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2019-2020年度 常任委員会・総会・懇親会 開催 

 ヒューストン日本商工会は令和元

年度（2019-2020）を迎えました。 
 10月度常任委員会・令和元年度年
次総会・懇親会が、アップタウンのホ

テルHilton Houston Post Oakで10月
25日（金）に開催されましたので、ご
報告致します。10月23日時点での正
団体会員数は113社、正個人会員数
は730名、名誉会長および名誉会員
は6名、準会員は45名、会員総数は
782名となっております。 
 午後5時からホテル1階のBLVD 
Ballroomで開催された常任委員会で
は、熱帯低気圧イメルダと日本の台

風15号・19号の被害、ヒューストンの経済状況、9月下旬のアボット知事
の訪日、補習校運動会と翌月の六者交流会・テキサス杯ゴルフ等の商

工会行事などの話題を含んだ丹羽商工会会長挨拶、引き続いて福島

総領事による総領事館連絡として、テキサス経済における日系企業の

存在感を高めたい事、アボット知事が訪日を通じて日本との経済・ビジ

ネス交流の大事さを語られていた事の紹介などがありました。また、幹

事報告、会計報告、日米協会GALA及び日本庭園清掃に関する報告
の後に、委員会・部会報告では「テキサス経済概況」の改訂と商工会の

ホームページへの掲載、また第565回のテキサス会「商工会会長杯」の
開催案内、日本語補習校の収支報告、ならびに商工会会員名簿改訂・

年間行事などの事務局連絡が行われました。会計報告の中では、商工

会の平成30年度決算の報告と承認、令和元年度予算案の承認が行わ
れ、新年度の始まりが確認されました。 

 休憩の後、6時より同会場で、正個人会員と準会員も参加されての年
次総会が行われました。丹羽商工会会長からはイメルダに加えて日本

での台風による災害、来年の大統領選

挙に向けた米国の政治、日本のラグ

ビーワールドカップとアストロズのワー

ルドシリーズ、日本商工会での新体制

スタートに関しての挨拶があり、続いて

福島総領事からは来年の大統領選挙

におけるテキサスの重要性、選挙制度

の変更も結果の不確実性を増す要因

になるであろう事などのご挨拶があり、

旧年度役員・特命理事・委員長・部会

長による平成30年度の年間活動報告、
令和元年度理事委員紹介と続き、常任

委員選任報告が行われました。 

 7時からの懇親会は、同会場で立食
の形式で行われました。幹事による開会の辞の後、丹羽商工会会長の3

度目の挨拶と福島総領事による乾杯の

音頭で始まり、ビュッフェスタイルの食事

とワインなどを楽しみながら、多くの参加

者が歓談されました。また、名刺の交換

も活発に行われるなど、商工会としての

親交を深められました。会の最後は、近

藤第一副会長の挨拶で締められ、新年

度最初の行事が滞りなく終了しました。 

 ヒューストン日本商工会の全ての会員

と配偶者の皆様、本年度もどうぞ宜しく

お願い致します。 

福島総領事 丹羽会長 

近藤第一副会長 
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 令和元年度（2019-2020） 10月度 商工会常任委員会・総会 議事録 

会員限定 
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駐妻のヒューストン日記 第182回 村田可奈 さん 

  元々転勤族ではなかったはずの我が
家、息子が中学生になる2015年4月に
滋賀県へ、息子中3、娘小6途中の2017
年7月からヒューストンで初めての海外
生活がスタートしました。 

  夫の転勤に伴い家族の渡米を決定す
るまでの間、一番気になったのは、日

本の休日は家族で登山・キャンプと日

本国内旅行のみで、海外旅行に行ったことすらなく、英語は日本の学

校の中でしか知らない、もうすぐ高校生、中学生となる子供達のこと。い

くら調べてもマイナスな意見しか見つからず、本来なら一緒に行くべき

ではないかな？と悩みましたが、心配の元だった子供達は、息子

「MLBを見たいから行く云々」、娘「ディズニー行きたい云々」とこれは
少しいかがなものかという動機でしたが、数回家族会議を行なうも毎回

前向きな回答で、色々と考えた末に、子供達の適応力の高さを信じよ

う、学生の間は家族揃って暮らしたいとの想いも後押しとなりヒュースト

ンへの同行を決定し、今に至ります。 

  海外ド素人家族のその後は、渡米前の悩みは何だったのかと思うほ

ど、子供達は良い友達に恵まれ毎日楽しく現地校と補習校に通ってい

ます。英語の出来ない私に代わって、通訳になってくれたら…と思って
いましたが何とかクリアしており頼もしい限りです。息子は現地High 
schoolで体格差にも負けず野球でピッチャーにチャレンジ、トライアウト
も合格、日本ではバドミントン部に入りたいと言っていた娘が体育でバ

レーボールをとり、試合まで経験出来たのは喜ばしいことです。もし日

本の中高生であったら移動も自分達でするでしょうし、放課後にマック

やカラオケに寄り道していたと思いますが、こちらでは親が送迎して

モールで映画鑑賞、公園でバスケやサッカーで遊ぶと少し幼いし哀し

い気もしますが、家族の距離が近いため思春期の子供がいる我が家に

は良かったのかもしれません。日本にいたら行く機会は無かっただろう

アメリカ国内各地への旅行、どこへ行くのも一緒なのでその間にたわい

もない話が出来ること。よく絆が深まると聞きますが、その通りだと思い 

ます。 

  商工会ソフトボールではJAXAダイナボアーズに所属しています。当
初は日本の中学校のソフトボール部に所属していた経験者の息子だ

けが参加の予定が、ひょんなことから娘もメンバーとなり家族総出で参

戦しています。(主人はシニア枠参戦ですが経験なし、運動オンチの私

は応援のみですが…)準優勝、優勝と強いチームですが、練習は和気

あいあいと、練習試合には負けるも本番は勝負強く、年齢層も会社も

様々な皆さんとご一緒出来るのはとても楽しいひとときです。本帰国さ

れた大先輩が「家族が同じチームで戦えるのは日本にはない環境。良

い経験が出来た」とお話していました。正にそれ

を実感しています。 

  ヒューストンに来て間もなく、三年目が一番楽

しいと聞きました。まだ右も左も分からぬ頃、そ

んな日が果たして来るのかと思っていましたが、

今年がその年。色々な方々に感謝しつつ、期

間限定のこの生活を楽しみたいと思っていま

す。 

2019-2020年度 10月度 常任委員会・総会・懇親会写真 

アラスカ鉄道で行く夏のアラスカ  
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駐車の際の留意事項  
（ａ）駐車場や自宅のガレージは、一番犯罪の起こりやすいところです。自 

