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商工会新会長挨拶 

ヒューストン日本商工会  

 髙杉前会長の後を受けまして、この10月より

ヒューストン日本商工会（JBAH）の会長を務めさ

せていただくことになりました、住友商事の本多

です。どうぞ宜しくお願いします。 

  私は昨年4月に当地へ赴任、ヒューストン駐在

は今回が2度目になります。先の勤務では2011

年半ば迄8年弱当地に従事しましたが、4年後に

戻ってきて目の当たりにする建設ラッシュや通勤

渋滞には眼を見張るばかりです。前回駐在時は

Katyの東端に住み、着任当初はEldrige以東に

住む方々から「あの辺りはバッファローが沢山生

息しているんでしょ」とか、「むしろAustinの方が近いよね」と揶揄?されたものです

が、今ではKaty Millsのさらに西側に綺麗な住宅街が広がり、そこから市内に通勤

されている方も少なくない由で、変化の速さに驚かされます。同様の話

がこの街の東西南北いたるところで聞かれていることでしょう。 

  一方で地元の人々の大らかさや温かさはいささかも変わっていない

ようにも思われます。2011年当時の日本商工会は正団体会員企業80数

社、会員総数400名超という規模でした。今年9月現在、その数は企業

数105社、会員総数714名に上っており、後者の数字は過去最高を更新

中であり、街の急激な拡大に比例して日系企業の活動基盤も随分大き

くなっています。 

  さてJBAHは1967年にヒューストン貿易懇話会という名前で誕生し、

当地に進出している日系企業間の親交や相互援助、日本語補習校運

営母体、米国側関係先との親善等を旨として活動してきました。関与・

運営・支援している行事には六者交流会、ジャパンフェスティバル（協

賛）、ソフトボール大会（運営）、ピクニック（共催）等があり、本ガルフスト

リーム誌もJBAHが発行しているものです。 

  昨秋来の油価下落に伴い石油ガスの街、ヒューストンを取り巻く諸環

境は更にめまぐるしく動いており、皆様もご多忙を極めておられると思い

ます。そのような中ではありますがJBAHは前述の主旨に沿って、情報

交換・親交・相互援助の輪を一層広げていくことで貢献していきたい所

存です。 

米州住友商事会社  本多 之仁  

  

 9月6日（日）、第26回目のダラス-ヒューストン小中高生親善ソフトボール大会をBayland Parkにて開催。 熱戦の様子は6,7頁に  

 去 る9月27日(日)、第552回 テ キ サ ス 会

「United杯」がヒューストンの北西のHouston 

National Golf Clubで開催されました。当日

の天候は下り坂の予報で雷雨が心配されま

したが、何とかプレー中は雨も降らず、か

えって日差しが遮られて涼しく、また、風も

ほとんど無かったため、ゴルフには適した気

候の中での大会となりました。 

 今回は、暑さも和らぎゴルフシーズンが到

来した9月末での開催とのこともあってか、

総勢63名という多くの方々にご参加頂きま

した。 

 本大会はこれまでと同様、ダブルペリア方

式での大会となり、JFE Steel America, Inc.

の楠井様が、本コースでの初めてのプレー

であったにもかかわらず、前夜の寝不足を

も跳ね除け、見事に総合優勝、及び、56名

が参加された男性の部における頂点に

輝かれました。また、7名にご参加頂い

た 女 性 の 部 で は、Marubeni-Itochu 

Tubulars America, Inc.の田代様が、何と

上位5名までがネットで77台という接戦を

制し、見事優勝を勝ち取られました。そ

して、上位陣は非常に激戦となりました

が、ベストグロスは前半40、後半42でグ

ロス82でまとめられた同じくMarubeni-

Itochu Tubulars America, Inc.の田代様

が獲得。田代様御夫妻は、夫婦揃って

の好成績に、忘れられない思い出がで

きたと話しておられました。総合優勝の

楠井様をはじめ、入賞者、飛び賞、特別

賞、技能賞を受賞された皆様、本当に

おめでとうございました。 

 プレー終了後にはご参加者の皆様に

懇親会会場にお集まり頂き、お待ちか

ねの表彰式が行われました。体調不良

で残念ながらご欠席のユナイテッド航空

の赤松様に代わり、日本商工会スポー

ツ委員長の薙野様に、ご挨拶のお言葉

と男性・女性の各優勝者への優勝トロ

フィー・賞品を贈呈頂きました。また、共

催の日本人会の武智会長より、ご挨拶と

文化面、スポーツ面等、様々な楽しいイ

ベントをご紹介頂きました。 

 今大会においても、目玉賞品である日

本への往復航空券をご準備頂いたユナ

イテッド航空様をはじめ、日本商工会各

社様、日本人会の皆様、日系レストラン・

スーパー様他関係者の方々より、多数

の素晴らしい賞品のご寄付を頂き、大興

奮の表彰式を迎えることができました。

皆様の御厚意に対しまして、重ねて心よ

り御礼申し上げます。 

 今回のテキサス会は鉄鋼部会が幹事

となりました。大会の運営に際して、関係

先の皆様には大変お世話になり、幹事

団として改めて厚く御礼申し上げます。 

日本商工会会員及び日本人の

方々がますます増えていく中、次

回のテキサス会も引き続き盛会に

なることを祈念しております。 

(鉄鋼部会幹事団一同) 

薙野様、女性の部優勝：田代様 

薙野様、総合優勝：楠井様 
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平成26（2014-2015）年度9月度  商工会理事委員会   議事録 

日  時：平成27年9月17日（木）11：30～13:00  

場  所：住友商事社 会議室（10階） 

出席者：名誉会長、理事委員13名、正会員1名、事務局長 

欠席者：理事委員8名（うち会長委任7名、未回答1名） 

司  会：金子公亮 幹事 

 

１．商工会会長連絡 （髙杉 禎 会長） 

 昨年6月に土光前会長のご帰任に伴い会長職を引き継いでから早1年4カ月が過

ぎ、本日、今年度最後の理事委員会となった。皆様のご支援ご協力のもと、つつがな

く各種活動を運営していくことができ、感謝申し上げる。昨年秋から続く油価の下落に

より、当地の経済はやや悲観的で予断を許さない状況にあるが、当会では幸いにも

会員数が増加傾向にあり、さらに成長を続けている。先月の常任委員会では、本多

之仁次期会長ほか次期役員が選出され、本会議では次年度の特命理事、常設委員

長、部会長が任命される。新体制で10月より新しい年度を迎えるにあたり、引き続き

皆様のご支援ご協力をお願い申し上げる。 

 

2. 総領事館連絡 （髙岡 望 総領事） 

 今年度一年を振り返ってみると、当地における日系企業の目覚ましい発展が商工

会の会員数の増加、新事務所開設や新規契約締結の数等に顕著に表れている。商

工会の活動が日本とアメリカの経済にプラスになり、テキサス州における日系企業の

プレゼンスの向上に大きく貢献していることに感謝申し上げたい。この日系企業のプ

レゼンスが、戦後70周年を迎え、日本がどのようにアメリカに受け止められるか、アメリ

カにおいて近隣アジア諸国出身者とどのような関係を築けるかという問題にここテキ

サスで前向きな影響を与えたと考えている。次年度も引き続き、日本のプレゼンス向

上のために商工会とその会員企業の皆様に協力をお願い申し上げる。 

 

3. 特命理事・委員長任命 （本多之仁 次期会長）  

 定款第五条第三項及び第五項に基づき、本多之仁次期会長が6名の委員長（うち2

名が副会長兼任）と特命理事4名を任命した。（詳細は、「2015年度商工会組織図」を

参照） 

 

4. 新企画調査委員長による部会長の任命 （黒川淳二 次期企画・調査委員長） 

 定款第五条第三項に基づき、黒川淳二次期企画・調査委員長が各部会に推薦さ

れた次期部会長5名を任命した。（詳細は、「2015年度商工会組織図」を参照） 
 

5. 会計幹事報告 （加藤信之 会計幹事） 

＊2014-2015年度着地見込みについて  

 10月度常任委員会決議を諮る前段階としての2015年9月期の財務見込報告が

あった。会員増加による会費やピクニックのラッフルによる収入増加を主な要因とし

て、当期の決算見込みは約8万6千ドルの黒字となっている。一方、JBAHF（ファウン

デーション）の方は、やや赤字傾向にあり、今後寄付の送付先や額についても慎重に

検討していく必要がある。 

 

6. 幹事報告 （金子公亮 幹事）【承認事項】 

＊会計幹事交代について 

 加藤信之会計幹事のご帰任に伴い、峯山裕二氏が新会計幹事として就任すること

が承認され、定款4条第3項に基づいて髙杉会長より任命された。尚、本件は、10月

の常任委員会の追認事項とする。 

  

7. ヒューストン日米協会Gala Party開催について  

（加藤眞人 他団体対応特命理事） 

  10月31日（土）18:00よりOmni Hotel にて、功刀秀記氏（ANA本社執行役員、ANA 

America上級副社長））を名誉会長、Ed Emmet氏（Harris County Judge）をKeynote 

Speakerとして迎え、開催される予定。収益金は、同協会の活動及びテキサス州と日

本との友好、交流、そして協力のために使われるので、ぜひご支援いただきたい。 

 

8. 新規入会申請について （金子公亮 幹事） 【承認事項】 

 定款第二条第二項に従い、下記4社の正団体会員と1名の準会員の入会申請を全

会一致で承認した。 

①正団体会員 

＊Rigaku Americas Corporation  

＊CASTEM  HOUSTON,  LLC  

＊Fujikura America, Inc. 

