息が悪化しやすい季節です。1月2
月はまだまだ寒い日が続くことが予想されますので、どうぞ皆様

ご自愛下さい。 

 

 サンクスギビングも終わり、今年も残り少なく

なった12月6日(土)と12日(金)にあそぼーかいを

開催しました。いずれの日も、元気なちびっこ達

がたくさん集まってくれました。今月のテーマは

クリスマス、冒頭の挨拶にはトラお君とトラ子ちゃ

んが赤いサンタクロースの帽子を被って登場で

す。「12月に誰がくるのかな？」の質問には、

「サンタクロース!!｣と、みんな大きな声で答えて

くれました。 

続いてエプロンシアター「てぶくろ」。おじいさ

んの落とした手袋に、次々と動物たちが住み着

きます。食いしん坊ねずみにピョンピョンかえ

る、早足ウサギにオシャレ狐、金色ライオン、ぞ

うのパオぞう、ぽんぽこタヌキ・・・あそぼーかい

バージョンなので、実際の物語には出てこない

動物も登場します。もう手袋はいっぱいで入れ

ないと言っても、どうしても入ろうとする動物達。

手袋には、いったい何匹の動物が入るのでしょ

う。ちびっ子たちみんなで、手袋の中に入って

いる動物の名前を言い、中に何匹いるか、数え

て盛り上がりました。 

 リズム遊びでは、｢ジングルベル｣の音楽に

合わせて、鈴とカスタネットを鳴らして遊びま

した。すっかりクリスマス気分になり、今月のう

た「あわてんぼうのサンタクロース」をみんなで

歌っていると、ドンドンとドアを叩く音。すると、

まだまだクリスマスには早い、本当にあわてん

ぼうのサンタさんがやって来ました。中には

びっくりして怖がってしまうちびっ子もいました

が、みんなサンタさんの登場に大喜びです。

サンタさんからそれぞれがプレゼントを受け

取ったところで、一緒に記念撮影を行いまし

た。みんなで大きな声でサンタさんにお礼を

言うと、サンタさんは帰っていきました。 

 サンタさんからのプレゼントはスタッフ手作り

のフレームのオーナメントです。そこで最後の

工作では、そのフレームに飾り付けをしまし

た。金色に色付けしたマカロニやポンポンを

思い思いにグルーで付け、様々なオーナメン

トができあがりました。グルーが乾ききってな

いオーナメントを、壊れないように大事そうに

持ち帰る姿を見ると、私達も嬉しい気持ちに

ピーカンキッズ 

活動報告 

なります。お家で写真を付けて、クリスマスツリー

に飾ってもらえたかな?今回サンタクロースに扮

してくださった、校長先生、轟木さん、ありがとう

ございました。 

 今月のあそぼーかいも楽しんでいただけたで

しょうか。来月も盛りだくさんの企画でお待ちし

ておりますので、どうぞお友達を誘って遊びに

いらして下さい。  

 ピーカンキッズ今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞ 

 2月3日（火） 10時30分～ 
 2月14日（土） 9時30分～ 
 3月3日（火） 10時30分～ 
 3月7日（土） 9時30分～ 
＜読み聞かせの会＞ 

 2月7日（土）  

  9時30分～ 三歳以上を対象とした絵本 
  10時00分～ 三歳未満を対象とした絵本 
 3月7日（土） 10時00分～  

   赤ちゃんから就学前のお子さんを 

                   対象とした絵本 
 4月11日（土）  

   9時30分～ 三歳以上を対象とした絵本 
 10時00分～ 三歳未満を対象とした絵本 

 変更がある場合もございます。三水会センター

内のポスターやヒューストンなびでもご確認くだ

さい。 
 スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ち

の方やお問い合わせは、次のアドレスまでご連

絡下さい。お待ちしております。 

 

あそぼーかい   mama.asobokai@gmail.com 
読み聞かせの会   
                       houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