     宅のガレージは常に整頓し、賊が潜むような死角を作らないようにし  

     ましょう。また、自宅外で駐車する場合は、柱の陰、バンタイプの車の   

     隣、外見上手入れの悪い車の隣は避けるようにし、人目の多いところ  

     に駐車しましょう。 

（ｂ）ほんの1、2分でも車を離れる場合はカギを抜き，施錠するよう心掛け 

     て下さい。また、車にはできるだけ警報装置を備え付けましょう。車の 

     盗難防止には、ハンドルを固定する補助錠の使用も有効です。 

（ｃ）貴重品やカバン、コンピューター等は、車の中、特に外から見える場 

     所には絶対に放置しないように心掛けて下さい。やむを得ず、車内に 

     荷物を放置する際には、荷物をトランクにしまう等外から見えない位置 

     に収納するようにしましょう。 

（ｄ）車に乗るときは、周囲に人が潜んでいないか十分気を付け、車内の安 

     全 を 確 か め た ら す ぐ 車 内 に 入 り 、 ド ア を ロ ッ ク し ま し ょ う 。  
 
警察に呼び止められる等の状況が発生した場合 
1.運転中等に呼び止められた場合  
（ａ）パトカーが後方からライトを点滅して近づいてきたときは、路肩に車両 

     を寄せて停車し、車内でそのまま警察官が来るのを待ちます（警察官 

     は、まず、車のナンバー等について警察署に報告等を行ってから出て 

     くるため、数分から10分程度待つことがあります。）。自ら車外に出て近 

     づけば、抵抗するものと誤解され銃を向けられることもあります。  
（ｂ）武器を所持していると誤解されないよう、両手はハンドルに置いたまま 

     にし、勝手にダッシュボードやカバンを開けたりしないようにしてくださ 

     い。  
（ｃ）警察官の指示に従い、質問に対して協力的に応対してください。  
 

2.逮捕・連行されてしまった場合 
（ａ）警察官はあなたが関与したと思われる事件に関する質問をする前に、 

     あなたの権利（Miranda Right）を告げます。警察官による英語の説明 

     がよ く理 解で き ない場 合は 、日本 語の 通 訳を要 請でき ます 。 
（ｂ）調査のため所持品を没収された場合は，必ず控えを受け取ってくださ 

     い。  
（ｃ）親類や弁護士等への電話は一度だけ許可されますので、親類等に自 

     分の置かれている状況を連絡してください。  
 困った時は、下記までご連絡下さい。 
 在ヒューストン日本国総領事館 領事班  電話:713-652-2977（代表）  
＜ヒューストン日本国総領事館安全情報より抜粋＞ 
 

自動車事故発生時の留意事項 
1.落ち着いて、次の点を確認する。 
（ａ）事故の状況・被害の程度（物損、怪我の度合い、同乗者） 
（ｂ）相手や周囲の状況（二次災害を防ぐために、必要に応じて安全な所 

     へ移動） 
（ｃ）事故発生場所・日時 
 

2.警察への連絡Call 911 （必要に応じて救急車の出動も依頼） 
   警察官の到着を待つ間に、下記の点を確認しておくとよい。 
（ａ）相手側の身元（氏名、住所、電話番号、メールアドレス）、自動車保険 

ヒューストンで 

安全に暮らすコツ－車編－ 

     （会社名、連絡先）、車種やナンバープレート 
（ｂ）目撃者等の連絡先 

※電話番号等を聞いておくと、後に事故発生状況の証言者としてサ     

    ポートいただける。 
（ｃ）状況を写真に撮っておく。 

警察官が現場に到着したら、Police Report（事故報告書）を作成しても 

らう。 
※報告書のクレームナンバーがないと後に保険会社に提出する現場検      

   証等書類が入手困難 
※警官の氏名も控えておく。 

 

3.自動車保険会社に事故が起きた旨を連絡する。 
※私用車に破損があった場合は、事故の状況により後日、相手方の保 

険または自身の保険を使用するかが決定される。 
 

4.怪我がない場合でも、病院で検査を受けることが好ましい。 
※むちうちなど、事故直後は自覚がなくても時間が経ってから痛みなど 

の症状が出る場合もあるため。警察や保険会社への人身事故の届 

出、報告手続にも、医師による診断書が必要。 
なお、車中には必ず自動車の保険証を常備しておきましょう。失効日を

確認し、失効する前にかならず更新し、手抜かりのないようにしたいもので

す。車の登録証は車が盗難された場合に備えて別途（自宅等で）保管し

ます。 
 
交通違反のチケット 
 駐車違反の場合は、車のフロントガラスに置かれたチケットに記載された

罰金額のチェックを郵送するか、クレジットカードで支払います。 
 警察官によってMoving Violation（走行中の交通違反）として止められた

場合、その場でチケットを切られます。違反に納得できない場合でもチ

ケットに署名し、警察官に直接反論しないこと。 

  後日、所轄の裁判所から裁判を希望するか、違反を認め罰金を支払う

かを問う手紙が届きます。届かない場合でも、裁判所のウェブサイトで自

分の違反のケースを検索し、罰金を払うか裁判所に出廷するかを選択し

ます。違反チケットに記されている日付までにこれらのアクションを自ら起

こさないと、強制的に出廷し、当初の罰金額より多額の罰金を支払う羽目

になることもありますので注意が必要です。 
 
Defensive Driving Courseを受講する選択肢を検討する 
 交通違反チケットを切られた場合に、Defensive Driving Courseを民間自

動車学校で講習を受けることにより、違反の記録を取り消してもらったり、

保険料の増額を防ぐことができる場合もあります。一度事故違反を犯して

しまうと、マイナーチケットに関しては１ポイントずつ加点されてしまいま

す。交通違反は2点、事故において衝突に至った場合の違反は3点です。

それを避けるためのシステムとして、軽度の交通違反の場合には

Defensive Driving Courseに行き、講習を受けるという選択肢につき検討

することをお勧めします。 
 

1.まずは裁判所  
 裁判所に出向くときに、Defensive Driving Courseを受けるかどうか（状況

を判断し）を決めておきます。裁判所で罰金を払う、または郵送で払う場

合に、Defensive Driving Courseを受けることを選択した場合、手続き料

$39が加算され、罰金額とともに徴収されます。 
 

2.Defensive Driving Courseにて  
 裁判所で支払いをした際にDefensive Driving Courseリストがもらえるの

で、それを元に連絡をし、スケジュール、料金の問い合わせをします。

（Course Feeは学校によって様々なので、いくつか電話してみるといいしょ

う。）スケジュール、料金確認後、予約を取ります。最近は、Online Service
でDefensive Driving Courseの講座を受講することも可能です。 
 

3.最後のステップ  
 Defensive Driving Courseで発行されたCertificateを裁判所に提出しま

す。直接、裁判所に出向いて提出する方法と、Certified Mail（書留）で郵

送する方法があります。Certificateを提出し、すべての作業が終了します。 

  アメリカではごく一部の大都市を除いて公共機関が発達しておらず、

車での移動が当たり前です。特にヒューストンは車社会で、最近ますま

す渋滞がひどくなってきている状況ですので、今回このような特集をガ

ルフで組んでみました。いつ起きるとも分からない事故に備えて、準備

しておきましょう。 
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TX州では飲酒運転は交通違反でなく犯罪 
  飲酒や薬物影響下での運転（DUI: Driving Under Influence）は交通違
反ではなく刑法違反に当たります。DUIの疑いがあると警察官に判断され
た場合は、現場で呼気テストなどを受けます。血中アルコール濃度が一