②準会員 

 ＊北川 リサ 美智子 (きたがわ りさ みちこ) 氏 （Kitagawa & Ebert, P.C.） 

  

9. 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）  

＊2015-2016年テキサス概況改訂進捗報告 

 例年、総領事館とJETROの協力により発行している「テキサス経済概況」につき、本

文は隔年毎に、付表部分は毎年改訂することになっている。本年は全面改訂をする

年であり、その作業は来月の総会までには終了する予定。改訂版は商工会HPに掲

載されるので、ぜひご活用いただきたい。 

②スポーツ委員会  

（幸田孝夫 鉄鋼部会長: 薙野太一 副会長兼スポーツ委員長代理） 

＊第552回テキサス会「ユナイテッド杯」開催について 

 鉄鋼部会が幹事となっている今回のテキサス会は、9月27日（日）午前8時より、

Houston National Golf Clubにて開催を予定している。先週末に参加申し込みを締め

切り、29団体より63名の参加者を予定している。皆様のご参加と、賞品のご寄付に感

謝申し上げる。 

③文化委員会 （金子公亮 幹事:  藤井一彦 文化委員長代理） 

＊2016年ピクニックの開催日程と会場予約について 

 会場確保のため早期に契約書を交わしデポジットを収める必要があることから、今年

度幹事担当であったカネカ社の提案にもとづき、次年度のピクニック開催日程と会場

について検討した。日程に関しては、本来母親の方々を慰労すべき「母の日」は避

け、他の商工会イベントの都合と天候の関係も考慮に入れ、その翌週となる5月15日と

する。また、場所に関しては、前回実施に向けて他の場所も検討したことも踏まえ、コ

スト面、収容力、安全面、アクティビティ実施の関係から昨年の会場（Jones Creek 

Ranch Park）が最適であるという提案があった。検討した結果、山下次期文化委員長

のスケジュールを確認し、共催者の日本人会に了承を得た上で、本提案に基づいて

事務局が同会場との契約を進めることとなった。 

④生活・情報委員会 （小林浩子 事務局長： 大内裕子 生活・情報委員長代理） 

＊古本市開催について 

 生活・情報委員会主催の古本市を10月3日（土）10:00-12:00に三水会センターの会

議室にて開催する。今回も絵本読み聞かせの会のボランティアが中心となって行う。

整理券は、9時50分から配布し、3冊2ドルで販売する。収益金は、前年度と同じく子供

たちの本を購入することに使用する予定。開催につき、ぜひお声掛けにご協力いただ

きたい。 

 

10. 事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

①10月常任委員会・年次総会関連について 

 10月度常任委員会・総会は、10月28日（水）Four Seasons Hotel に於いて17:00より

開催される予定。懇親会は、引き続き19:00より行われるので、ぜひご参加いただきた

い。年次総会においては旧理事委員による年間活動報告を予定しているので、各活

動ご担当の理事委員の皆様にはご準備をお願いしたい。 

②2015-2016年度会議・行事予定について  

 当会の年間スケジュールは、HP上に掲載されており、定期的にアップデートしていく

予定。新年度の理事委員の皆様には、ご担当行事の日程や会場が決定次第、事務

局へご連絡いただきたい。 

③2015-2016年版会員名簿改訂作業の協力依頼について 

 新年度が始まるにあたり、来週には各会員企業の個人会員数を確認させていただく

とともに、名簿の改訂作業も開始する予定なので、ご協力をお願いしたい。 

④会員消息  

 9月17日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員669名（正団体会員  105

社）、準会員36名で、総会員数は714名である。詳細は、別頁を参照。 

⑤JBAHF DirectorとOfficerによる書面決議について 

 商工会の役員7名様がFoundationのDirectorsとOfficersを兼任しており、同意書によ

る書面決議という形で運営している。加藤会計幹事がご帰任のため辞任されることに

よる欠員補充の同意書と新年度に向けて新Directorと新Officerの選出に関する同意

書に関係者の署名を依頼する。 

 

11. その他 

 本理事委員会が最後となる理事委員（加藤会計幹事、酒井特命理事、白木特命理

事、中西部会長、森部会長、平田部会長）より挨拶があった。 
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会員消息 ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞ 

■よろしく！～新規入会です 
●正団体会員入会 
・CASTEM HOUSTON, LLC                  
 2000 West Loop South, Suite 1100, Houston, TX 77027 

  常任委員：仙倉 真行（敬子） 

・Fujikura America, Inc.                  
 2800 Post Oak Blvd, #6000, Houston, TX 77056 

  常任委員：長尾 太郎（陽子） 

・Rigaku America Corporation                  
 1950 Hughes Landing Blvd, #741, The Woodlands, TX 77381 

  常任委員：横溝 陽一（早苗） 

●準会員入会 
・北川 リサ 美智子（ジェームズ・R ・イベート） 

 （KITAGAWA & EBERT, Business Law Firm） 
 5851 Legacy Circle 6th Floor, Plano, TX 75024 

●正個人会員入会 
・Kaneka North America LLC 稲岡 哲男／小林 則彦／富田 勉／

   藤本 充千／古谷 浩行／正岡 佳輝／ 

   松岡 佳明／山本 裕樹／吉田 一博 

 ・ Kitz Corporation of America  吉田 達史（美紀）／古田 亮平 
 ・ Marubeni Oil & Gas (USA) Inc.  林 裕之 

 ・ NA Industries, Inc.    青木 晋 

 ・ Osaka Gas  USA Corporation   夘瀧 高久 

 ・ Sojitz Energy Venture, Inc.    川田 耕造（香名子） 
 ・ Sojitz Corporation of America  寺本 武範 

 

 

■さようなら！～残念ながら退会です 

●正個人会員退会 

・Kaneka North America LLC 奥原 登志夫／坂下 伸一／佐藤 充毅／ 

   田中 秀之／福永 淳／真鍋 健二 

 ・ Kitz Corporation of America         横地  良和（恵実） 

 ・ Marubeni Oil & Gas (USA) Inc.   高田 清仁（麗衣子） 

 ・ MCX Exploration (USA), LLC   渡邉 哲也（智美） 

 ・ Mitsui O.S.K. Bulk Shipping (USA) Inc.   大野 修平 

 ・ Sojitz Corporation of America  瀬島 直巳(由佳) 

 

■替わりました～メモのお願い 

●常任委員交代 

・Deloitte & Touche LLP 

（旧）加藤 信之 → （新）峯山 裕二 

・Mitsui O.S.K. Bulk Shipping (USA) Inc. 

(旧）福島 充 → （新）佐々 明 

・Satake USA, Inc. 

(旧）直木 純二郎（博子） → （新）原田 肇（千代） 

●電話番号追加 

・TMEIC Power Electronics Products Corporation 

（新）713-466-0277 

●所属企業変更 

・毛利  昂彦（麻沙子） 

（旧）Sojitz Energy Venture, Inc.  →（新）Sojitz Corporation of America 

 
ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

iiicareer / interesse international inc.    