 総領事館から借用の金屏風と赤いテーブル

クロスで覆った高座、そして、師匠持参の座布

団と勘亭流の看板。借用校オーディトリアムの

ステージが、落語の舞台に一変しました。 
 12月6日（土）、ヒューストン補習授業校にて

古今亭菊志ん師匠による落語教室が開催され

ました。これは、ヒューストン日本人会、ダラス

日本人会が中心となって毎年実施している菊

志ん師匠米国公演の一環として行われたもの

で、本校での公演はヒューストン日本人会のご

尽力により、実に3年ぶりに実現したものです。 
 落語のお囃子とともに師匠が舞台へ、そし

て、まず「落語って何？」として、鑑賞の仕方や

歴史等を実演を入れながらわかりやすくお話

しして下さいました。扇子と手ぬぐいでの、手紙やたばこ、そして、そばのすすりの実

演に、子どもたちからは感嘆の思いのこもった大きな笑い声が起こりました。 
 続く「体験コーナー」では、たくさんの希望者の中から中学部3年生の寺田裕君が

ステージに上りました。師匠の手ほどきを受けて、そば食いに挑戦。大胆に演じまし

た。 
 後半は、師匠による古典落語「牛ほめ」を堪能することができました。 
「家は総体檜造りで、畳は備後の五分べりで、…お庭は総体御影づくりでございま

すな。」といった難しい言葉の一節も、「家は総体ヘノコづくりで、畳は

貧乏でボロボロ、…お庭は総体見かけ倒しで」に、幼稚部の子から高

等部の子まで大爆笑でした。 
 最後に小2年生マーカス伊璃阿さんと小4年生横地実優さんが代表

してお礼の言葉をしっかりと述べました。また、記念品をお贈りする代

表の小3年生柳生健太朗君も感想を述べながら、堂々と役目を果しま

した。 
 日本の伝統文化の落語、その道を求めている人の生の公演を心か

ら楽しんだ時間となりました。菊志ん師匠、ヒューストン日本人会の皆

様に心より感謝申し上げます。       （校長 山崎弘光 記）  

古
今
亭
菊
志
ん
師
匠 

ヒューストン日本語補習校 

2014年も 残すと ころあと わずかとな った12月7日にPine 
Forest Country Club にて 毎年恒例の日本人会「クリスマス

会」が開催されました。クリスマス会は武智副会長が司会進

行を務められ、松村会長による開会のご挨拶に始まり、在

ヒューストン日本国総領事館の髙岡総領事より最近積極的に

なっている日米関係や日系企業のヒューストン進出数の増加

に関する興味深いお話を頂きました。続いて、日米協会会長

の直木会長に乾杯の音頭を取っていただき、豪華なお食事

を囲みながら、楽しい会話が飛び交っておりました。会場はク

リスマスのデコレーションで綺麗に飾られ、クリスマスの雰囲

気が自然と盛り上がっていました。2階の会場では毎年ブッ

フェスタイルで多くの美味しい料理が出されますが、その中

でも今年はローストビーフに人気が集まり、長い列が出来る

ほどでした。 
歓談で皆様の交流も深まったところで、クラリネット奏者の

佐々木さんを含めた5人にクラリネットの演奏をご披露頂きま

した。ヒューストングランドオペラオーケストラのモリー・メイ

フィールドさんは非常に珍しいバス･クラリネットを演奏され、

低音で幅広い音域を出されていました。とにかく素晴らしい

音色、レベルの高いパフォーマンスに参加者一同釘付けに

なりました。クラリネット演奏での興奮も冷めやらぬ間に、次

はヒューストンオペラの戸田さんのピアノにあわせてヒュース

トングランドオペラのマリア・ロペスさんとウェス・ランドリーさ

んお二人が情熱的なカルメンを含め6曲ご披露されました。

初めて生でプロのオペラを観賞する経験をされた参加者も

いらっしゃったようで、迫力ある歌声に皆さん魅了されまし

た。特に最後の「花は咲く」の英語版と日本語版にとても心

打たれました。今年の日本人会はこのように超豪華な出演

者に恵まれました。 
この時点で既に会場の皆さんは大いに盛り上がっていま

したが、ここで本会の締めのイベント、日本からの特別ゲスト

でもある古今亭菊志ん師匠にヒューストンオリジナルの落語

をご披露頂きました。約30分の時間ではありましたが、ユー

モアあるテキサス体験談から始まり、終始会場の皆さんの笑

いを誘うとても楽しいものとなりました。また、師匠の落語は

想像力という言葉に、皆さん頷かれていました。終了後は参

加者の皆さんと師匠を囲んで記念撮影となりました。集合写

真の後にも、師匠は参加者の方からのツーショット等の個人

的なリクエストにも快く応じて下さり、終始、会場は和気藹々

とした雰囲気でした。来年も古今亭菊志ん師匠はヒュースト

ンに来て下さるそうで、今から楽しみです。 
本年度の日本人会イベントの締めくくりでもあるクリスマス

会はこのように無事終わりました。来年も日本人会では1月

17日の新年会を皮切りに、様々な楽しいイベントを予定して

おり、皆様のご参加をお待ち申し上げております。最後にな

りましたが、「クリスマス会」の準備に携わってくださったボラ

ンティアの皆様、場を盛り上げていただいた一流プロのエン

ターテイナーの皆様、また参加してくださった皆様のおかげ

で盛大に「クリスマス会」を開催することができましたことを心

より感謝申し上げます。         (文責：鈴木大介) 
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新年あけましておめでとうございます。2014年4月より順天堂大

学からMD アンダーソンがんセンターに留学している中井克也と申

します。日本では乳がん治療を専門として患者さんと関わってきま

した。日本でも女性の癌のナンバーワンでありますが、特に欧米で

乳がんの患者さんが多いこともあり多くの研究が行われ、治療法が

どんどん変化している領域です。MDアンダーソンがんセンターで

も、アポロ計画にちなんで「ムーンショット」という壮大なスロー

ガンを掲げ、がん治療にさらなる革命をおこそうとしています。そ

のスケールの大きさに圧倒されてしまいます。一般的な乳がんにつ

いての説明もよいのですが、今回は少し思考を変えて「もしヒュー

ストンで乳がんになったら･･･」というお題で話を進めてみます。

特に日本人の場合、乳がんは「お母さん」がなる病気で、40代後半

に乳がんにかかる割合が一度ピークとなります。また生涯に日本女

性は16人に1人くらいの確率で乳がんになるとされています。アメ

リカでは、高度に専門化された治療が各分野で行われています。こ

れだけ各病気の治療が高度に発達してくると、常にキャッチアップ

していかなければ、よい治療が患者さんに提供できない時代です。

日本でも医師に専門性が求められる時代になってきました。 

 

日本では大学病院で働いていたのですが、大学病院の役割は、治

療・教育・研究という3つの柱があります。このため医学生との関

わりも重要な仕事となります。自分は学生に興味を持ってもらうた

めに、医師を料理人に喩えて話を進めいくことがありました。例え

ばこんな質問をします。 

「将来どんな医師になりたいか？」 

「理想は、料理人でいうと、何でも作れて、何でも美味しいのが

1番いい」 

でもなかなかそんなスーパースターには全員はなれません。 

「そう考えると、それなりにいろいろ作れるのだが、これだけは

何処のお店にも負けない特別美味しい一品があるほうがよい。もし

かしたらこれが専門性なのかもしれない」 

「では、もしつけ麺が食べたくなったときに、君は近くの中華料

理店に行く？」 

学生はだいたい「いいえ」と答えます。 

「どうせ食べるなら、つけ麺専門店で食べたいだろ･･･つまり、つ

け麺を誰よりも美味しく作りたいと思っていて、かつ一生懸命作っ

ているお店で食べるほうが満足感が高いと思うから」 

そう考えると、乳腺科の医師はつけ麺屋の亭主かもしれない。つ

け麺しかない、だからこそ特別美味しいつけ麺をお客さんに提供し

たいのです。 

「ところで、乳がんはお母さんがなる癌だよね、もし君のお母さ

んが乳がんになった。どこの病院に行く？」「順天堂？」 

「その根拠は？」こんな具合に話を進めていきます･･･ 

日本では、私の研修医時代は一般外科の一部として乳がん治療が

行われていました。しかし乳がんの治療は、より専門性が求められ

る時代になってきました。また患者さんも専門性を求めるようにな

り、自然に専門性の高い施設に患者さんが集まるようになっていま

す。MDアンダーソンがんセンターはその象徴かもしれません。ただ

一方でアメリカの医療は、あまりにも分業制が進みすぎているよう

にも感じてしまいます。乳がんの治療は手術、放射線治療、ホルモ

ン療法、化学療法と総合的な治療が要求されます。日本では乳腺科

の医師が中心となって患者さんと相談し治療を進めていくのです

が、こちらでは、分業制のため責任がはっきりしない印象を受けて

しまいます。 

 

では「もしヒューストンで乳がんになったら･･･」是非メディカル

センターで勉強している日本人医師を捜してください。必ずメディ

カル地区には、日本で乳がんを一生懸命やっている医師が必ずいる

はずです。その医師が日本人の患者さんの力になってくれると思い

ます。皆さんの方がよくご存じだと思いますが、アメリカで病気に

なると非常に大変であると実感せずにはいられません。繊細さや配

慮に関して言えば、日本の治療も捨てたものではありません。治療

の選択肢は患者さんによりケースバイケースで、専門的知識が要求

されます。母国語でニュアンスを感じながら話を聞くことができれ

ば、大きな安心につながると思います。私は縁あって実際にヒュー

ストンで患者さんとの出会いがあり、多くのことを学び感じること

ができました。少しは患者さんの力になっていればよいのですが･･･

アメリカではお金が大きく絡む問題でもあります。医療とは非常に

繊細です。 

 