定以上検出されれば飲酒運転（DWI: Driving While Intoxicated）となり、
現行犯逮捕され、拘置所へと連行されます。通常DUIでは保釈金を払え
ば、その日か翌日には拘置所を出ることができます。 
 

  裁判では最初の出廷後、60日以内に罪状が確定します。有罪判決が下
された場合、罰金と社会奉仕活動が科せられたり、90日間から1年間の免
許停止になることもあります。DUI/DWI Classに1年間通わなければならな
い場合もあります。飲酒運転で有罪判決を受けた場合、ドライバーは3年
間、毎年1000ドルの追加料金を支払わなければなりません。その後の有
罪判決には1500ドルの追加料金が必要となります。有効な保険に入って
いない運転や無効な免許での運転で有罪となった人は、年間250ドルの3
年間のサーチャージにつながります。 
 

  裁判は手続きが複雑で専門用語も多いため、弁護士に依頼するのが無

難でしょう。有罪判決が下された場合、罰金のみならず、裁判費用、手続

料などが発生し、軽犯罪としての記録が永久に残ります。さらに、飲酒運

転で何度も捕まった場合には、重犯罪扱いになり、保険料も大幅に上が

ることも頭に入れておきましょう。 
 

  違反は通常、スピード違反と信号無視が1ポイントで、飲酒運転や当て
逃げは2ポイント以上。小さな違反の場合、DMVで課せられたポイントは3
年間で消え、8時間の講習受講やオンラインのDefensive Driving Course
で合格すれば、ポイントはゼロに戻されます（ただし、12ヵ月に1度のみ）。 
  

  12ヵ月間に4つの交通違反、24ヵ月間に7つの交通違反で有罪判決を受
ければ、免許停止処分を受けることになります。テキサス州の運転者責任

法によると、3年間に6ポイント以上加算すると、運転者はサーチャージを
支払わなければなりません。運転手が支払わなければならない金額は、

累積されたポイントの数と

ともに増加します。そして、

ポイントが増える＝悪質ド

ライバーとなり、保険料も

高くなってしまいます。保

険料への影響は、保険会

社にもよって異なります

が、小さな違反は3年間、
飲酒運転は7年間継続す
る場合もあります。 

 

  掲載した内容は正確性に努めてはいますが、内容によって読者に何らかの損害が

生じた場合にも、一切の責任を負うものではありません。なお、本記事は改訂される

可能性がある内容を含んでいるため、最新情報については各自でご確認下さい。   

4.駐車場で車をぶつけられた  

 駐車場でお互いの車を

バックする時に当てられた。

先方の車は大きくてびくとも

しなかったが、自分の車は

明らかにへこんでしまった。 

 慌てて警察（911）に電話
をしたら、駐車場はPrivate 
Propertyだから自分たちで解
決せよとのこと。相手はすっ

とぼけて私のせいにしてい

るが、英語で言い返せなく

て悔しい思いをした。保険

のことなど交渉するのは厳

しかったので、英語ができる

友達に電話で対応しても

らった。 

 

   

3.故障したブレーキライトのまま運転すると違法 

 ブレーキライト（Taillight）が故障したまま運転していると、交通違反で警
官に止められると運転免許受験のときに習ったような気もするが…。とに

かく運転している本人は車の後ろにあるライトがついているかどうかなん

て見えないのに、随分厳しいルールじゃないか。 

 でも、なんと一日のうちに2回も通りがかりの人たちが“Your tail light is 
broken! Be careful. You are going to get a ticket.”と無知な私に教えてく
れたのだ。親切で助け合いのスピリットを持つヒューストン市民に感謝。 

 

   

   

 

こんな場面に遭遇！ あなたならどうする？ 

1.車上荒らしに遭いPCを盗まれた 
  ヒューストン市内のレストランでランチをしたあと車に戻ったら、なんと後

部席の窓がバリバリに割られていて唖然としてしまった。咄嗟に車の中を

調べると、PCが入ったトートバッグだけが盗まれてた。 

アルマ次郎  

   

出典: TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION  

2.車中でアルコールを飲んではダメ？！  

 暑い夏に出かけた際に、奥さんに運転を任せてビールを飲みながらご

機嫌で帰宅した。自分では飲酒運転をしないで安全を心掛けたつもり

が、同僚からそれは二度とやるなと注意された。これって違法だったの？  

   
   

  同様の被害に遭ったことのある地元の人々によると、犯人

はPC探知機を使ってPCやデバイスのみを狙ってるよう。盗
んだものは即座に質屋(Pawn Shop)に入れて現金化するそう
だ。 

 治安が悪い地域ではないから、外から見えないから、と油

断して車内にPC等を置きっぱなしにするのは危険！です。
ちなみに警察に電話しても何も助けてくれませんよ。  

  車内で外から見えるように堂々とビールを飲んだら捕まる

よ。テキサスのOpen Container Lawでは、たとえ運転手でな
くても同乗者が公道で乗車中（運転中、一時停止中、駐車

中いつでも）に、栓の開いたアルコールの容器を持っていれ

ば違法で捕まるんだよ。ピクニックやソフトボール大会の帰り

にはご注意あれ！ 

  それは確かに違法でチケットもらいますよ。善良な市民は

たくさんいるけど、最近は、運転中に隣の車線の車から「ア

ンタの車のブレーキライトが壊れている」とか「タイヤがパン

クしてんじゃないの？」とか悪意を持って声を掛けてくる悪

い市民もいるから気を付けて。慌てて車を確認しようと最寄

りの駐車場に車を止めたら、強盗に遭ったケースもある。も

し車を止めるなら、後をつけられていないか確認しつつ、人

目につく所に行くこと。 

  人身事故や大きな事故でない限り、普通は警察は公道

で事故ったときにしか助けに来てくれないからね。お店の

駐車場や私道は基本管轄外。それに911は生死にかかわ
るEmergencyの時に使う番号。とりあえず911に電話しても
よいけど、Non-Emergencyの場合は、Houston Police De-
partmentは市の管轄内であれば713-884-3131に電話する
のだよ。相手と自分の車、そして保険証券と身分証明書も