桑原 典子 さん 
 ヒューストン支店 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。  

  1996年、ニューヨークに会社設立以来、現在は全米15拠点と東京事務所

のネットワークで日系企業と日本に関連する米系企業に人事・人材サービス

を展開しております。ヒューストンオフィスは9番目に開設し、今年で11年目と

なり、ヒューストン日本商工会の正会員となりました。当社独自開発の人材並

びに派遣管理データベースJob Navigatorで全米のすべての取引先企業並

びに求職者情報を管理しており、業務で必要な人材を日米（一部中南米）か

ら紹介できる体制を築いております。近年ヒューストンへの企業進出と事業

投資が盛んなことから、優秀な人材に必要性が高まっており、全米ネットワー

クで人材供給体制を強化しております。また、中小規模の会社組織向け

の「人事情報管理クラウドサービス iiiHR」もスタートさせ、米国人事担当

者がおられない現地法人でも、人事管理が滞りなく遂行できるサービスも

提供しております。全米の人事管理現場で培った豊富な知識とノウハウ

で、現地法人運営に関して、地域と時節にあった有益な情報提供・アドバ

イスも行っておりますので、いつでも問い合わせください。  
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。 

 私は10年住んでいたカリフォルニア西海岸ハンティントンビーチから7年前に

ヒューストンへ引っ越して参りました。最初は石油産業のすさまじく発達した都

市に驚かされましたが、天候のめまぐるしい変化にもかなりのショックを受けまし

た。西海岸は夏も冬も同じような天候ですので、こちらのハリケーンや街の中の

洪水、雷などには最初は愛犬のチワワと共におびえていました。主人はもともと

ダラス／フォートワース出身ですので、しばらくするとすっかり慣れてしまってテ

キサスでの生活がかなり楽しくなってきました。この街は本当に食べ物がおい

しいので、レストランチェックが欠かせません。新しいレストランは頻繁にオープ

ンしています。通常のステーキ以外でも、鹿、猪、エルク、バッファローなどの

お肉料理も堪能できます。ヒューストン市内は何でもありますので、私はかなり

暮らしやすいと感じております。 

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。 

 もともと旅行好きですので、テキサスは自然を満喫するのにはもってこいの州

なのが嬉しいです。州立・国立公園などが充実しており、なおかつヒューストン

市内から１時間も運転すれば大自然というのがいいですね。ワニやピンクス

プーンビルなどの野生動物も豊富です。その他のメジャーシティにも近いの

で、ダラス、サンアントニオ、オースティンなどは週末の旅行にもってこいです。

最近はすっかりPort AransasやMustang Islandなどのビーチシティーにはまって

います。この地域に行くたびにイルカが見られますし、海の水質もかなり良いで

す。カリフォルニアと違って、海水が暖かいのが特徴です。カウボーイハットを

かぶって、釣りなどもしています。個人的に一番おもしろい国立公園はAransas 

National Wildlife Refugeです。カンクンやプラヤデルカルメンなどのメキシコ旅

行も近くてお手軽です。毎週どこに遊びに行こうか迷ってしまう程ですね。 

桑原典子氏と 

藤原昌人氏 

(President&CEO) 
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Hermann Park Japanese Garden 

  正門から石畳に沿い長屋門をくぐると、目の前に日本庭園が拡がり

ます。右と左へ遊歩道が続いていますが、左に進む角地に、2012年に

日本政府から贈られた桜の木が3本植えられています。振り返ると、長

屋門の内側にトイレと作業員の事務所や道具置き場のドアが4つ並ん

でいるのが丸見えで、雰囲気をこわしていました。そこで、日本風の板

塀をデザインして、公園課の大工さんに建ててもらおうとしました。しか

し、形も寸法（CM）も馴染まず、幾度と無く繰り返した打ち合わせの結

果、ようやく銅板葺き日本風の塀が仕上がりました。 

長屋門をくぐると、低めの竹垣のついた遊歩道が中へと誘う日本庭園が目の前に拡がる 

 

日本政府から贈られた桜の木                                  銅板葺き日本風の塀 

 

長屋門の内側に丸見えになっているドア  

  

                                                                                 板塀をつけた現在の様子 

 

  また、長屋門を入った周りの広場や遊歩道と植え込みとの間に仕切りが

無く、締まりのない景色に見えました。そこで、手頃な太さの生の竹材を

探したところ、東南アジアから輸入した物が手に入りましたので、低めの竹

垣を設けました。写真でお分かりのように、うんと引き締まった景色に変わ

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                        低めの竹垣がついて引き締まった景色 

  

    さらに、左の遊歩道を進むと突き当たりに茶室がありますが、その手前

の右側に大きな池があり、奥の方に木橋が見えます。その池の水際に平

らで大きな岩板を敷き並べ足元を固めたあと、その上を覆う藤棚を建設し

ました。入り口に転がっていた大きな岩6個のうち3個を新しい門標にした

ことは前回述べましたが、残りの3個をその水際に沈め島影としました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

池の水際に平らで大きな岩板を敷き並べ足元を固めた         藤棚を建設前の様子 

  

   その藤棚のデザインは日本に依頼し、太くて長い青竹（合成樹脂）も日

本から輸入しましたが、建設作業は全て庭園の作業員たちで仕上げまし

た。大きな岩をクレーンで吊り上げ、あらかじめ指示された方向に沈め固

定する作業など、神経を費やしました。竹竿は銅線でくくり、その上から黒

いロープで飾り結びして止めています。そんな苦労も実り、今では毎年２

月頃に薄紫の藤の花が見事に咲き、見学者の目を楽しませています。 

 庭園の保全作業は通年ですが、日本から招聘するデザイナーや庭師

たちの滞在は、せいぜい一週間か二週間です。そのため、庭師の指導を

いただきながら作業をすすめ、庭師の帰国後は地元の作業員たちで残り

を仕上げていくことが多くなります。我々は、それを宿題（homework)と

言っていますが、例年50項目ほどが残り、翌年までに仕上げるようにして

います。残念なことは、いろいろ技術を覚えた作業員たちが転勤、転職で

いなくなり、技術の蓄積が難しいことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 
            毎年２月頃に薄紫の藤の花が見事に咲き、見学者の目を楽しませてくれる藤棚 

 

Hermann Park Conservancy,                                                                                                     
理事   南  邦夫 

  9月号では、2017年の日本庭園開園25周年をめざした日本庭園改

修工事について、過去に行われた具体的な正面門付近の改修の様子

を、写真を交えてご紹介しました。今回は、庭園内の改修の軌跡をお

送りいたします。（編集部）  

その３ 

BEFORE 

AFTER 
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Dr. Ned Shimizuの「アメリカの歯科医療・保険Q&A」 
9月号では日本生命様から医療保険の概略を紹介しましたが、今回は、日米での臨床経験があり、本誌「気ままなフォトアルバム」でもお馴