最後に、自分の大好きな思い出のつけ麺を紹介します（残念です

が2014年2月に閉店となっています）。“はやし家”というお店で東

京の大久保にありました。大将は職人気質で揺るぎない技術があ

り、女将さんは優しく細かな注文に対応してくれます。ここの独特

でぷりぷりの麺をあの漬け汁で食べる幸福感はたまりません。（味

だけでなく、お客全員でひたすら麺を頬張る雰囲気も含めて･･･）た

ぶん皆さんにも思い出のお店があることでしょう。もちろん人それ

ぞれですが、日本人が感じる幸福感や安心感は複雑で独特なのかも

しれません。そして医療も同じことがいえるかもしれません。順天

堂の校章は「仁」という言葉からきています。「人在りて我在り。

他を思い遣り、慈しむ心」。医療にかかわる人に大切な心だと思う

のです。 

次回は，泌尿器科の竹内尚史先生にバトンをお渡しします。 

竹内先生は、現在MDアンダーソンがんセンターで膀胱癌の新規

治療薬の開発に関わる研究をされています。先生とは、留学時期

が同じということもあり仲良くお付き合いをさせて頂いていま

す。アメリカの文化に精通されており、交流会ではいつも楽しい

お話を聞かせてくれます。  

第１２３回 
 

もしヒューストンで乳がんになったら・・・   

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の方々にリレー方式で次々

とご登場頂き、読者の皆様の健康に関する話、メディカルセンターの様子など連載記事として掲載しています。 

前回の飯田智憲先生から乳腺外科がご専門の中井克也先生にバトンが移りました。 

 MDアンダーソンがんセンター研究員 中井克也 

総領事館より 
 イベントのお知らせ 

＊今回の映画は、スペースセンターで行われる教育関係者セミナーの前夜

祭で上映されます。スペースセンターへの入場は有料ですが、映画のみを

見に来られた方はお名前をご登録いただくことで映画鑑賞は無料となりま

す。お名前の登録と詳細は、当館ウェブサイト（http://www.houston.us.emb-
japan.go.jp/index_j.htm）でご確認ください。 

 

2. 第4回 Bentoコンテスト 

 Bentoコンテストは、今回で4回目を迎えることとなりました。コンテストは、予
選がありますが、決勝戦（Final Battle）のみのご参加も大歓迎です。楽しくお
いしいイベントに是非お越しください。 

・予選（写真審査〆切）：2015年2月17日（火）  

 ご自分で作ったお弁当の写真をメールで送ってください。送られたお弁当 

 の写真の中から5名の決勝戦出場者を決定いたします。 

・決勝戦（弁当箱詰めコンテスト）：2015年2月22日（日） 午後1：30～ 

 その他、お弁当に関するレクチャー、おにぎり作り体験 

・場所：HEB Bunker Hill店 Community Room 
＊コンテストの詳細は、当館ウェブサイト（http://www.houston.us.emb-
japan.go.jp/index_j.htm）でご確認ください。 

 在ヒューストン総領事館では、日本文化に関連した様々なイベントを企
画・実行しております。今年度は、あとふたつのイベントを残すのみとなりま

したが、たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。（参加は全て無料

です。） 

 

1. 『宇宙兄弟』上映会 

 講談社の漫画雑誌『モーニング』にて2008年1号から連載中の小山宙哉
による漫画作品が、人気若手俳優・小栗旬と岡田将生を主演に迎えて実

写映画化。幼いころに宇宙飛行士になる約束を交わした兄弟が、異なっ

た人生を進みながらも互いに宇宙を目指して奮闘する姿を壮大なスケー

ルで描いた作品です。 

・上映作品：宇宙兄弟（2012） 128分 

・場所：スペースセンターヒューストン 

・日時：2015年2月4日（水） 7時から 

天皇誕生日レセプション 
 2014年12月4日（木）、髙岡望総領事夫妻の主催により、天皇陛下の81
歳の誕生日を記念する祝賀レセプションが総領事公邸において開催され

ました。同レセプションでは、4つのテーマ（エネルギー、製造業、新幹線
及び宇宙）に関して、日本ブランドの当地における活動をご紹介し、ご来

賓の方々の好評を博しました。 

 今回ご出展された3企業及び1機関より展示の様子をご報告頂きました。 

●大阪ガスUSA 
 弊社が参画するフリーポートLNG輸出プ
ロジェクトに関して、2013年に続き2度目の
展示機会を頂きました。2014年11月の現
地起工式には高岡総領事をお迎えし、

2018年の出荷開始に向けた建設工事が始
まりました。我が国のエネルギー安定調達

に向けて地元テキサスとの架け橋となれる

よう取り組みを進めていきます。（文責：大

阪ガスUSA） 

●トヨタ自動車（株） 
トヨタ自動車（株）テキサス工場は、新発売のTUNDRA 

TRD-PROを展示しました。この商品は、レース経験を
フィードバックし、究極のオフロード走破性を実現した、こ

だわりのモデルです。今後当社は北米統括機能をプレー

ノ市（テキサス州ダラス近郊）へ集約することもあり、地域

の皆様には益々お世話になりますが、よろしくお願い致し

ます。（文責：トヨタ自動車テキサス工場） 

●JR東海 
東海道新幹線は開業50周年を迎えました。当社は、

世界でも比類のない安全性と正確性を誇るこの新幹線

技術を使ったヒューストン・ダラス間の高速鉄道計画の

プロモーション活動を米国のTexas Central Railway社
と共に行っております。今回も 多くの方の関心と期待

を実感することが出来、有意義な一日となりました。（文

責：JR東海ワシントンDC事務所） 

●JAXA 
 JAXAの活動概要、国際宇宙ステーション
（ISS）へ物資を輸送する「こうのとり」及び小
惑星探査機「はやぶさ」の3枚の大型ポス
ターを展示するとともに「Japan’s Space In-
dustry」と題したパンフレットを配布しました。
また、2014年の3～5月にアジア人として初め
てISSのコマンダーを務めた若田宇宙飛行
士がレセプションに参加しました。（文責：