写真をしっかり撮って、あとは保険会社に対応してもらうの

がベストかな。  
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 今年度、茶道教室を体験

した子供達の感想文には、

「ずっと楽しみにしていた」

「私が知らなかったことを沢

山教えてくれた」「浴衣を初

めて着た」「お茶を点ててい

る時の水の音がいい」「お茶

はよいかおりだった」「もっと

茶道のルールなど日本の文

化を知りたい」「ぼくが長い

歴史の中に立っている気持

ちになった」などの言葉が

並んでいました。これらの感

想からも、6年生の子供たちにとって、茶道教室は、本やビデオでは絶対

に経験できない特別な体験学習であることが分かるでしょう。 

その担い手であるショーイングジャパン（SJ）は、平成元年（1989年）に

補習校保護者の方々が中心となって、活動が開始されたと伺っておりま

す。主に現地の人たちに日本を紹介する団体として活動されてきました。

そして平成8年（1997年）、補習校で初めて茶道教室が行われました。当

時の担任、仲本達子先生と土本さゆり先生のお話によると、「歴史の学習

として、日本の優れた伝統文化である『茶道』を日本人の子供達にも体験

させたい。」とSJの方にお願いしたところ、快く引き受けてくださったとのこ

とでした。当時は浴衣を着用することはなく、足袋の代わりに白い靴下を

持ってくることだけが決められていたそうです。それ以来、毎年小学部6年

生の行事として開催されるようになりました。 

今年度の茶道教室は、令和元年9月21日に行われました。第22回目、

42名の子供達、今年度着任された井手登士昭学校長、3名の担任を含め

小学部６年生茶道教室 
～平成から令和へ 22年間の歴史～ 

計46名が参加いたしました。6年生が昼食をとっている間に、保護者の

方々が机、椅子を動かし、教室が畳敷きの茶室に早変わり。床の間に見

立てた衝立の前には、季節にちなんだ掛け軸と、お花が飾られていまし

た。色とりどりの和服姿で準備をされるSJの皆さまの一挙一動が、更に花

を添えてくださいます。SJのボランティアの中には、茶道教室を体験した

高校生やお子さん、卒業後もお手伝いしてくださる元保護者、元補習校

教員の方もいらっしゃいました。 

SJの方が茶道の歴史や作法などを説明してくださり、その後グループ

ごとに茶道体験に入りました。静かな会場の中、ゆっくりとした時間の中

で、お点前を楽しむのです。亭主がお茶を点てている間、子供達のワクワ

クした顔が、緊張した顔に変わっていくのがわかりました。初めてのことで

戸惑っているものの、横から助け舟を出して下さるボランティアの方々が

いらっしゃるので安心です。総礼をして体験が終わると、子供達は満足し

たような笑顔になりました。その時こそが、体験の素晴らしさを感じる瞬間

なのです。 

22年間というこれほど長い

間、茶道教室が続いていると

いうことは、驚くほかありませ

ん。現在の代表者である岩﨑

様は、2014年から毎年、中心

となって活動してくださってい

ます。歴代のSJ代表者の皆様

とボランティアの皆様へ、心よ

り感謝の気持ちをお伝えした

いと思います。今年も日本の

優れた伝統文化を体験する機

会を子供達に与えてくださり、

本当にありがとうございまし

た。 

 

（文責: ヒューストン日本語補習校小学部6年担任 岡崎 尚子） 

 令和元年10月19日、数日前までは肌寒い天気が続いたヒューストンでしたが、当日

は見事な秋晴れとなり、第43回ヒューストン日本語補習校大運動会が開催されました。 

 福島総領事をはじめ来賓の方々、父兄の皆様が見守る中、大玉送りを皮切りに紅組

対白組の“本気”の戦いが始まりました。応援ダンスでは友情出演の雷太鼓のYasuo 
Pack（国吉康雄)さんの力強い和太鼓のリズムに合わせ、中高等部の生徒達が練習の

成果を見せてくれました。個人競技では歯を食いしばっての真剣勝負。一方、パプリカ

ダンスや台風の目の競技では、親子で見せる笑顔がとても眩しかったです。結果は465
対454で、白組の逆転勝利。校長先生が講評でお話しされていましたように、全力を出

し切って、最後には相手を称え合う事が出来た素晴らしい運動会となりました。 

 この運動会を支えてくださった皆様、心より御礼申し上げます。  

(補習校運営委員会) 
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A.  一番の喜びは子どもたちの笑顔です。なにげない教師

の一言で、「先生、今わかった。」と思考の結び目がほどけ

た瞬間。準備してきた活動を、「もっとやりたい！」と話す

顔。そこには、学びの喜びを満面に浮かべた子供たちの笑

顔があります。その笑顔を目にする度に、確かなやりがいを

感じています。  
 

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. どの子にとっても、「今日来てよかった」と思える授業を

展開するにはどうしたら良いか、もっとより良い働きかけはな

いか、と際限なく求めてしまいます。正解のない仕事だけに

目下模索中です。  
 

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. 補習校の教員は土曜の一日で済むような容易い勤務

ではありません。学級全体の概況をはかり、創意工夫が常

に求められる仕事です。子どもと接するのが好き、発案する

のが好き、何よりも学ぶことが好きな方、成長していく子供

たちのキラキラした姿を応援してみませんか。  

のメンバーの方々から写真撮影の依頼が殺

到しました（笑）。このように、ヒューストンの

方々に日本のことを知って頂く機会を提供

できるのも、桜コーラスの活動の醍醐味の1
つだと感じています。 
 ハーモニーが綺麗に重なった瞬間、また

聴いている方々にそれが届いた瞬間は一

度味わったらやみつきです。あなたもぜひ一緒に活動してみませんか？前

述した通り次回の本番に向けて練習中ですが、音源・楽譜の用意はありま

すのでお気軽に見学にいらして下さい。「歌いたい」「音楽をやりたい」という

気持ちだけ持ってきて頂ければ十分です。また、現在グループのピアノ伴

奏をして頂ける方も絶賛募集中です。興味のある方は、下記連絡先にてご

連絡をお待ちしています。 
 

練習場所： Ecclesia on the west side church 
             （325 N. Piney Point Rd. Houston TX 77024） 
練習時間： 月3回、木曜日（10am~12:15pm） 
連絡先： japanesechorus@gmail.com 
ウェブサイト： http://japanesechorus.blogspot.com/p/home.html 
Facebook： Houston Japanese Ladies’ Chorus “Sakura” 
 