染みのDr. Ned Shimizuにアメリカの歯科医療事情について、歯科医の立場からコメントしていただきました。（編集部）  

？ 

Q1 歯科保険とはどのようなものですか？ 

A1 日本とアメリカでは歯科治療に限らず、全てのものがまったく違います。そ

の為アメリカで歯科医にかかるだけでも、混乱されると思います。一番重要な違

いは、アメリカでは歯科医も保険会社もサービスや技術に日本以上に大きな格

差があり多様だということです。アメリカでは日本と違い、歯科保険は医療保険と

は別ですし、システムも全く違います。メディカルでは請求書が病院や保険会社

から送られてくるというものがありましたが、歯科では保険会社から請求が来るこ

とはないと思います。よく見られるのはPPOという種類の保険で、ほとんどの方が

これを持っています。このPPOの保険のメリットの一つは、自分で選んだ歯科医

師に診てもらうことができるという点です。HMOあるいはDMOという種類の保険

であればコストの関係で保険会社のリストに載っている歯医者にしか保険が効

かないため、行きにくくなります。歯科の場合は治療のクオリティーという点にお

いてもお勧めしがたく思います。（DMOあるいはHMOについての詳しい説明は

紙面の都合で省略します。会社や大学によってはPPOかHMOを選べることがあ

りますが、HMOはネットワーク内でも、なかなか思ったように使えないケースが多

いでようです。）またベネフィット（保険よりの支給額）は同じ保険会社でも、グ

ループナンバー（会社ごとの保険契約内容）によってまったく違います。つまり

同じ治療をしても、保険会社が支払ってくれる額には差がありますし、払ってく

れないときもあります。これは、それぞれ購入される保険のプレミアム（保険料）

に違いがあることで納得できます。また同じ患者さんに同じ治療をしても、前回

は払ってもらったが今回は払われなかったということもあります。つまり個別に判

断され、判断する保険会社の担当の人によっても違います。これは非常にアメリ

カ的といえます。また全額支払われるわけではなく、診療内容によりUCR（各々

の契約で保険会社が決めた治療費）の100%、80%、50%というふうに払われるこ

とが多いです（そうでない契約もあります）。歯科ではこのUCRも契約により2倍

以上の差が見られます。つまりその地域における一般的な治療費という言い方

は適切ではありません。また保険会社の年間給付限度額を超えてしまうと、どん

な治療に対しても同年であれば払われません。限度額に残高があったとしても

12月31日に無効となり、次の年（1月1日）から同額のベネフィットが始まります

（大学関係はこの切り替えが9月のところもあります）。  

 それに比べて日本の場合は政府による国民皆保険のために治療方法も治療

費用もほぼ一律ですが、私の経験から述べさせていただくと、治療時間や治療

法に対する制限が多く、アメリカのほうが質を重視した治療をしようと思えば実現

しやすい環境にあります。とはいえ、米国の保険会社も歯医者の治療方針を間

接的にコントロールしてしまいます。タイプにもよりますがネットワーク（保険会社

と提携している歯科医）内ではその傾向が強くなります。歯科医療と患者さんの

立場から言わせてもらうと、保険会社が薦めるからよい治療、払わないからよくな

い治療という考え方は成り立ちません。面白いのは、たとえばインプラント。ほと

んどのケースで明らかに医療的にはブリッジよりは残された歯に対する侵襲が

少ない、長持ちするなど、よい治療法です。最近では次第にアメリカの保険は

払ってくれるようになりましたが、やはり払ってくれる保険を持っておられる患者

さんのグループの方が、そうでないグループよりもインプラントの治療をされる割

合は高いようです。矯正を含め他の歯科治療についても同じようなことがいえま

す。日本の保険システムにおいては、逆にクリーニングや予防的処置は保険で

は支払われないこともあります。よって、予防的なレントゲン撮影が行われること

はまずなく、症状のある歯についてのみレントゲンをとりますので、日本での治

療は虫歯が比較的大きくなってからされることが多くなります。保険会社に治療

してもらいたいのか、歯医者に治療してもらいたいのか、この点については気を

つけるべきところだと感じています。日本からの患者さんにとって、アメリカの保

険はわかりにくいので、私はなるべく時間をとって説明し、保険会社へのレポー

トも治療をしながら実際の治療の経過を私自身が詳しく書いています。ただ保険

は患者さんと保険会社の間の契約なので、第三者である歯科医はある程度のア

ドバイスはできますが、どの歯科医院も保険会社の支払いを保証することはでき

ません。この点については、戸惑うことが多いと思いますが、よく理解をしていた

だきたい点です。  
 

Q2 日米では医療技術やサービスにどのような違いがあるのでしょうか？ 

A2 アメリカと日本での技術や設備的な違いですが、日本の保険診療では治療

の質はほぼ一律になります。それとは対照的にアメリカではものすごくいい歯医

者もありますが、それと同じくらいよくないところもあります。つまり技術やサービ

スにかなりの開きがあります。これは歯科だけに限ったことではなく、安売りの

スーパーにいけば、ものすごく安く買えるし、いい店に行けば、いい物が買えま

す。日本では学生が治療しても大学教授が治療しても治療費は変わりません。

しかし実際は経験や技術や治療のクオリティーは歯医者により違います。逆に

カメラのような既製品を買うのであれば、差は出ません。どこで買ってもニコンの

カメラはニコンです。一方で、歯科治療では同じクラウンといっても一つ一つ手

作りなのでかなり差が出てきますし、治療費も上下します。治療方針やチャージ

の仕方も歯科医によって違います。クラウンの費用が安いなと思っても、他にい

ろいろな細かいチャージが加算されることもあります。またアメリカは専門医制

度なので、この治療は専門医でというのはよくあります。また専門医は専門の治

療しかしないので、一般歯科治療はしません。逆に一般歯科医はあらゆる分野

の治療を歯科医師自身が選んで提供することができます。つまり根の治療が得

意であれば根の治療はするけど、親知らずの抜歯は専門医へという感じです。 

予防に力を入れているアメリカでは、フッ素やシーラント、6ヶ月ごとのクリーニ

ングとレントゲンは、ほとんどの保険会社でかなり支払ってくれます。これを確実

にしていれば絶対虫歯や歯周病にならないということはありませんが、早く対処

できるので簡単な治療で済むため、定期的なチェックアップとクリーニングはお

勧めです。 

一般的にアメリカ人は痛みに弱く、麻酔の前の表面麻酔、痛ければすぐに麻

酔を足しますし、歯科治療でも笑気麻酔や全身に麻酔をかけたりします。出さ

れる薬の量も多めです。日本のように（最近はそうでもないと思いますが）痛みと

の戦いということはないと思います。たとえば出産の方法もこちらでは無痛分娩

が通常であることを考えるとお分かりいただけるかと思います。また歯をきれい

にみせることやスマイルを大切にします。アメリカ人の患者さんの場合、結婚式

の前、各種面接の前までにSmile Makeoverを希望されることがよくあります。審

美歯科というと日本ではまだあまりいいイメージはないかもしれませんが、スマイ

ルが挨拶のアメリカでは、とても重視されている分野です。審美に関係ない治

療でも、何か歯に入れるのであれば、目立たない自然なものがよいので、この

テクニックは審美以外の普通の治療にも広く応用できます。 

Q3 初診で治療は受けられますか？ 

A3 アメリカの歯科医のほとんどは予約制なので、初診時にすぐ治療ということ

はないです。応急治療はしますが、実際の治療にかかる時間は、見て診断する

まで不明だからです。  

 