JAXAヒューストン駐在員事務所） 
  

若田宇宙飛行士（右から二番目） 

ピックアップトラック「TUNDRA」 

髙岡総領事ご挨拶 
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１．会社の業務内容等について 

 EOS会計事務所 (EOS Accountants LLP) は、

1996年10月、ニューヨークの大手監査法人に所

属していたパートナーとスタッフが分離独立する

形でニュージャージー州にて設立されました。米

国に所在する日系企業を主なクライアントとし、長

年培ったグローバルな経験を持つ多くのプロ

フェッショナルが、会計･監査、法人･個人税務、

および移転価格税制を含む各種会計税務コンサ

ルティング等に対してきめ細かなサービスを日々

提供しています。 

 当事務所は、ニュージャージー事務所を本拠地

 EOS Accountants LLP  

とし、カリフォルニア州にサンノゼ、サンマテオ、

およびロサンゼルスの3拠点、加えて、ホノルル、

デトロイト、シカゴ、テネシー州ノックスビル、およ

び東京に拠点を有しています。 

 設立当初は3人のパートナーと数人のスタッフ

でしたが、現在は9人のパートナーと100名近い

所員体制となり、このたび、満を持してテキサス

州と近郊州の日系企業に対してより充実した

サービスを提供すべく、ここヒューストンに事務所

を開設いたしました。ヒューストン事務所自体はま

だまだ小さいオフィスですが、クライアントの皆様

に喜んでもらえるような事務所を目指し、日々精

進したいと考えています。 

 今後も、よりグローバルなサービスが提供できる

体制を整え、信頼されるビジネスパートナーとし

てお役に立てるよう努力して参ります。 

 

２．ヒューストン／テキサス州の印象についてお

聞かせください。 

 実は、?10年前にヒューストン近郊で働いていま

した。当時住んでいた家と職場近くまで行くと、

非常に懐かしさを感じ帰ってきたなと感傷に浸っ

ています。当時も広大な土地とおおらかでフレン

ドリーな人々、そしてどこまでも続く大平原という

イメージがありましたが、その思いは今も変わっ

ていません。しかしながら、当時と比べ、高速道

路網が格段に整備され、人の動きも活発で、エ

ネルギー産業の発達とともに、街とビジネス全体

が急速に拡大していると感じています。ヒュースト

ンの人口がシカゴを抜いたという話も聞いたこと

金子やよい さん 

ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

 渡辺家史上初の海外生活はオクラホマ州タルサで

始まりました。名の知れた都市ではないので、ある程

度の生活の不自由は覚悟していたものの、現実は想

像以上！2ヶ月早く現地入りし、生活の基盤を整えてく

れた夫の苦労がひしひしと伝わりました。日本食材の

調達は、市内唯一の小さな韓国系スーパーで見つけ

るのがやっと。しかし、いつも欲しい物があるわけでは

なく、選ぶほどの種類もなく、賞味期限の切れた調味

料を仕方なく買ったこともありました。時折、会社関係

者からいただく日本の手土産がとても貴重でありがた

かった。お金を出せば欲しい物が手に入る日本での

 駐妻のヒューストン日記  
 

第124回 渡辺みゆき さん 

生活がとても贅沢なものに思えました。 

 アメリカで生きる術もわからず、母子ともに英語のわ

からない生活にはいつも不安とハプニングがつきもの

で、一時も休まる暇はありませんでした。それでも、寡

黙な息子は休むことなく毎日学校に通いました。朝、

スクールバスを待つバス停で、他の生徒達から距離を

置いて、一人ポツンと立っていた姿が今でも脳裏に焼

きついています。「クラスで友達ができた」という息子の

言葉が、親としてどんなに嬉しかったことか！下の娘

は学校に慣れるまでに半年ほどかかりました。毎朝教

室の前で泣きじゃくる娘を担任に預け、後ろ髪引かれ

る思いで学校を後にしたものです。でも、優しい学校

のスタッフの励ましのおかげで、娘はいつしかクラスの

人気者になりました。子ども達はタルサに住む方々に

育てられたと思っています。 

 母の私はというと、子どもの成長とは裏

腹に鬱屈した日々を過ごしていました。日

本では当たり前にできていたことが、アメリ

カでできない不甲斐ない自分に心が折れ

そうになった時もあります。小さな達成や

成功を素直に喜べず、他人と比較しては

できない自分を責めました。そんな私を和

ませてくれたのは、動物たちの存在でし

た。裏庭の木に住むリス、野うさぎ、忘れ

がたい匂いを残すスカンク、あらいぐま、

親子鹿、ハチドリなどのきれいな野鳥、庭

のデッキで日光浴をする体長３０センチの

陸亀！放し飼いにされた近所の飼い犬達

も頻繁に遊びに来てくれて、ビックリする

やらおかしいやら！彼らの訪問は「そんな

 

にかたく考えんなよ～、人生もっと楽しもうぜ

～」と私に笑いながら寄り添ってくれているよ

うに思えました。一方で、アメリカ中西部独特

の自然にも驚かされました。春の到来と共に

迫りくるトルネードの恐怖、45度にも達する

夏の猛暑、秋の見事な紅葉、着氷によるライ

フラインの断絶に怯えた冬のアイスストー

ム…タルサは自然の中で生きる人間の限界

と共存を教えてくれました。 

 あっという間に過ぎたタルサでの２年

間。夫の転勤で昨年5月にこのヒュースト

ンに越してきました。これまで農道のよう

な道をのんびり運転していた私にとって、

こちらの交通量は殺人的で、いまだにハ

イウェイに挑戦できません。車や人、物や

情報にあふれたこの都会に、同じアメリカ

とは思えないカルチャーショックをうけて

います。でも、アジア人の私が何処へ

行っても目立たない多様性に溢れたこの

環境がとても心地よく、肩の力がほぐれて

いくのを感じます。様々な人種と言語が

飛び交い、お互いの存在を受け入れな

がら生活している、まさにタルサで自然相手

に学んだ「共存」そのもの。 

 さあ、新しい年が明けました。イイものは持

ち越し、悪いものはリセットして気持ちを新た

にしたいと思います。今年はどんな試練が家

族一人一人を成長させてくれるのか、楽しみ

です。わが家にとっても皆さんにとっても、今

年が最良の一年となりますように！ 

 ヒューストンから一番近い観光地で、日本人にもわかる街といえ

ば、やはりニューオリンズですね。サンアントニオより知名度はある

のではないかと思います。つまり、日本に住んでいる友達に、いろ

いろ説明するこ

となしに自慢できる唯一の

場所じゃないでしょうか。今

回はそのニューオリンズで

す。ビジネスやコンファレン

スまたは学会等で行かれた

方も多いと思います。 

 

 ニューオリンズ、フレンチ

クオーターの醍醐味はや

はり夜。ジャズを聴き、酒を

飲み、それに、あれやこれ

やだと思います。僕は、た

ぶん皆さんも知ってるよう

に、写真を撮るのが好きな

のですが、というか、旅というのは、僕の場合、写真を撮るためにいろんなところ

に行くだけで、カメラがなければ、どこにも行かずに、家でじっとしていると思い

ます。カヤックなんてもっての他です、何かで避難する時はカメラを持って逃げ

たいくらいです（笑）。撮影禁止の観光地には一切興味ないです。 

 