（文責： ガルフストリーム編集委員・桜コーラスメンバー 五十木希実） 

Q. 補習校に勤められたきっかけは何ですか？ 

A. 補習校運動会のボランティアを通して教員の夢が再

燃しました。現地校の学習を我が子だけで乗り越えてい

く様を見て、自分も誠心誠意励む時間を持ちたいと思っ

た矢先に現職の先生からお誘いをいただき志望しまし

た。  
 

Q. どのような教員を目指していますか？ 

A. 日本語が母国語の子、あるいは母語の子ら、補習

校は様々なバックグラウンドを持つ子たちが通学してい

ます。日本語力も一人ひとり違いますが、その子だけの

個性や良さを認めて伸ばし、子供たちが自信を持って

「次の学年もがんばるぞ」と思えるサポートをしたいと思

います。  
 

Q. 現在何を教えていらっしゃいますか？ 

A. 小学2年生の国語と算数、合科とよばれる複合科で

音楽や体育指導、季節折々の工作や日本の伝統行事

を教えています。  
 

Q. 補習校勤務を始めて、期待通りだったことと意外

だったことは何ですか？ 

A.  期待以上だったことは、保護者様がお子様の日本

語学習に対して真摯に取り組んでくださることです。学

級活動にも進んで協力いただき、温かいご厚意に深く

感謝しています。意外だったことは教職員の仕事量で

す。放課後は様々な会議、平日は教材研究に追われ、

行事が近付けば全員で準備にあたる姿に、ひそかに感

動しながら私自身も奮起しています。   
 

Q. 補習校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。 

 私たち「Houston Japanese Ladies’ Choir SAKURA」は、ヒューストンで活

動している日本人女声コーラスグループです。ヒューストン・グランド・オペ

ラで音楽スタッフとして勤めていらっしゃる戸田光彦先生のご指導のもと、

日々練習に励んでいます。メンバーそれぞれバックグラウンドは違えど、

「音楽」という共通の趣味を通じて、とても楽しく活動しています。グループ

の主な活動は、年間を通して春には教会でのコンサート、またはナーシン

グホームでの演奏、クリスマスの時期には主にナーシングホームでの演奏

と2度の本番を軸に、不定期に企業や各団体のイベント等で歌わせて頂く

こともあります。 
 普段は和気あいあいとした雰

囲気の桜コーラスですが、練習

ではみんな真剣そのもの。みん

な、入った当初は大きな声を出

すのが恥ずかしかったはずな

のに、だんだん慣れてくるうち

に気にすることもなくなり、むし

ろ歌うことがいいストレス発散になっています。最近では戸田先生からご提

供頂く楽曲もレベルアップ！現在は、クリスマスで歌う楽曲に加え、来年春

の本番に向けてドイツやインドなど様々な国の曲を猛特訓中です。慣れな

い言語に四苦八苦していますが、メンバー一丸となって頑張っています。 
活動の中ではヒューストンの方々に日本のことを少しでも知ってもらえる

よう工夫しています。例えば、日本の楽曲を披露する時はただ演奏するだ

けでなく、時には歌詞の英訳を添えた日本の風景のスライドを流すなど、

歌詞の意味やイメージをより伝えられるようにしています。また昨年末に

は、130人 以 上 の 人 種 や 国 籍 を 超 え た メ ン バ ー で 活 動 し て い る

International Voices Houstonのコンサートに浴衣で出演させて頂きました。

やはり浴衣姿は珍しいらしく、本番の後にはInternational Voices Houston

詳しくはヒューストン 

日本語補習校公式サイトまで
www.jeihouston.org  

 芦田 友紀先生 

      勤務年数： 3年目 

      ビザの種類： E2 

教員募集中 

A ＋ Q 

ヒューストン 

日本語補習校 

ヒューストン 
コーラスグループ 

練習風景 

昨年のナーシングホームでのクリスマス演奏会にて 

mailto:japanesechorus@gmail.com
http://japanesechorus.blogspot.com/p/home.html
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 前回の小島華林先生から歯科口腔外科がご専門の古舘健先生にバトンが移りました。   