Q4 矯正を勧められることがありますが、いつ始めるのがいいのでしょうか？ 

A4  医学的なタイミング以外にも、駐在の方の場合は日本に帰るタイミング、日

本での受験勉強の時期などもあり、個別に質問してください。 

 
Q5 最後に先生から一言お願いします。 

A5 今までお話したことは、歯科の保険に特化したことのみです。前回の特集

では医療保険の話でしたが、まったく同じ用語がありますが、意味は違います

ので、間違えないようにしてください。たとえばHMOやPPO,などは歯科保険で

もありますが、共通点もありますが、まったく別物だと思ってください。歯科の

HMOはあまりお勧めではないと書きましたが、医療ではわかりませんし、たとえ

ば保険の上限も医療では一生でミリオンだったりしますが、歯科では契約により

違いますが、１年で1,000ドルから3,000ドルぐらい（一人当たり）だったりします。

日米の歯科医療や保険に関して、もっと知りたい方はどしどしガルフスト

リームの編集部まで質問をお寄せください。また毎年6月に補

習校で行っている歯ブラシ指導の前にご父兄を対象に説明もして

いますので、機会があればどうぞ気軽に覗いてみてください。アメリ

カと日本の診療を経験している私としては、いい先生を見つけられ

れば、アメリカの歯科診療は非常にいいと思います。 

（注）アメリカでは、医師・病院や契約している保険によって治療内容や医療費

が大きく違ってくることがあります。医療制度の問題は、医師・病院、保険会社

だけでなく、患者の皆さん、そして駐在員・家族の場合は会社も含めて、それぞ

れの立場での事情があり、一概にこうすべきという問題ではありません。受診の

際は、各社の担当者や保険会社ともご相談されますことをお勧め致します。 

（編集部） 



 ｢絶対カバーし合おうね!｣、｢メッ

チャ声かけていこうよ!｣。昨年大幅

な世代交代により、中学生中心で

強豪ダラス(D)に挑み、大敗という

試練を経験した若きヒューストン

(H )女子A。今年は一転、どの顔も

頼もしい。女子B戦の劇的なサヨナ

ラ勝利にも励まされ、信頼するチー

ムメートと共に戦える喜びを噛み締

める様に、最高の雰囲気の中でプ

レイボール。 

 怪我で欠場のピッチャー愛綾の悔しさを背負い急遽

先発の沙彩、落ち着いたマウンド捌きには貫禄さえ漂

う。初回Dの巧打好走で2点を献上するも、締まった

ゲームを作ってくれそうだ。一回裏Hは綾乃のヒットで

チャンスを作るが、後続の鋭い打球もD外野正面に飛

び惜しくも無得点。2回以降も強打で1点、2点、3点と

毎回小刻みに追加点をあげるDの攻撃に対し、キャッ

チャーフライに果敢に跳びつく玲伊、献身的なカバー

ワークの外野陣、要所でファインプレーを見せる咲貴

と梨蓮等、基礎練習で鍛え上げた守備で粘り強く守り

抜くH。8-0で迎えた5回裏、何とか点差を縮めたいHは

副キャプテン菜々恵が内野安打で反撃の狼煙を上げ

る。碧のライト前ヒットでチャンスを広げ、はるの、愛

理、沙彩が次々と打点をあげ3点を返す。6回以降の

 全員合わせても16名という少数精鋭の中高A･B

チームの中で、今年のBチームは中学1･2年生が主

体となり、先輩である中学3年生以上のメンバーが適

宜サポートしていく体制となった。 

 1回表、先発投手の寺田（裕）が1アウト1･2塁という

ピンチを背負うものの、三塁線に飛んだゴロを三塁手

の原津（侑）が鮮やかに捌き、二塁手･永尾とのコンビ

ネーションで併殺を完成させる。好守から勢いに乗っ

たチームはその裏、寺田（怜）のタイムリーで先制、

チャンドラーの2点タイムリーで追加し、一気に試合の

流れを引き寄せる。2回表、先発の寺田（裕）が波に

乗り、ダラス打線から2者連続奪三振。最後はライ

ナー性のあたりをライト･永井がナイスキャッチでリズム

 昨年の悔しい敗戦から早一年、またこの

季節がやってきた。主軸の6年生3名は抜け

てしまったが、ダラス戦経験者8名を含む計

14名の精鋭は、体は小さくとも心身ともに逞

しく一回りも二回りも成長した。また、監督

コーチ陣の連携もバッチリ!!直前の決起集

会では皆が思いの丈をぶつけ合いながら

呂律が回らなくなるまで熱い議論と盃を酌

み交わした。 

 当日、やはり緊張からか選手の表情はや

や硬い。また、偵察部隊を朝からダラスの練

習エリアに張り付け、事前の情報収集も完璧だった

はずなのだが…。6年生8人を擁する大型ラインアッ

プを組んできた相手チームを目の当たりにし、監督

コーチ陣にも焦りの色が見られ始めた。いやいやそ

んな弱気ではいかん、「締まって行くぞ!!!」監督の檄

と共に、選手達は守備位置に元気良く走って行っ

た。いざ、プレイボール!! 

 さて1回表、ダラスの容赦ない攻撃が襲い掛かりあ

えなく5点を献上。その裏4番希ちゃんのスリーラン

ホームランで一時は2点差に迫ったものの、2回表3

回表とダラスの怒涛の攻撃は止むことがなく立て続

けに10点を失った。その後も失点を重ね、最終回と

なった6回表の攻撃を終えた時点でダラスが大量

リード。残念ながら既に勝負は決してしまったが、ここ

レフトの頭を越えようかという大飛球を村上がスーパー

キャッチ!流れを食い止める。5回裏H攻撃は、柿仲が

レフト前ヒットで出塁。原の4球、竹山のセンター前ヒッ

トで2死1、2塁とした後、和田のセンターへの当りは相

手がグラブに当てて落とす幸運なヒットとなり、2者生

還。良いタイミングで追加点が取れ試合は終盤へ。6

回表Dに2点を許すも、その裏2死1、2塁から柿仲が4

球で繋ぎ、4番森に漸くヒットが出て2塁ランナーが生

還。5番原のフライは相手のエラーを誘いランナーは

全員生還。合計3点を追加し11対4。勝利をほぼ確信。

最終回D攻撃も最後の飛球を和田がグラブに収め試

合終了!控え選手、監督・コーチも一斉にベンチから飛

び出し、選手達と抱き合う感動の勝利となった。 

 最終的に点差は開いたものの、Dチームも良く鍛えら

れており、Hは一つのミスで試合の流れが相手に渡り

そうな苦しい試合展開。そんな中勝利を引き寄せたの

は、昨年来時間を掛けてきた“守備力”。内外野共堅

守が光った。榎本の

粘り強く気持ちの入っ

た投球もチームを盛り

立てた。最後に昨年・

一昨年の鬱憤を晴ら

すかのように柿仲監督

を胴上げ!巨体が宙に

舞った。選手達よ、感

動を有難う!                   

(森 俊之) 
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 試合前の緊張を柿仲監督、原ヘッドコーチが笑いで解きほぐし、