 面白い写真をとるコツは、普通に見れない時を撮ることです。山に行って昼

間に写真を撮るとただ

の山ですが、夕焼け、

朝焼けはきれいな写真

が撮れます。一日のう

ち数分しかない、非日

常だからです。一日の

中で、人が最も活動し

てない時間帯はたぶん

日の出前じゃないかと

思います。とくにここフ

レンチクオーターは言

わずとしれた夜の街な

ので、日の出前のこの

街を見る人は少ないと

思います。というわけで、挑戦しました、夜明け前。 

 

 日の出時刻を確認し、その４５分くらい前にホテルを出ます。もちろんカメラを

持ってです。そこには、吉田拓郎の“祭りの後の寂しさは．．．”と言う歌がぴっ

たりくる様な、異次元の世界が待っていたのでした。路上で酒のビンを持って

倒れてる人、朝まで店で死んだような目つきで飲んでる人、店から帰っていく

バーで働く人、ふらふらとホテルに帰っていくカップル、なぜかスーツケースを

引きながら、ホテルに急ぐ正装した紳士。近未来の荒廃したごみが散らか

るＳＦ上の都市そのものです。いろんな人生を連想できる混沌とした世界で

す。大きな音にびくっとしてふりかえると、朝霧の中から、巨大ロボットのよう

な清掃車が現れます。物凄い勢いでビールビンやごみを吸い込んだり、回

収したり、まさに映画ターミネーターの世界に迷い込んだ感じです。その横

から一人の男が霧の中から現れてきます。僕はシャッターを切り続けます。

もし今度ニューオリンズに行くことがあれば、一日は早起きをして、夜明け

前後のこの街を観察してみることをお勧めします。ぜんぜん違った一面が

見れますよ。 

 

 フレンチクオーターの正常な夜の見所は“Preservation Hall”などです（写

真）。何年か前に行った時は中で写真も撮れ、誰もが想像するようなニュー

オリエンズのクラッシックなジャズが詰まっておりお勧めです。今回は撮影

禁止なので行かなかったですが、最近は並ばなくてもオンラインで予約も

取れます。また街外れのOld Absinthe Houseと言うアメリカで２番目に古い

建物のバーで飲む、店の名前の由来であるアブサンも趣がありお勧めで

す、緑色の強い酒です。この建物の上の方はカリブの海賊のジャン・ラ

フィットの海賊船の一部や装飾が使われているレストランがあり、普段は撮

影禁止ですが、特別に写真を撮らせてもらいました。雰囲気のいい店でし

た。また海賊ラフィットが見せかけの鍛冶屋を営んでいた1772年以前の

ニューオリンズ独特の民家を使った、ろうそくの明かりだけのバーもいいで

す。あと道端でギターを抱えて歌っている、アーティストたちもフォトジェ

ニックで、妙に惹かれる弾き語りとかあるんですよね。（フレンチクオーター

の治安はよく調べてから行動してください） 

 

 テキサス観光.com （www.texaskankou.com）でもっと写真が見れます。

またカヤックで、のんびりしたい人、今からは涼しくていい季節です。経験

不要。野外必殺調理人の石油業界T氏も腕を振るって待っています。アウ

トドアで食べる料理は格別です。drnedshimizu@aol.comまでどうぞ。 

があり（間違っていたらごめんなさい）、当時には

想像もつかないぐらいの発展ぶりです。現在、成

田直行便が毎日出ているほど日本との行き来が

旺盛であることに驚き、この著しい成長には目を

見張るものがあります。 

 今までは、北カリフォルニアを中心に仕事をして

おり、今回久々のヒューストンでの仕事にわくわく

しています。前回のヒューストン在住時の仕事内

容は会計税務関係ではなく、ほとんど日本とのつ

ながりはありませんでしたが、今回はより日系社会

に溶け込み、初心に帰ったつもりで、仕事に励ん

でいきたいと考えている所存です。 

 
３．その他、個人的な関心事（趣味等）について

お聞かせください。 

 オフタイムはひたすら教会・音楽活動に励んで

います。老人ホーム、病院、学校、被災地仮設住

宅、クリニック、サポートホームなどにギターを抱

えて走り回っています。好きなギターを弾き、仲間

や友人と歌い、そして皆様に喜んでもらえるのが

本当に幸せです。趣味は料理を作ることです。大

勢の友達や家族と一緒に食卓を囲こみ、手作り

の料理を食べてもらい、楽しく過ごすのが至福の

時です。たわいもないことばかりですが、楽しくお

しゃべりをし、一緒にテレビを見て週末を過ごして

います。水泳も大好きです。趣味と健康維持のた

めにも、何年もの間出勤前に近所のスポーツクラ

ブに通い、1マイル泳ぐことを日課にしていました

が、ここ長らくさぼっています。「このままではいか

ん」、自分に言い聞かせている毎日です。 

ニューオリンズ・ 

フレンチクオーター、 

祭りの後 

 

ヒューストンより約5時間 
www.texaskankou.com 

第22回 

 清水直樹（清水歯科医院） 

Dr. Ned Shimizuの 

Preservation Hall 
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日  時 ：  平成26年12月18日（木）11：30～12：45 
場  所 ：  住友商事社 会議室（10階） 

出席者 ：   名誉会員1名、理事委員17名、事務局長 

欠席者 ：  名誉会長、理事委員4名（第一副会長委任 4名） 

司  会  ：  金子公亮幹事 

 

１．商工会会長連絡 （及川毅第一副会長： 髙杉禎会長代理） 

①油価が短期間に急激に下がるという珍しい状況下にあり、ヒューストンとその

周辺地域の景気にも影響が及ぶと考えられる。短期間では回復しないことが

予想されるため、今後、会員の日系企業にも何らかの影響が懸念される。一

方、ガソリン代は安く、人材市場においては米国企業によるレイオフにより、か

つては手に入らなかった優れた人材を確保できるといった利点もある。今後の

動向に注目したい。 

②ヒューストンへの日系企業進出増加に伴い、国際線路線の新規開設・増設

が決定し利便性が大きく向上される予定。ANAは、United Airlinesとのジョイン

トベンチャーで2015年6月よりヒューストン-成田間の直行便就航を発表してお

り、これにより毎日2便の直行便が運行されることになる。 

２．総領事館連絡（岩田慎也領事） 

①この一年を振り返ると、日本とテキサス州の間で双方の要人の往来が非常に

活発であった年と言える。日本側からは、小野寺防衛大臣をはじめ 3 名の副大

臣や多数の国会議員が当地を訪問し、テキサス州側からはペリー州知事をは

じめ、ヒューストン、ダラス、フォートワース及びプレーノから各市長が訪日した。

これら要人の往来の際、関係企業の皆様には、ご支援、ご協力頂き感謝申し上

げる。 

② 12 月 4 日（木）に公邸で開催された天皇誕生日祝賀レセプションには、商工

会から役員及び特命理事をご招待し、総勢 140 名を超える参加者があった。来

賓の要人として、バートレット・タルサ市長、元阪神タイガース所属のバース・オク

ラホマ州上院議員にも参加頂いた。日本ブランド展示については、大阪ガス、ト

ヨタ自動車及びＪＲ東海に展示に協力して頂いた。この場を借りて各社のご協

力に感謝したい。 

③ 1 月 15 日（木）午後 6 時より、公邸にて新年祝賀会を開催する予定である。常

任委員の方には、招待状を送付済みであり、ご都合が付けば是非ご出席頂き

たい。 

３．2015年ジャパン・フェスティバル関連              

(鈴木一副会長) 