第181回 

健康と唾液の関係  
口腔外科医（歯科医師）/MDアンダーソンがんセンター博士研究員                  

古舘 健  

■唾液と健康には、どんな関係が？！ 
唾液は「今のあなた」を映す鏡です。血液からつくられる唾液をチェックす

ると、全身の状態を知ることができます。例えば、唾液の中に糖が多いと、

糖尿病が疑われます。高い血糖値が続くと、唾液も減少します。また、唾

液の中にたんぱく質を分解してできる尿素が多いのは、腎臓の具合が悪

いのかもしれません。黄疸を引き起こすビリルビンが多いなら、肝臓の病気

かもしません。このように、唾液は、糖尿病、腎臓や肝臓の具合など全身の

状態を表しているといえるのです。 
 
■唾液が少なくなると、どんなリスクが？ 
唾液の減少が引き起こす3つのリスクがあります。 
 

リスク1 むし歯だらけになる  
まず、唾液が少なくなると、むし歯になりやすくなります。歯を守る力が弱

まってしまうからです。  
 

リスク2 口臭がきつくなる  
舌の凹凸部分につく汚れのことを、舌苔（ぜったい）といいます。唾液が

減ると、舌苔がたまりやすくなり、ガスが発生します。 
 

リスク3 窒息や肺炎の危険性が高まる  
間違って気管に食べもの飲みものが入ってしまう「誤えん」による肺炎も

合わせると、日本では、年間約13万人が肺炎によって亡くなっています。

ご高齢になって、喉の感覚が弱まる（反射が衰える）と、気管に飲食物が

入っても、むせが出なかったり、出にくくなったりする危険性があります。も

し抗菌機能のある唾液が減少していると口の中で細菌が増えてしまいま

す。すると、誤えんによる肺炎になりやすく、さらに肺炎を悪化させてしまう

リスクが高まるのです。唾液の減少は、むし歯や口臭だけではなくダイレク

トに命の危険に関係してくる問題でもあるのです。 
 
■年をとっても唾液を多く出すことはできる？ 
歳をとっても、よく噛むなどして刺激を与えている時に出る唾液の分泌量

は、若い時とそんなに変わりません。歳だからと諦めないで、口を動かすよ

うにしてみてください。唾液にはアンチエイジングに関わる若返りホルモン

や成長因子が含まれている、とも言われています。唾液腺を刺激するに

は、ガムを嚙むのが効果的です。唾液をつくる唾液線を刺激することが

できるからです。入れ歯の方も、最近は、歯につきにくいガムもあります。

ただ、噛みすぎると、悪影響も出るので、1回に5分程度がおススメです。 
 
■唾液アップのおすすめエクササイズは？ 
大唾液腺クルクルマッサージ  
食事の前に、唾液をつくる大唾液腺を刺激します。両耳の前と両顎の

下に唾液をつくる組織があります。それが唾液腺です。そこを皮ふの上

からマッサージするように、優しくクルクルと指を動かします。 
① 耳の前をクルクル 
② 頰の下辺りをクルクル 
③ 顎の下のラインに沿ってクルクル。  

何かを食べる前に1セットおこなう習慣をつけてみてください。食事の前

に消化や飲食を助ける唾液を増やすことで、より美味しく食べることもで

きるようになります。「大唾液腺クルクルマッサージ」は、後ろから前に、手

指を動かすのが大切です。あくまでもゆっくり優しく動かしましょう。 
 
その他の簡単な方法 
大切な人をイメージして「ありがとう」と声に出してみてください。また、

「あ・り・が・と・う」「あ・い・し・て・る」と、はっきりと大きな口で発音します。

口を動かすと、動かしていない時の約10～20倍の唾液が出ます。また、

口を大きく開けて、はっきりと発音すると、表情筋を動かすエクササイズ

にもつながります。口は「あ」と「え」のときに大きく開かれ、「い」のときに口

角が横に大きく引かれます。「う」のときにすぼめられ、「お」のときに軽く

開かれます。口の動きを意識すると、効果的です。照れくさければ、例え

ば、「ア・イ・ス」「パ・イ・プ」「ラ・イ・ス」などでもいいですが、気持ちを込め

やすい「ありがとう」は、唾液を増やすためのオススメの言葉です。 
口を動かさなくても、気心がしれた相手なら自分の気持ちを察してくれ

ることもあるでしょう。またスマホやメールを使えば、口を動かさなくても、

自分の思いを伝えることができます。でも、口を意識的に動かすと、唾液

が増えるのです。大切な人を思ってあたたかい気持ちになれば、心が落

ち着いて、さらに口が潤います。 
  
生まれる前、私たちは羊水の中にいました。私たちは潤いにずっと守ら

れてきたのです。それなのに、口の中を乾燥させてしまってはいないで

しょうか。喫煙、アルコール、長時間労働、ストレス―あなたは口を酷使し

ていないでしょうか。残念ながら、わたしたちを取り巻く環境は、ますます

口の乾きを促進するようになっています。唾液を増やして、口内をきれい

に保つことが、自分を大事にする第一歩です。これを読んで実行するこ

とで、おいしいものを食べ、大きく口を開けて笑っていただけたら、と思い

ます。 

 
次回は血液内科がご専門の佐々木裕哉先生です。最初にお

会いしたのは、渡米前の授賞式でした。お互いの状況や目標を

語り合いました。それから、同じラボの仲間としてゲノム研究を行う

ようになり、広い視野と豊富な経験からのアドバイスやフォローに

いつも助けられています。佐々木先生は、さま

ざまなプロジェクトや実験に積極的に挑戦され

ながら、後進の育成のためにもご活動され、そ

の姿にいつも刺激をいただいています。  
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― 読み聞かせの会 ― 

 絵本の読み聞かせについて、皆さんからいろいろなご質問をいただきま

す。「どんな絵本を読めば良いのですか」「読み聞かせって育脳に良いの

ですか」「絵本の読み方を教えてください」「何歳まで読み聞かせは必要

ですか」「いつも同じ絵本を読んでと言われるんですが、あきちゃって…」

等々、微笑ましいご質問をいただくこともあります。お伝えしたいこと・お答

えしたいことが沢山あるのですが、今回は「読み聞かせの会の読み方とご

自宅の読み聞かせの違い」についてお話させていただきます。 

 ご自宅で絵本を読むときの醍醐味は何といっても、ご自身のお子様の

成長や感性に合った本を、お子様の反応を直に見ながら読むことができ

ること。そして、お子様の疑問や質問に答えながら楽しみを共有しつつ絵

本が読めることです。絵本を読み終えた後に「もう一回読んで」と言われる

と、「え～また～?」と思いつつも、そんなに喜んでくれたんだと思うと嬉しく

なってしまいませんか? 

 読み聞かせの会では、一人の読み手に対して聞き手は複数人、多い時

には20名近くになりますので、お子様一人一人の反応を見ながら、という

わけにはいきません。そのため、可能な限り2グループ（3歳未満・3歳以

上）に分けて行うようにしています。3歳前後の時期が絵本への興味・関心

に大きな変化の起こる時期なのです。最近は読み聞かせの会のスタッフ

が不足しており、そのためやむを得ずひとつのグループでの開催が多く

なってしまうのが少々残念です。 

 3歳未満のお子様を対象とする際は、思わず声を出したくなるような楽し

くリズミカルな絵本や、視覚的にインパクトのある絵本を選ぶようにして、

少し抑揚をつけながら読むようにしています。3歳以上のお子様を対象と

する際には想像力をかきたてられるような、ストーリー展開のある本を選ん

でいますので、お子様が自然と物語に入っていけるよう、できる限り淡々

とした読み方をするよう心がけています。 

 お子様の年齢にはまだ早いと思っていたような絵本であっても、読み聞

かせの会でみんなと一緒に聞くことをきっかけに、違った楽しみ方ができ

るようになります。みんなと一緒に聞く絵本の楽しさをぜひ体験にいらして

ください。絵本の数だけ新しい発見と感動があるはず。必ず人生を豊かな

ものにしてくれるものと信じています。 

 ピーカンキッズ今後の開催予定 
 

 ＜あそぼーかい＞ 

12月4日（水）  10時30分～       

12月7日（土） 9時30分～  

1月31日（金） 10時30分～       

2月1日（土）   9時30分～  
 

＜読み聞かせの会＞ 

11月23日（土） 9時45分～ 

12月13日（金） 10時30分～ 

1月18日（土）   9時45分～ 
 

＊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コミュニ

ティーサイト： ヒューストンなび＜hounavi.us＞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、

下記アドレスまでご連絡ください。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@gmail.com 

「家族でおいしく、楽しく、サンクスギビンング（感謝祭）」 

 家族や親戚が集まってお祝いするアメ

リカ版のお正月といったところ。この日は

アメリカ全土で帰省ラッシュが発生し、交

通機関は日本のお盆前並みに大渋滞し

ます。 
 

【起源は？】 

 アメリカでは毎年11月の第４木曜日に

あたります。1600年代、信仰の自由を求めアメリカに渡ってきたイギリスの

巡礼者たちが、新天地で初めての収穫を神に感謝したことが起源です。

厳しい寒さと食料難の中、食物の栽培方法を教えてくれた先住民を招い

たのがこの祝日の始まりです。 
 

【定番料理は？】  

 伝統ディナーのメイン料理は七面鳥の丸焼き。ス

タッフィングやグレービーソース、クランベリーソース

を添えて食べます。ほかマッシュポテトやグリーン

ビーンズキャセロール、デザートはパンプキンパイ、

スイートポテトにマシュマロをのせたオーブン焼きな

どが定番メニューです。 
 

【何をする？】 

 食卓を囲んだ後、男性陣のお楽しみはNFL「サンクスギビングデーゲー

ム」のテレビ観戦。そして女性は、翌日のアメリカ最大の割引セール「ブ

ラックフライデー」でしょうか。但しオンラインショッピングが主流の今、昨今

はサンクスギビング明けの月曜に開催される、ネットショップの一大セール

「サイバーマンデー」人気の方が上回ってきたようです。 

「イエス・キリストの降誕を祝う極めて宗教的な行事、クリスマス」 

 キリスト教徒の多いアメリカでは重要な祝日で、

新年のお祝いも兼ねる一大家族イベントです。 
 

【クリスマスまでに・・・】 
 11月末になると商業施設だけでなく、一般家庭

でもテーマパーク顔負けの豪華なイルミネーション

で自宅を飾ります。有名なエリアには毎年多くの

人々が鑑賞に訪れるので必見です。12月早々各

スーパーの店頭に生のもみの木販売所が登場し、

クリスマスの本格シーズンに突入です。クリスマス

前にもらった本命プレゼントはツリーの下に積み重

ねていき、ミニギフトは各クリスマスストッキングに詰

め、暖炉上のマントルピースに吊り下げます。 
  

【クリスマス・イブと当日は？】 

 クリスマス・イブは多くの教会でキャンドルサービ

スが行われるので家族で礼拝に。そしてお待ちか

ねのプレゼント交換はクリスマスの朝。夜は家族団

らんの豪華なクリスマスディナーを楽しみます。 
 

【定番料理は？】 

 基本はサンクスギビングとほぼ同じです。メイン料

理は七面鳥の丸焼きやハム、またテキサスではローストビーフも人気で

す。伝統クリスマスデザートといえば、自家製のパンプキンパイやミンスパ

イ、ジンジャーマンクッキー、アイシングクッキーなどのシンプルなお菓

子。ちなみに日本ではクリスマスといえばチキンですが、アメリカでは食べ

ません。                                （グラント里香） 

アメリカの伝統的な 

ホリデーシーズンの過ごし方～サンクスギビング＆クリスマス編～ 

 ハロウィンが終わると、サンクスギビングとクリスマスの２大ビッグイベントを控え、街全体がホリデーシーズン一色に染まります。1年で一番ウキウキ

する時期ですね。さて、今回はこの伝統的な祝日をアメリカの人たちはどう過ごすのかを解説しましょう。 



 