村上CAPの“男になるぞ! ”の掛け声の下、選手達は心を一つに元

気良くグランドﾞに飛び出し試合開始。1回表D攻撃を無失点で切り

抜けHの攻撃。1番寺田（裕）が4球で出塁。村上のライト前ヒットで3

進。柿仲の内野ゴロで生還し、幸先良くHが先制。2回表Dに同点

を許すも、3回表はローバー原の好捕で無失点。その裏有里、寺

田（裕）の4球で1、2塁とした後、村上、柿仲の連続ヒットで2者生

還。再びリードを奪う。更に4回裏、竹山が4球を選び榎本のレフト

前ヒットで1、2塁。原津の内野安打で1点を加え、有里の4球を挟

み寺田（裕）のライト前ヒットで2者生還。この時点で6対1。試合はH

ペースで進む。5回表D攻撃。2死1塁の場面でD2番3塁線への微

妙な当りはフェアの判定。D3番の当りはローバーとセカンドの間に

ポトリと落ち1点を献上。いやな流れになり掛けたところで、D4番の

良く攻撃に移ると、2回裏に押し出し四

球と南川の犠飛、相手エラーの間に4

点を追加。点差を7点に広げ、試合を

優位に進める。3回表、Bチームが誇る

三遊間が華麗な守備を見せる。ノーア

ウトから寺田（怜）が遊ゴロを落ち着い

て捌くと、原津（侑）も続けと言わんば

かりに危なげ無く三塁ゴロをアウトに

し、ダラスチームに反撃の隙を与えな

い。3回裏は柿仲監督による代打攻勢

で追加点を狙う。代打・森と竹山の連

続タイムリー二塁打で更に2点を追加。

ここまで文句無しの試合展開を見せて

きた下級生に、上級生が心強いサ

ポートを加え、チームが一丸となる。4回表は好投

を見せていた寺田（裕）に代わり、原津（拓）がマ

ウンドに上がる。四球絡みで1点を失うものの、そ

の後は危なげ無く切り抜ける。最終回となった5回

表も落ち着いた制球で相手打線に付け入る隙を

与えず、三者凡退でゲームセット。9-1でヒュース

トンBチームがダラスBチームに勝利した。 

 序盤から試合の流れを相手に与えない展開

で、まさに「完勝」の名にふさわしい勝利となっ

た。また、この試合では中学1･2年生の好プレー

が随所に光り、全員が春先からの成長を惜しみな

く発揮した、実りある収穫の多い試合となった。 

（ノック小僧☆松尾拓治） 

Gulf    Stream 

女子Bチーム 

澄んだ青空の広がる好天のもと、9月6日（日）に第26回目のダラス-ヒューストン小中高

生親善ソフトボール大会がBayland Parkにて開催されました。両チーム総勢187名の選

手は前日の懇親会で親交を深め、当日は練習の成果を随所に感じさせる熱戦を繰り広

げました。各チームを指導されたコーチの目からその健闘を振り返ってみましょう。 

男子Aチーム 総領事杯  

男子Bチーム 校長杯  

男子Cチーム ヨッシャー杯   前日までの雷雨の影響が心配されたものの当日は晴

天。緒戦はC-CがH22-D2という嬉しい想定外の快勝。次

戦はCが8-8の同点優勝。最終戦はC-Jr.が2-9の敗戦も終

盤までもつれる好ゲーム。参加者全員が、残暑厳しい

中、全力プレーで各試合を盛り上げてくれました。 

 メインとなるCチーム戦は、緊張からかボールが手につ

かないヒューストンに対し、リトルリーガーで上位打線を固

めたダラスが、フルスイングで引っ張る打撃で先制攻撃。

二回表を終え0-4。二回裏、ヒューストン打線が目覚め、

藤本、古川の連続タイムリーで試合の流れを押し戻し2-

4。三回、四回、米田、正木の巧打が出るも、互いに好守

備で零封。均衡を破ったのはダラス。守備のもたつきに

乗じてヒットを重ね五回表に3点。六回表に1点を追加し2-

8。流れは一気にダラスと思われたが、ここから橋爪、永

井、大谷、天野、田尻、アルブリトンら6年生の激励を受

け、本郷キャプテンを中心にヒューストンが粘り強い戦い

を展開。六回裏、湿っていた上位打線が火を吹き、主砲

佐藤のタイムリーで2点。七回表のダラスの攻撃を三者凡

退に仕留め、運命の最終回裏の攻撃。メイソンが執念の

走りで先頭打者出塁、1点追加も2アウト。しかし田口、武

智、チャンドラーが繋いで2点差とすると、島崎のタイム

リーが出て終に同点。審判が計算間違いでヒューストン勝

利、試合終了とコールをするハプニングもあり、会場は騒

然とした雰囲気に包まれた。再開後、ダラス好守に阻まれ

同点でゲームセット。大会規定7回同

点で終了。 

 ダラス優位の声もある中、チーム力向

上の為、練習からチームの約束事を徹

底。試合でも、監督の守備位置の修正

指示、ベースコーチの走塁指示に選

手が的確に対応、6点ビハインドでも諦

めずダラスの勢いを封じると、驚異的な

粘りでヨッシャー杯三連覇を達成。小

学男子総勢40名と選手数でもダラスを

上回り、新時代到来を予感させる2015

年大会でした。   

     （古川弘之） 

女子Aチーム 総領事夫人杯  

守備では、裕音が浅く守って外野へのヒットを防ぎ

たいと監督に直訴するなど(さすがキャプテン!)、最

後まであきらめずに戦い抜いたが、追加点を上げら

れず15-3でゲームセットとなった。エラーはたった三

つと昨年に比べ文字通り桁違い、奇跡的とも言える

成長を見せ、チームワークは近年最高であったが、

単純に打ち負けた。今年鍛え上げた守備力とチー

ムワークを基に、来年は打撃に磨きをかけて倍返し

を期待したい。 

 読者の皆さん、こんなに貴重な経験ができるソフト

女子チームも選手数が年々減ってきています。この

感動は参加しなければ味わえません。一人でも多く

の選手に参加してもらえる様、ご協力よろしくお願い

します!                    （全 明哲） 

 昨年の守備崩壊の反

省から、宮内監督の下、

男子チーム原コーチの

技術指導を仰ぎ、基礎

からきっちり鍛えてきまし

た。試合前に円陣組ん

だヒューストン。“元気出

していこっ、オー！声出

していこっ、オー！いい

オ ン ナ に な る ぞ ー、

オー！”ってなんじゃそ

りゃ。炎天下の練習前に

塗りたくった日焼け止め

むなしく、まっくろくろすけとなった代償を勝ち取ってこい！ 

 マウンドは桃子、審判のストライクゾーンを見切って安定したピッチング。しかしセカ

ンド小晴の目の覚めるトンネル含めたエラーがらみで2失点。尚も2アウトランナー1塁

で痛烈なレフトライナーを彩夏が好捕。イヤな流れを断ってくれました。その裏、桃

子・小晴の連続フォアボールの後、依琳のレフト線への大打球は惜しくもファール。2

打者凡退の後、葉月がライト前ヒットで満塁、綾乃のレフト前ヒットで2得点。2回表エ

ラーとヒットで3失点、尚も2アウト1・2塁でサードゴロを綾乃が好捕してサードカバーに

入ったショートの桜香にトスで3アウト。このパターン何度練習したことか。2回裏ヒュー

ストンは3者凡退。いやな流れの中、3回表先頭打者のレフト・センター間痛烈ライ

ナーをオットリさくらが素早く反応して好捕。会場はヤンヤヤンヤ。後続にヒット許すも

きっちり守りきって無失点。3回裏、小晴・依琳の連続フォアボールなどで1アウト満

塁。綾乃がセンター前ヒットで2得点。2アウトの後、彩夏・碧の連続フォアボールで押

し出し5対5。試合制限時間のため新しいイニングに入らないとコールされた直後、は

るのが打ち上げたフライをピッチャーが落としてサヨナラ勝ち。エラーも少なく、きっち

りアウトを取る締まった試合をしてくれま

した。 

 ほとんどのメンバーを小学生チームの

時から見てきました。よくぞここまで成長

してくれました。でも、試合前夜の懇親

会では勝負服バッチリで、なんだかはっ

としてちょっとさびしいぞ。来年もまっくろ

くろすけになって元気に走り回る姿をみ

せてちょうだい。       （岩崎敏典） 

女子Bチーム 校長杯  

女子Cチーム Girls Cup 

からがヒューストン女子Cチームの真骨頂、厳しい

練習に耐えて来た日々は無駄ではなかった。

キャプテン・ケイラちゃんのヒットを皮切りに猛打爆

発。終わってみれば回毎のリミットとなる5点を奪

取してお祭りムードの中、21対9で試合を終えた。 

 試合直後、やはり敗戦は堪えたと見えて選手の

表情には悔しさが滲むも、食事を挟んで元気回

復。みんなで鬼ごっこ・オタマジャクシ取りに夢中

になる姿をみて「このチームはまだまだ強くなる」

と確信したと同時に、最高のチームワークとはこう

いうものかと頬を緩めた。選手諸君、改めて感動

を本当にありがとう!!本郷監督は今回で勇退され

るが、チームのバックボーンである「楽しんで勝

つ」を継承し、来年こそはリベンジを果たしたい。              

（河村大司） 

男子Cチーム 

男子C-Jr.チーム 

男子C-Cチーム 

男子Aチーム 

男子Bチーム 

女子Aチーム 
女子Cチーム 

女子Bチーム 

 



 そして当日。保護者の方は、新品の畳や

茶道具の搬入、そして教室の設営を行っ

てくださいました。浴衣を手に登校してきた

子ども達は、普段より興奮気味。「どんなお

菓子を食べるの？」「浴衣を忘れた！」「白

い靴下がない！」「正座ができないかもし

れない！！」など担任を質問攻めにし、始

まるまでは、茶道教室がどんなものなのか

期待と不安が入り混じっているようでした。 

 昼食後、茶道教室会場に移動して、各自

浴衣をお母様に着付けていただきました。ファッションショーさながら、色とりどりの浴衣

は、とても華やかです。茶室に早がわりした教室では、お着物を召していらっしゃるショー

イングジャパンの方々が招き入れてくださいました。畳敷きの隣に椅子が並べられ、子ども

達全員が着席して始まりました。まず、茶道についての用語や歴史など説明があり、最初

にお点前をいただくグループは、学校長を先頭にして躙口を通って座敷に上がりました。  

 こんなに大勢参加されているのに、お点前が始まると教室はしんと静まり返ります。お点

前に全員の意識が向かい、午前中のはしゃいだ様子はどこかに飛んでしまいました。子ど

もたちの表情は、緊張感漂っています。お菓子が運ばれると、自らの一挙一動にも心を配

らなくてはなりません。ふと千利休の心得「和敬静寂（亭主と賓客がお互いの心を和らげて

謹み敬い、茶室の備品や茶会の雰囲気を清浄にすること）」を感じた瞬間でした。 

 近年社会は、「ありのまま」をよしとする考えが流行になっており、それにともなって相手を

思いやる所作や動作を重視する傾向が薄れてきているように思います。「ありのまま」をよ

しとする考えに反し、茶道には、一つ一つの過程に道理があり、心遣いや儀礼を所作の中

に美しく見せる手法があります。1500年代の室町時代に茶道が確立したというのは、驚く

べきことでしょう。海外でも評価される「おもてなし」は、いにしえから培われてきた日本人の

心の豊かさの表れであると思います。お点前を拝見し、お菓子とお抹茶をいただき、退席

するまで子どもたちの瞳には普段とは異なった真剣さが見られました。 

 補習校の6年生は、茶道教室を見て聞き、考えるだけでなく、心や体で感じる学習ができ

ました。日本にいても、なかなかできることではない体験だと思います。こういった機会を長

年与えて続けてくださったショーイングジャパンのご尽力に心から感謝いたします。そして

また今後も「温故知新―故きを温ねて、新しきを知る」意味を子ども達にご指導してくださ

るよう、お願い申し上げます。 （ヒューストン日本語補習校小学部6年生担任 岡崎尚子） 
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 9月20日、今年で5回目となりましたグレーターヒューストン日本人会主催の「敬愛の