2015年4月18日（土）と19日（日）にハーマンパークにてフェスティバルが開催さ

れる予定。当会の主担当としての引継ぎを済ませ、各担当を決めて準備に

入っている。追って、会員企業の皆様にもボランティア要請の連絡をさせてい

ただくので、ご協力をお願いしたい。 

(加藤眞人他団体対応特命理事) 

日米協会は11月に、Justin Cooper氏を代表とするThe Japan Festival of Hou-
ston, Inc.という独立した非営利団体運営組織を州の承認を得て設立した。ま

た、プロのイベントコーディネーターのMelissa Krauser氏と契約し、4月のフェス

ティバル開催に向けて今後のスケジュールを作成中と聞いている。現在のとこ

ろ、打ち合わせについての連絡はまだ来ていないが、スケジュールが確定次

第、当会にも適宜ボランティアの依頼が入る予定。 

４．会計幹事報告 【承認事項】 （加藤信之会計幹事） 

＊Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｅｘｐｅｎｓｅ予算額増額の件 

2014年9月時点で入手していた事務局長のInsuranceの暫定見積（月額保険料

1,625ドル）に基づいて、当初予算を  25,000ドルとしていた。 しかし、11月に入

手した最終見積では月額保険料1,832ドルとなり、期初予算比2,500ドルの増

加となることが判明したため、修正予算として27,500ドルに増額することが承認

された。尚、この予算修正は、1月の常任委員会の追認事項とする。 

５．新規入会申請について 【承認事項】 （金子公亮幹事） 

全会一致で下記の正団体会員1社の新規入会が承認された。  

＊TMEIC Power Electronics Products Corporation 

６．委員会・部会関連事項 

①企画調査委員会 （黒川淳二企画調査委員長） 

＊為替講演会開催報告 

去る11月20日（木）にFour Houston Center Conference Roomで開催された 

為替講演会では、三菱東京UFJ銀行グローバルマーケットリサーチ為替

アナリストの石丸伸二氏に「ドル円・カナダドル相場の見通し」につい

て解説していただいた。16名が参加し、好評であった。 

＊「米国中間選挙と今後の米国政治の行方」講演会開催案内 

髙杉会長のお取り計らいにより、1月の講演会は下記の通り開催される。開催

案内は、事務局より配信済み。奮ってご参加いただきたい。  

日時： 2015年1月21日（水）午後2時15分（常任委員会終了後）～3時45分 

会場： United Way Community Resource Center オーディトリアム  

講師： 柳原恒彦氏（北米三菱商事上級副社長ワシントン事務所所長） 

②スポーツ委員会 （薙野太一副会長兼スポーツ委員長） 

＊2015年商工会ソフトボール関連 

昨年度、試験的にピクニックとソフトボール大会を別日に開催した結果、両イベ

ントとも円滑に行われたことから、今年度も同様に別日に開催することに決定。

試合会場の仮予約を済ませ、開催日は4月5日、メイクアップの日を5月10日と

する予定。詳細は、追ってご案内する。 

＊テキサス会ゴルフ関連 

第551回テキサス会ゴルフ「総領事杯」は、エネルギー部会（平田一成部会長）

が担当。総領事のご都合を確認し、2015年4～5月頃に開催する。年明けよりス

ケジュール調整に入る予定。関係者の皆様にはご協力をお願いしたい。 

７．事務局関連事項 （小林浩子事務局長） 

①常任委員会会場 

2015年1月度常任委員会 1月21日（水）13：00～ @United Way CRC                                        
2015年4月度常任委員会 4月15日（水）13：00～ @United Way CRC                                                          
2015 年8月度常任委員会 8月26日（水）13:00～  

                                         @ Asia Society Texas Center (交渉中) 

②商工会事務局／三水会センター及び補習校事務局閉所連絡 

商工会事務所閉所期間： 2014年12月27日（土）～2015年1月4日（日） 

三水会センター及び補習校事務局閉所期間： 2014年12月27日（土）～2015年

1月5日（月） 

③2014-2015年版会員名簿発送完了報告 

新年度の会員名簿が出来上がり、今週、各会員企業等へ発送済み。クリスマス

前に未着の場合、または修正が必要な場合は、事務局へその旨ご連絡いただ

きたい。  

④会員消息 

12月18日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員623名（正団体会員数

99社）、準会員32名。総会員数は、664名。詳細は、今月発行予定の新しい名

簿と別項「会員消息」欄参照。 

⑤ITサービスについて 

従来より三水会センターのネットワーク全体の保守・点検、あるいは抜本的な工

事をしていないため、IT関連のトラブルが多く発生している。会員増加に伴い

データのバックアップ体制の構築も不可欠となっているため、10月に業者から

見積りを取る一方で、今年度の関連予算に3000ドルを計上していた。三社によ

る見積りを検討した結果、来年1月よりそのうちの一社とITサービスの契約し、

サービスを開始する運びとなった。その経費は補習校と折半し、予算内で対応

できる範囲である。 

８．その他 

＊Holocaust Museum Houston のプレゼンテーションについて  

                                                                             （金子公亮幹事） 

1月21日開催の常任委員会終了後にHolocaust Museum Houstonの代表者に

より、4月に予定されているLBJ Moral Courage Awardの晩餐会についてプレゼ

ンテーションが行われる予定。 

★よろしく！～新規入会です 

●正団体会員入会 

・TMEIC Power Electronics Products Corporation 
 13131 West Little York Rd., Houston, TX 77041  加藤義人 