Gala 
51st Anniversary  
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 ヒューストン日米協会（JASH）は10月4日（金）に51st Anniversary Gala 
をSilver Street Studioにて、福島総領事ご夫妻をはじめ、JASHをご支

援下さる企業、団体、個人約300名のゲストをお迎えし開催致しました。 

 まずレセプション会場に入ると、巨大スク

リーンとプロジェクションマッピングで映し出

された東京の街の映像、Galaスポンサーの

Gulf States Toyotaのスポーツカーとトラック

のディスプレイがゲストを出迎えました。Sake 
Barでは厳選した日本酒、Sushi Barでは新

鮮なお寿司が提供され、さらにフォトジェ

ニックなオリンピックネオンサインなどにより、

2020年東京オリンピックで活気あふれる東

京の雰囲気を感じる中で、ゲスト同士の交

流を楽しんで頂きました。 
 

 雷太鼓の演奏の合図で、ゲストはディナー会場へ移り、福島総領事

のご挨拶と乾杯で祝宴が始まりました。米国と日本の外交関係樹立か

ら165周年となる今年は、「米国と日本の強固な絆に対するテキサス州

の貢献を祝う」をテーマにし、テキサス州で日米間のビジネス交流環境

を整え、日米両国の企業の進出、投資、雇用創出への多大なる尽力と

貢献に対して、第2回ジェー・トーマス・シーファー・リーダーシップ賞が

グレッグ・アボット テキサス州知事へ、そして第2回ヒューストン-日本友

好賞が創立50周年を迎えたJETROヒューストン事務所へ授与されまし

Gala会場の様子 

た。 

 サイレントオークションには、今年もスポンサーの方々からご提供頂い

た日本行き往復航空券、ホテル宿泊券、スポーツ観戦やエンターテイ

メントの各種チケット、有名プロスポーツ選手のサイン入りグッズ、有名

レストラン食事券、日本酒、ウイスキー、ビール、日本人形、アート作

品、空気清浄機等、バラエティーに富んだ約50点の品物が並び、好評

のうちに完売致しました。 

 Galaにはヒューストン日本商工会より丹羽会長、小林事務局長をはじ

め、多くの会員企業の方々にご出席頂き、そしてご支援とご協力を賜り

ましたことを深く感謝申し上げま

す。JASHは今後もヒューストン日本

商工会との連携を密にし、ヒュース

トン地区での日米の文化、教育、ビ

ジネス交流に一層貢献できるよう活

動をして参ります。引き続きご支援

とご協力をどうぞよろしくお願い申し

上げます。 

他団体便り 

福島総領事ご夫妻・アボット知事 

レセプション会場にて 

写真左はJETRO理事の曽根氏 

 10月27日（日）、第3回となる「ヒューストン日本人会秋祭り 2019」が、望

月文化会館で開催されました。 

 今年は、参加希望の方に事前登録と事前支払い（会員は無料）をお願

いしており、約300名の参加が予定されていました。そして当日。よく晴れ

て、寒すぎず暑すぎず、絶好の秋祭り日和となりました。 

 10時半を回るころになると、会場にはどんどん人が入ってきて活気があ

ふれ始めます。予定の11時から遅れること30分、松村日本人会副会長の

司会で開会式が始まりました。最初に福島総領事、続いて丹羽ヒュースト

ン日本商工会会長から、それぞれご挨拶をいただきました。そのあと、雷

太鼓の元気なパフォーマンスを皮切りに、いよいよ秋祭りが始まりました。 

 今回は、Izakaya WA、Yakitori Gunso、AGU Ramenの各日本食レストラ

ンにご出店いただき、日本のお祭り定番の焼きそば、焼き鳥、ラーメン等

が販売されました。また、焼酎（いいちこ）と

ビール（アサヒビール）のをご提供いただき、

こちらは無料でご来場者にお楽しみいただ

きました。日本人会からは、カキ氷と綿アメが

無料で配られ、ブースの前には長い行列が

できました。昨年人気を集めた「人形すくい」

は、今年も大人気。すくいあげた色とりどりの

小さい人形を手にした子供たちの嬉しそうな

顔。子供たちの歓声と笑い声がビニール

プールの周りにあふれました。 

 舞台では、ぜんじろうさんのコメディー

ショー、東風平さんの三線演奏、清水君のト

ランペット演奏が次々披露され、会場を沸かせます。 

 茶室では、望月先生率いる淡交会の皆様によるお点前が行われ、お

いしいお茶と茶菓子が供されました。ドアで隔てられた会場とは打って

変わった静かな空間で、格調高い日本文化を文字通り味わっていただ

くひとときとなりました。 

 秋祭り終盤では、雷太鼓の迫力ある演技のあと、恒例となった盆踊り

が行われました。着物姿の淡交会の皆様の差す手引く手のあでやかさ

に誘われて、ご来場の人たちも次々と輪の

中に入り「東京音頭」と「炭坑節」を踊る輪が

広がりました。 

 今年の日本人会秋祭りは、公式入場者が

433人と過去最高を記録し、大盛況のうちに

無事終了しました。毎回会場をご提供くださ

る望月ご夫妻、今回ご出店下さったレストラ

ンの皆様、朝早くから最後まで会場作りや

片づけを手伝って下さったボランティアの皆

様、ご来場いただいた皆様に、心から感謝

申し上げます。今後とも、日本人会のイベン

トにご参加下さい。 

他団体便り 
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 ア朝の雰囲気が漂うパレードやステージイベントを楽しめます。 
https://www.visithoustontexas.com/event/dickens-on-the-strand/72319/ 
 
■Dec 12-30 （24, 25は除く） 
Christmas Village at Bayou Bend @ Bayou Bend Collection and Gar-
dens 
ヒューストン美術館（MFAH）の別館Bayou Bend Collection and Gardenが

クリスマスに合わせてライトアップ。MFAH会員割引あり。 
https://www.mfah.org/a/christmas-village-at-bayou-bend/ 
 
■Dec 13-14 
Houston’s Christmas Hot Air Balloon Spectacular @ Brookshire Polo 
Club 
ポロの大会Victory Cupに合わせてたくさんの熱気球が空に浮きます。天

候に左右されますので事前に情報をご確認ください。 
www.victorycup.org/houstonballoon 
 
■Dec 14 
Christmas Boat Lane Parade @ Kemah Boardwalk 
ヒューストン南東の遊園地Kemah Board-
walkから海上クリスマスパレードを楽しん

でみませんか。 
https://www.clearlakearea.com/events/
annual-events/christmas-boat-parade/ 