日」の懇親会が開催されました。70歳以上の方は、会員・非会員を問わず、参加無料

でのご招待でしたが、「敬愛の日」はご年配の方だけでなく、ヒューストンの日本人コ

ミュニティーの皆様が多く参加され、今年も盛大に行われました。会場はメモリアル近

郊の中華料理店「Chef  Ding」を貸し切り、参加者数は約100人となりました。 

 まずは、在ヒューストン日本国総領事館を代表して大城副領事の

挨拶から始まりました。続いて、日本人会の武智会長からの挨拶

では「敬愛の日」は若い方、年配の方が集まり、年齢の壁を超えた

交流の場所をヒューストン日本コミュニティーへ提供するという意図

で発足されたとの歴史を語られました。そして、日本人会の山口安

全対策委員長の勇ましい乾杯の音頭、参加者皆様の自己紹介の

後、食事をしながらの歓談を楽しみました。 

 料理は「Chef Ding」の数多くの中華料理に加え、日本人会では

頻繁にお世話になっている北野シェフの鯖鮨、巻物や炊き込みご

飯等で、飲み物は飲み放題でした。また、恒例のそうめん、綿菓子

も登場しました。 

 イベントも盛りだくさんで、オペラ指導者の戸田さん率いる女性

コーラスグループの「夏の思い出」などの童謡・唱歌、また、会場の

参加者全員で「花は咲く」を熱唱しました。その後は、7月にスペイ

ンで演奏された佐々木麻衣子さん（クラリネット）と平田真紀子さん

（ピアノ）のミニコンサート、琉球祭り太鼓の迫力のある演舞で会場

は盛り上がりました。最後は飛び入りカラオケタイム。麻酔医の出

海先生の「思い出のサンフランシスコ」、93歳のボニー・コーさんの

「荒城の月」で幕が閉じました。 

 最後になりましたが「敬愛の日」のイベントを準備してくださった

日本人会執行委員会及びボランティアの方々、様々な催し物に参

加頂いた各団体の皆様、おいしい料理を提供してくださった北野

シェフ&「Chef Ding」のスタッフの皆様、また参加者の皆様のおか

げでとても楽しい懇親会となりました。心より感謝申し上げます。 

（日本人会幹事長、八木謙一） 

 

P.S. 日本人会では月に2~3回のイベントを企画しています。10月

24日（土）には「乾杯の集い」を開催しますので、皆様のご参加を

お待ちしております。www.jagh.org  

グレーターヒューストン日本人会 

「敬愛の日」 懇親会 

 ヒューストン日本語補習校小学部6年生の恒例行事「茶道教室」

が、ショーイングジャパンと6年生保護者のご支援の下、9月19日

に行われました。この日のために、5月下旬にはショーイングジャ

パンの代表者、クラス委員の方々と6年生担任で打ち合わせを行

い、各保護者の方には、7月下旬に詳細をお知らせいたしました。

夏休みをはさんで、茶道教室のために浴衣を新調するお子さんも

いて、すでに期待がもたれているという手応えを感じました。 

 もともと茶道教室は、歴史の学習をしている6年生に、室町時代

の文化を体験学習してもらおうという目的で、ショーイングジャパ

ンのご厚意により始まりました。1クラスの人数は、現在よりかなり少

なく、総勢25－30名ほど。6年生の一教室をそのまま茶室にしても

可能な人数でした。しかし今年は過去最多の46名（加えて3名の

教員）の参加です。児童の人数が多いということは、参加してくだ

さる保護者の方も多くなるわけですから、おもてなしをしてくださる

側―ショーイングジャパンの皆様のご苦労が目に見えるようでし

た。 

小６茶道教室体験  



Gulf    Stream 9 Gulf    Stream 

 

 

今月のうたは「しょじょじのたぬきばやし」。初め

て歌うというちびっ子が多くいましたよ。 

今月のお楽しみは、パネルシアターで「まんま

るさん」を披露しました。パネルシアターにいろん

な色の丸が出てきます。丸に隠れているのは誰

かな？ちびっ子たちはどんどん答えてくれました

ね。 

 

そのほかに、こんなこともしました。 

・今月の身体あそびは「パンダうさぎコアラ」。

曲に合わせてパンダ、うさぎ、コアラになります。

だんだんスピードが速くなる動きに、ついてこられ

たかな？ 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞ 

11月 6日（金） 10時30分～ 

11月 7日（土）  9時30分～ 

12月 8日（火） 10時30分～ 

12月12日（土）  9時30分～ 

＜読み聞かせの会＞  

11月20日（金）10時30分～赤ちゃんから就学前ぐらいの 

                                     お子さんを対象とした絵本 

（注）初めての平日開催です。 

      お間違いのないようにお越しください。 

12月5日（土)9時30分～三歳以上を対象とした絵本 

          10時～      三歳未満を対象とした絵本 

2016年 

1月15日（金)10時30分～ 赤ちゃんから就学前ぐらいの 

                                     お子さんを対象とした絵本 

 

＊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コミュニティーサイトの

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、次のアドレス

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@yahoo.co.jp 

 

「あそぼーかい」は夏休み後、久しぶりの開催

となりました。9月11日（金）の「あそぼーかい」に

は、朝からの豪雨にもかかわらず元気にちびっ

子たちが来てくれましたし、12日（土）はキッズ

ルームがいっぱいになる程のちびっ子たちが集

まってくれました。 

 

9月のテーマは、「お月見」です。まんまるお

月さまのように、丸いものに注目してみました。 

 はじめのあいさつでは、トラお君・トラ子ちゃ

んと「お月見」についてお話をしました。  

 

 

「あそぼーかい」 

そんな中で子供の成長を感じられる大切な一

瞬がありました。2013年の年末に初めて訪れた

ビッグベンド国立公園でしたが、その時は切り立

つ岩場を含めた毎日の山登りでクタクタに。それ

でも頂上の美しい景色と夜の満天の星空が忘

れられずに翌年再来訪。この年は異例の寒さで

子供達は積雪にはしゃぎつつも、毎日ロッジが

長時間停電するという緊張の滞在。それでも毎

日果敢に散策を決行していたある日の登山中

の事、急な雨でずぶ濡れになっても落ち着いて

帰り道へ向かって先頭を歩き、まだ停電中のロッ

ジに着いてからも、弱音も吐かずに淡々と自分と

弟の濡れた靴の泥を落としながらふと見せてく

れた長女の安堵の笑顔は、この上なく輝いてい

ました。 

多国籍の現地校でも、最初は一言も英語が

話せなかった2人が2年経ってやっと自分の選ん

だ言葉で先生や友達と話す程に。当初は分厚

駐妻のヒューストン日記 

い言葉の壁や文化の違いに戸惑いましたが、

上の子は「みんな違って面白い」と言いながら

休まず登校でき、意外に繊細な下の子は、プリ

スクール時代に色々な方にお世話になりながら

やっと自分の落ち着く場所を見つけ、いよいよ

この8月からKinderに入学しました。 

子供達の前向きな姿と日本の家族を含めた

周りの方の温かな励ましの中で、私も日々の食

事とパン作り、英語の勉強を兼ねて週に3,4回

のジム通いに勤しみ、アンティーク鑑賞も楽し

む余裕ができました。 

この先もどんな楽しみが待っているかとワクワ

クしながら、残りの生活を安全で実りあるものに

なるように一家で頑張っていきたいと思いま

す。 

第13３回 豊田 あゆみさん 

主人の転勤に伴い2012年の年末からKatyに移

り住み、2年8ヶ月が経過。私にとっては2度目のア

メリカ生活で、最初の滞在時はNYで夫婦2人だけ

の自由な生活でしたが、今回は身近に知り合いも

いない中での子供達の世話・苦手な車の運転・拙

い英語を駆使しての学校の先生や父兄との会話、

と日本では求められなかったことを身につけなくて

はならなくなった今回の生活は私には過酷で、し

ばらく気持ちが落ち着きませんでした。そんな頼り

ない私にとって、当初からいつも優しく支えてくだ

さる先輩方や、家や子供の学年が近く、親子で楽

しい時間を一緒に過ごしてくれている友人達の存

在が大きな心の拠り所。この場をお借りして皆様に

心から感謝の気持ちを表したいと思います。 

一旦慣れてみるとこの広いテキサスでの生活は

子供達を楽しませてくれる場所が豊富で退屈知ら

ず。家も庭もスーパーもエリアプールもトランポリン

場も動物園も全て大きく、休暇には自然の中でも

テーマパークの中でも、観察力と想像力を働かせ

て思い切り楽しめるなんて私の幼少期に比べたら

夢のようです。 

・おたんじょう会を楽しみに来てくれたちびっ子も

多くいましたね！ 

・今月の工作は「ぬりえ」。お月見はもちろん、食欲

の秋、敬老の日などのぬりえに、クレヨンで元気よく

塗ってくれました。 
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（日本ロボット外科学会、ホームページより借用） 