●正個人会員入会 

・Chubu Electric Power Company USA Inc.    村瀬幸祐/ 南 博 

■さようなら！～残念ながら退会です 

●正個人会員退会 

・INPEX CORPORATION     山田壮平  

●替わりました～メモのお願い 

●住所訂正 

・EOS Accountants LLP  

    （正）2800 Post Oak Blvd., Suite 4100, Houston, TX 77056 

 「マルディグラ(Mardi Gras)」というお祭りをご存知でしょ

うか。マルディグラは、キリスト教の謝肉祭の最終日を差

すフランス語で、英語のファット・チューズデー(Fat Tues-
day)を意味します。もともとは、フランス人植民者がアメリ

カに持ち込んだ慣習で、特にフランス植民地であったル

イジアナ州ニューオリンズで毎年開催されるマルディグラ

のパレードは、マルディグラ当日より2-3週間前から始ま

り、数多くの観光客が集う大きなお祭りとしてとても有名で

す。マルディグラの日程は、イースターに連動するため毎

年変わりますが、1月から3月頃に食料品スーパーでマル

ディグラの時期に食べる「キングケーキ(King cake)」という

紫、緑、黄の色鮮やかなケーキを見かけると、その季節

の到来に気付かされます。 
 マルディグラのパレードには、フロートと呼ばれる日本

のお祭りの山車のような乗り物が次々と登場します。フ

ロートに乗っている人たちは、ビーズの首飾り、プラスチッ

クのコインやカップや小さなおもちゃなどを投げてくれる

ので、フロートが近くに来ると、待っている人々が手をあ

げて「こちらに投げて!」とアピールし、それを獲得するとい

うのがマルディグラの楽しみです。 
 マルディグラについて色々検索していると、ニューオリ

ンズでは“Mystic Krewe of Barkus”という犬が主役のパ

レードがあることが分かりました。さらに調べていくと、

ニューオリンズまで出かけなくても、テキサスのガルベスト

ンでも、動物愛護団体ヒューメイン・ソサエティ(Humane 
Society)主催の“Krewe of Barkus & Meoux pet parade”と

いうペットのためのパレードが開催されることが分かりまし

た。ニューオリンズに2014年2月に出かけたときには、娘

が楽しめるように子供向けのパレードのスケジュールにあ

わせて旅行したため、犬のためのパレードを見ることはで

きませんでしたが、ヒューストンに戻ってから、ガルベスト

ンで開催されるパレードを見に出かけることにしました。 

 パレードの開始時間の11時

頃、パレードの会場となるガル

ベストンのSeawall Blvd.に到着すると、すでに多くの人と犬

が集まっていました。人ばかりか犬もマルディグラの衣装で

着飾っていて、パレードに参加している人たちだけではな

く、見物に来ている人たちもまたこの日を楽しみにしている

ことが伺えました。犬のパレードでも、やはりビーズのネック

レスを投げるのかしら、と眺めていると、フロートには乗って

いないものの、歩きながらビーズがたくさんぶら下がったワ

ゴンをひく人や、着飾った犬を連れて行進する人々が道の

真ん中を歩いてくるのが見えました。沿道にいた子供たち

は待ちきれないとばかりに近くへ飛んで行き、「こちらに

ビーズ投げて!」とアピールします。友達がパレードに登場し

たり、好みの犬種が登場すると、沿道から応援の声がかけ

られます。参加しているのが犬だけかと思えば猫も衣装を

着てワゴンに乗って静かに登場し、それに気付いた人が、

「猫もいるよ!」と声をあげていました。 
 通常のマルディグラのパレードは大きな音楽を流しながら

進むのに、ペット用のパレードは音楽がなく、その場にいる

犬にとっても穏やかに過ごせるよう配慮されていました。本

場ニューオリンズのフロートから投げられるビーズよりは、高

さも距離もないこのパレードの方が、万が一ビーズを取り損

ねて体に当たった場合でも痛みが少なく、子供や犬と一緒

に参加するには適しているように感じました。子供よりも大

きな声でビーズを欲しがっているお父さんお母さんの様子

は微笑ましく、また衣装を着て周りの人に可愛がられている

犬は愛らしく、とても楽しい時間が過ごせました。 
 2015年以降のマルディグラの日付は、ニューオリンズのマ

ルディグラのウェブサイトで確認することができます(http://
www.mardigrasneworleans.com/mgdates.html)。2015年 の

マルディグラは2月17日。ニューオリンズでも、ガルベストン

でも、2015年のマルディグラのイベントは1月31日にスタート

します。犬が参加できるパ

レードは、ニューオリンズで2
月8日、ガ ル ベ ストン で2月

15日に行われます。お出か

けの方は、パレードのスケ

ジュールとルートを確認し

て、見逃さないようにしてく

ださい!パレードが開催され

る場所の近くでは交通規制

がありますので、時間に余

裕を持ってお出かけになる

ことをお勧め致します! 

ダフル ヒューストン 

Vol.25 犬と楽しむマルディグラ 

ガルベストンのマ

ルディグラパレード

の見物客も参加者

も 紫、緑、黄 の 衣

装で着飾ります。 

 

ビーズを投げてと沿道で子供たち

が待っています。 

犬だけではなく、猫もパレードに参

加していました!  ガルベストンのペットのためのパレード 。 

会 員 消 息 

川原志津香 

家庭犬しつけインストラクター  

http://www.mardigrasneworleans.com/mgdates.html
http://www.mardigrasneworleans.com/mgdates.html
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 明けましておめでとうございます。商工会は、総会員数