 ホリデーシーズンに伴い三水会センター（図書館）が下記

日程で休館となります。なお、休館に伴い図書返却日も一

部変更されます。 
 
感謝祭 
休暇期間： 2019年11月28日（木）～12月2日（月） 
貸出変更： 2019年11月14日（木）～11月16日（土） 

                3週間の貸し出し 
 

年末年始 
休暇期間： 2019年12月22日（日）～2020年1月6日（月） 
貸出変更： 2019年12月10日（火）～12月21日（土） 

                    4週間の貸し出し 
 

 詳細は図書館カウンター及びホームページにてご確認下

さい。 
 延滞された場合には休館日も延滞金に計上されますので

ご注意下さい。 
 尚、悪天候などによる図書館の急な

閉館に際しては商工会ホームぺージ

に掲載しておりますので、各自お確

かめいただけますようお願い致しま

す。 
 

三水会センター 

ホリデー休館日及び 

図書返却日のお知らせ 

ショーイングジャパン  

 秋も深まり、ホリデーシーズンが近づいて

まいりました。休暇のご計画もそれぞれに

進んでいることと思います。 
 年明けには恒例の晴れ着撮影会を下記

の通り開催いたします。男性用には羽織

袴、女性の方は振袖、訪問着のほか、袴の

ご用意がございます。また、花嫁の打ち掛

けもお召しいただくことが出来ます。ご自身

のカメラをお持ちいただき、会場にてご撮

影ください。ご家族の記念、あるいはお友

達と思い出の一枚に、もちろんお一人での

参加も歓迎です。ヒューストンにて和装の晴

れ姿を楽しんでみてはいかがでしょうか。 
 
日時： 1月11日（土） 9時30分～16時15分 予約制 
 

場所： 三水会センター 
 

お申し込み期間： 12月3日（火）10時～12月20日

（金）12時 
 

お申し込み方法、参加費など詳細につきまして

は、11月の下旬にショーイングジャパンホーム

ページ http://showingjapan.wordpress.com/にてご

案内いたします。 
 

お問い合わせ： 
showingjapan@live.jp 

晴れ着撮影会のお知らせ 

■Nov 29-Dec 1 
Texas Renaissance Festival @ 21778 Farm to Market 1774 Todd 
Mission, TX 77363 
グレーターヒューストン地区の北西の外れに魔法の王国が出現。10月か

ら毎週異なるテーマで来場者を楽しませており、最終週となるこの回の

テーマはCeltic Christmas。衣装コンテストやパイ食い競争を楽しみつ

つ、たくさんのギフトショップからクリスマスプレゼントを選んでみてはいか

がでしょうか。 
https://www.texrenfest.com/ 
 
■Nov 30 
Mayor’s Holiday Celebration @ Hermann Square at City Hall 
第100回を迎える市長主催のクリスマスツリー点灯イベント。午後6時から

8時まで、ライブ音楽や花火も楽しめます。入場は無料！ 
http://www.houstontx.gov/mayorsholiday/ 
 
■Dec 6 
Houston Margarita Festival @ Water Works Park 
6回目を迎えるマルガリータとサルサダンスのお祭り。30種類以上のマル

ガリータが登場。チケットは15ドルから。 
https://www.visithoustontexas.com/event/houston-margarita-
festival/52058/ 
 
■Dec 6-8 
Dickens on the Strand @ Strand Street （Galveston） 
ガルベストン歴史財団がお届けする家族向けイベント。19世紀ヴィクトリ

内容が変更になる場合もありますので、お出かけ前に各自で最新の

情報を主催者のサイトにてご確認ください。 

https://www.visithoustontexas.com/event/dickens-on-the-strand/72319/
https://www.mfah.org/a/christmas-village-at-bayou-bend/
http://www.victorycup.org/houstonballoon
https://www.clearlakearea.com/events/annual-events/christmas-boat-parade/
https://www.clearlakearea.com/events/annual-events/christmas-boat-parade/
https://www.texrenfest.com/
http://www.houstontx.gov/mayorsholiday/
https://www.visithoustontexas.com/event/houston-margarita-festival/52058/
https://www.visithoustontexas.com/event/houston-margarita-festival/52058/
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By 
Kumiko 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編集委員および投稿募集中！ 

問い合わせ先： sansuikai@jbahouston.org  

ガルフストリームは、ホームページでも閲覧可能です。 

 https://www.jbahoustongulfstream.com/ 

編  集  後  記 

 「ガルフストリームって知ってる？」 
 たまたま編集委員とは全く関係のない場で知り合った前任の方からお誘い頂き、気が付けば3
年にわたりガルフストリームのレイアウトを担当してきました。このたび日本への帰国に伴い編集

委員会を離れることとなり、寂しい気持ちでいっぱいです。レイアウト作業は、時には1ページに

対してすごく時間がかかってしまい、苦労することもありましたが、毎回出来上がった冊子を頂く

と自分が作ったものが形になっている嬉しさで苦労も吹き飛びました。作業のスキルが以前より

ついたのはもちろんですが、レイアウト担当者全体の作業の円滑化などを考える機会もあり、編

集委員の経験を通して多くのことを学ばせて頂きました。編集委員の皆様にはこれまで本当に

お世話になり、感謝しています。 
 また、ガルフストリームの記事はビジネスに関することからカジュアルな内容まで幅広く、一読者

としても本当に楽しませて頂きました。特に旅行情報とHouston Walkerはだいぶ参考にさせて頂

き、私が友人を何かのイベントに誘う際の情報源は、大体がガルフストリームでした（笑）。 
 最近では電子化への取り組みも動き出し、今後ますます変化を遂げていくであろうガルフスト

リーム。その変化をヒューストンで拝見出来ないのは残念ですが、遠い日本より今後のガルフスト

リームのご発展を心よりお祈りしています。今までありがとうございました。 

（五十木希実）  

 五十木さんには誌面を美しくレイアウトするだけでなく、レイアウト担当者全体を取りまとめ、印

刷へ入稿する前のスケジュール管理や手順に関する提案など、多方面でご活躍を頂きました。

日本に帰国されてからも、益々のご活躍を祈念しております。                 （編集部） 

 三水会センターには、領事関係（パスポー

ト申請書と出生届）の届け出書式の用意があ

ります。パスポート申請書は、ヒューストン総

領事館のHPからダウンロードすることもでき

ます。また、出生届は郵送で取り寄せることも

可能です。出生届は、子供の出生後3ケ月

以内に提出しないと、日本国籍をとることが

できませんので、ご出産を予定されていらっ

しゃる方は、ご出産前に書式をお手元にご

用意されると安心です。 
 
 その他の届出（婚姻届、離婚届等）につい

ては、総領事館に規定の届出書式を取りに

こられるか、郵送にてご請求下さい。 
 
 詳しい情報は、当館 のHP https://www. 
houston.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index. 
html上、左側の「パスポート」または「戸籍・国

籍」のボタンをクリックして入手してください。 
 
 なお、当館入居ビル（2 Houston Center）
は、ただ今改修工事中ですので、当館にお

越しの際は、十分お

気をつけ下さい。 

総領事館からのお知らせ 
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