665名、正会員会社数100団体となり、最多記録を更新中

です。それと共に、補習校に通学される児童・生徒の皆

さんも、今月だけで10名も増えるそうです。 
 さて、今月号の駐妻日記は、昨年5月にタ ルサから

ヒューストンにお越しになった方に寄稿頂きました。タル

サで、生活の不便さとお子さんの成長、自然とのふれあ

いを体験した後だけに、ヒューストンでは、車や人、物や

情報があふれた都会の環境にカルチャーショックを受け

たそうです。それでも、様々な人種の方がいて多様な言

語が飛び交う、多様性に溢れたヒューストンの環境を心

地良く感じておられるそうです。 
 また、補習校の縄手先生からは、国語教師としての体

験談をお寄せ頂きました。異国で生活する子供達にとっ

て、漢字の習得が簡単でないことは予想通りだそうで、一

人でも漢字に興味を持つ子が増えるようにと、授業を工

夫しておられるそうです。また、補習校が借用校舎である

ために、放課後の「指差し確認」や児童・生徒への注意も

気が抜けないそうです。先生の熱意とご苦労が偲ばれま

す。  
 なお、補習校では12月6日に、古今亭菊志ん師匠の落

語教室が開催されました。師匠の仕草の実演に、子供達

から感嘆のこもった笑い声が上がったそうです。 
 今年も「ガルフストリーム」を宜しくお願い申し上げます。  

（白木 秀明）  

  ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

その他 

新年明けましておめでとうございます。皆様にお

かれましては、お健やかに新しい年をお迎えのこ

ととお慶び申し上げます。 
昨年の当商工会を取り巻く環境は、更に大きな発展を遂げた一年

だったと思います。ヒューストンは経済成長率、人口/雇用者数伸長率、

失業率、住宅着工数等、ほぼ全ての指標において米国のトップラン

ナーとなっています。それだけに、熟練労働者の質・量の確保、教育問

題、医療体制、交通渋滞、等の課題・問題が顕在化しています。これら

の課題に対応するため、ヒューストン行政当局とGHP(現地企業を中心と

する経済連合会)が連携し、昨年新たに「HOUSTON, THE CITY WITH 
NO LIMITS」をスローガンに掲げ、精力的な取り組みを行っているところ

です。 
まさに活況を呈するヒューストンですが、特に過去2年間、当商工会加

盟企業の駐在員数及び加盟企業数は増加の一途をたどっています。総

会員数は、リーマンショック以降2012年まで400名前後で推移しました

が、2013年10月時点で520名、昨年末には665名（丁度100団体）と最多

記録を更新中です。 
シェール革命に沸くヒューストンが、日本企業にとって過去に例のない

大いなる事業チャンスをもたらしているものと思います。昨年10月初め

に、パーカー・ヒューストン市長とハービーGHP社長率いる訪日経済ミッ

ションが実施されたのも、日本企業への更なる期待が背景にありました。 
一方で、昨年10月以降の原油安状況は、エネルギーキャピタルであ

るヒューストンの経済に、少なからず影響を与えるのは間違いないと思わ

れます。但し、数々の既決投資案件の実行を含め、当地経済の基本的

な拡大路線に変化はないものと期待しています。 
当商工会と致しましても、益々増加する生徒に対応した日本語補習

校運営への支援、加盟企業の相互援助・親交の促進、更には当地他団

体との交流といった活動に引き続き努力する所存ですので、変わらぬご

支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 
今年の干支は未（羊）年。羊は、家族の安泰や平和をもたらす

縁起物と言われています。会員各社並びにご家族のご発展・ご健

勝を祈念し、年頭のご挨拶とさせて頂きます。  

ヒューストン日本商工会会長 髙杉 禎 

 謹んで新年のお喜びを申し上げます。 
 
 日本国総領事として当地に赴任して１

年余りとなりました。この間、皆様方の当

地でのご活躍を目の当たりにし、テキサス州及びヒューストン市が日米交

流において益々重要な位置を占めつつあることを実感しております。昨年

は、政治経済両面でテキサス州と日本との関係が深まりました。 
政治面では、二国間で要人の往来が活発化しました。テキサス側から

は、リック・ペリー州知事及びパーカー・ヒューストン市長の初訪日をはじめ

として、ローリングス・ダラス市長、プライス・フォートワース市長及びラロジリ

エール・プレーノ市長の訪日が実現しました。日本側からは、小野寺防衛

大臣、赤羽経産副大臣、野上国交副大臣、松島経産副大臣（肩書きは何

れも当時のもの）や多数の国会議員の訪問が相次ぎました。また、昨年３

月には、サンアントニオを選挙地盤とするホアキン・カストロ連邦下院議員

が中心になって米日コーカス（日本との友好議員連盟）が設立されました。 
 経済的には、特に以下の３つの分野で関係が深まった年でした。 
 １つはエネルギー分野での日系企業の活躍です。まず、日本のエネル

ギー問題の解決に貢献すると目されている米国産シェールガスの対日輸

出プロジェクト2件（キャメロンLNGとフリーポートLNG）の起工式が行われ

ました。また、石油化学プラント建設、シェールオイル・ガス開発参画、石

油化学品製造等の分野においても日系企業の活躍が目立ちました。 
次いで、日本のテクノロジーに注目が集まっていることを挙げたいと思い

ます。中でも、ヒューストン・ダラス間の高速鉄道プロジェクトについては、そ

の実現に向けて、昨年6月に環境影響評価が開始され、具体的な一歩を

歩み出しました。また、昨年3～5月にかけて若田宇宙飛行士が、国際宇

宙ステーション（ISS）においてアジア人としては初めてコマンダーの大役を

務めたことも特筆に値します。このISSへの補給活動においても、JAXAの

無人宇宙補給機のテクノロジーが大いに役立っています。 
最後に、全米の中心にあるテキサス州の地の利についても触れたいと

思います。本年4月、トヨタ自動車は北米拠点をダラス近郊のプレーノに移

転させることを発表し、大きなインパクトを与えましたが、この決定の一因と

なったのが、テキサス州の地の利にあったようです。ペリー州知事は、14年

間の知事としての職務は、同社のサンアントニオ市への誘致に始まり、今

回の北米拠点移転決定を以て終わったとのスピーチをさ

れていました。また、ヒューストンでも、商工会加盟の日系

企業が、その地の利を活かして製造業分野でも大いに活

躍されていることにも触れておきたいと思います。 
 今年は羊年であり、羊という漢字は、「立派である、豊か

である」という意味があります。本年も日本とテキサス州及

びヒューストン市との関係が、善きことの多い、実りある一

年となるよう総領事館も尽力していく所存です。 
 本年もどうぞ宜しくお願いいたします。 

平成27年正月吉日 

在ヒューストン日本国総領事 髙岡 望 

在ヒューストン日本国総領事 

 髙岡 望 

ペリー州知事(当時)と 

 

January 18  Chevron Houston Marathon 
@Downtown: Founded in 1995, the Chevron Hou-
ston Marathon's Run for a Reason charity program 
links thousands of runners with participating non-
profits and provides a platform for charities to raise 
awareness and funds as well as educate others 
about their cause. 
 http://www.chevronhoustonmarathon.com/ 
 
January 17 @ 12:00pm to 13:30 Annual Martin 
Luther King Jr. Parade@ Midtown in Houston 
Celebrating! its 20th Anniversary, the MLK 
Grande Parade is the third largest Parade in the 
U.S. behind The Rose Parade and The Macy’s Day 
Parade.  will view The Parade on TV. http://
www.mlkgrandeparade.org/grande_parade.html 
 
January 21-25 Houston Auto Show @ Reliant 
Center:  The 2015 Houston Auto Show is shifting 
into high gear with over half a million square feet 
of the latest vehicles from the world’s top au-
tomakers. For the past 30 years.   
http://www.houstonautoshow.com 
 
February 21-22  Lunar New Year @ Viet Hoa 
Center 8388 W. Sam Houston Parkway South  
Every year the Chinese Community Center hosts 
the premier event in Southwest Houston, the Lunar 
New Year Festival. The Lunar New Year Festival 

is a market place of family fun, Chinese cul-
tural awareness, community outreach, and 
business promotion.  
http://lunarnewyearhouston.com 
 
February 6-February 17  Mardi Gras @ 
Galveston: Twelve days of drunken beachy 
goodness. They’ll have events ranging from 
sporting events to parades to concerts to just 
general mayhem.   
http://www.mardigrasgalveston.com 
 
January 30-February 1 Cheer America 
National Championships @Reliant Energy 
Get ready for Texas' largest, most prestigious 
and independent National Championship in 
Texas! The 2015 Cheer Bowl & Freedom 
Dance Nationals! Admission $20, Children 5 
and under are Free.  
http://nrgpark.com/events/sports-events/cheer
-america-national-championships-3 

By 
Kumiko 

No.82 
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