 
技術の進歩によって使用するCCDカメラは拡大視も鮮明で肉眼よりも細

かな観察が可能です。現在では3D化も進んでいます。何より、これまでの

手術と異なり執刀医も助手も手術室のその他のスタッフも皆が同じモニ

ターで同じ視野を共有できることは安全管理・教育の面でも大きな利点だ

と思います。一般的な胃の手術であれば、従来10数cmの開腹を行ってい

たのが1cm前後の傷4-5か所と胃を摘出するための4-5cmの追加切開で十

分! となったわけです。傷は小さいほど痛みも減ります。傷が小さいほど

感染症のリスクも減ります。その分、術後に使用する薬剤（鎮痛剤、抗生剤

等）も減り、最終的には入院期間の短縮まで実現しています。日本におい

ては1990年の胆のう手術に始まり、今やほとんどの分野で鏡視下手術は

保険適応化された一般的な術式となってます。そして、現在さらなる進化

を遂げたのがいわゆるロボット支援手術です。とは言っても人工知能が自

動で手術を行う!とかSF小説の様な話ではなく、あくまで全ての操作は

我々外科医が行います。ではなにが‟ロボット”なのかと言うと、非常に繊

細な作業ができる多関節型の小さな‟アーム”や高性能3Dカメラを遠隔

操作できるシステムであると言えます。その名も‟da Vinci (ダ・ヴィン

チ)”!!。コンピューター制御されたアーム操作は慣れれば米粒に漢字を

書くことも可能にする程です。さらに理論的には国を超えた超遠距離でも

遠隔操作での手術が可能なのです。（とか言いつつ日本ではまだ普及が

進んでおらず、私も触れたことはありません…）。何だか医療機器メーカー

の宣伝っぽくなってきたので閑話休題。  

これらの‟傷を小さく”する努力とその技術の進歩はいまなお続いてい

ます。しかしそれだけでは低侵襲手術は完成しません。いくら精密な手術

を行ったとしてもだらだらと長い時間をかけては意味がなくなってしまいま

す。そのため、外科医は従来の開腹手術に加え、鏡視下手術のテクニック

も修練しなければなりません。ですので、いち外科医としては現在は手術

修練が行えないもどかしさを感じる日々でもあります。では何故に外科医

が癌研究のために海外留学をするのかと言えば、癌治療は手術だけでは

成り立たないからです。世界中の医師・研究者が癌と細胞レベル、ひいて

は遺伝子レベルで向き合い、新しい知見を積み重ね共有していくことで次

の新しい治療が生まれます。化学療法（抗がん剤等）や放射線治療を含

め、外科手術もあくまでその治療法の中の一手段にしかすぎません。お腹

の中に直接化学療法の薬剤を注入するために腹腔内リザーバーポートと

いう器具を設置する手術もあります。全体的にみればこれも治療の一環と

しての低侵襲手術と言えます。 

最後になりますが、‟最新の治療”や‟先進医療”がイコール‟治療効

果が高い治療”とはならないこともあるということを注記しておきます。手

術もしかり、生身の手でなければどうにもならない場面も多々存在します。

あくまで手術という治療法の中で選択肢が増え、よりよい医療を提供する

ための環境が日進月歩している、ということをお伝えしたく筆をとらせて頂

きました。  

 

第132回 
         低侵襲手術 

このページでは医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターにリレー方式でご登場頂き、 

健康と医療についてお話して頂きます。 

前回の久松武志先生から消化器外科ご専門の松下大輔先生にバトンが移りました。 

 Houstonのみなさん、こんにちは。近頃、出身地にある桜島(活火山)の

動向が気になる松下と申します。2015年4月よりMD Andersonで癌に関

する研究をしています。渡米以前は鹿児島大学病院で消化器外科医と

して昼夜を問わず働いていました。そんなわけで渡米後の生活は楽しく

て仕方ありません。 

 さて、今回は最近の外科手術についてちょっと触れてみようと思いま

す。まず私が専門とする消化器外科は一般的には食道、胃、小腸、大

腸、肝臓、胆のう、膵臓を主に扱います。主な対象疾患は癌です。ひと昔

前にはこれらの臓器の手術は開腹手術が行われていました。特に食道

の手術は開胸・開腹・首の3か所の操作が必要となる大手術になります。

「手術創（傷）の大きさ」や「手術時間」「全身麻酔時間」「出血量」などを

合わせて「手術侵襲」と考えるならば、それぞれの時間・面積・量を全て

減らすことが理想的な「低侵襲」手術と言えるでしょう。その低侵襲に向け

ての技術の一つが、いまや全世界的に普及している腹腔鏡（胸腔鏡）を

用いた鏡視下手術です。例えば、まず目の代わりに直径0.5~1cmの細長

いカメラを挿入します。次いでCO2（酸素では引火の危険がある）を注入

し膨らませてスペースを確保します。手指の代わりに直径5mm程度の長

い鉗子（マジックハンドのようなもの）を挿入し、必要に応じて電気や超音

波を用いた特殊な切開装置に入れ替えたりして手術を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（OLYMPUS社、ホームページより借用） 

松 下 大 輔      

医師 （鹿児島大学病院・MD Anderson Cancer Center研究員）  

    

 次回は消化器内科がご専門の魚谷先生です。現在はベイラー大学に

ご留学中です。ワイルドな風貌とはうらはらにとても接しやすくfrankな先

生です。  

胆のう摘出手術における比較 

     開腹手術       内視鏡外科手術 
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口腔アレルギー症候群（OAS）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  

 亜熱帯性気候のヒューストンですが、いよいよ秋らしい気候となりま

した。皆様如何お過ごしでいらっしゃいますでしょうか。先月号では食

物アレルギーについて述べましたが、今回はより軽い食物アレルギー

と考えられている口腔アレルギー症候群(Oral Allergy Syndrome or 

OAS) について書いていきたいと思います。 

 

  口腔アレルギー症候群（OAS）は、花粉症に罹患している患者さん

が生の果物や野菜を食べたときに、口の中や喉が痒くなったり、腫れ

たり、違和感を自覚されたりする病態です。今このコラムをお読みの方

の中にも、モモやリンゴ、きゅうりやメロンなどに反応される方がいらっ

しゃることでしょう。これはアレルギーのある花粉と果物や野菜の蛋白

の構造が似ていて、交差反応を起こすことから起こる現象です。殆ど

の場合は原因となる果物や野菜を食べた直後に、口や喉の症状が自

覚されます。症状は大抵口や喉など食物が通過したところに限定する

ことが多く、アナフィラキシー・全身性の症状は非常に少ないのが特徴

です。 

 

  原因となる花粉や食物は様々です。例えばカバの木の花粉に感

作されている場合、そのうち50-75%の患者さんはリンゴやセロリを食べ

ると上記のような症状がみられるとされています。その他交差反応する

花粉と食物のリストを表にしてみましたので、ご覧ください。 

 

 

   

  口腔アレルギー症候群（OAS）を検査する特異的なテストはないのです

が、花粉のアレルギーテストや臨床症状から診断に至ります。食物アレル

ギーは幼少のお子さんに頻繁にみられるのに対し、口腔アレルギー症候群

（OAS）の患者さんはもっと年齢が上で10代以降のことが多いです。鑑別の

上で注意したいのは、こういった反応が軽度の食物アレルギーによることも

ありますので、症状が口や喉の違和感以上であったり、原因の食べ物がナッ

ツなど野菜・果物以外の食物であれば、口腔アレルギー症候群（OAS）より

食物アレルギーを疑い、専門医を受診されることを強くお薦め致します。 

 

  対策としては、原因食物を避ける以外に、果物や野菜の皮をむいて食す

ると原因となるアレルギーの大半を除去できるので有効とされています。ま

た、経口の抗ヒスタミン受容体阻害薬（べナドリル、クラリチン、ジルテック、ア

レグラなど）も有効とされます。また花粉のアレルギーを根本的に治療するア

レルギー減感作療法も効果があると報告されています。 

 

医師 小川リール好子 

東京大学医学部医学科卒。2012年にCenter for Allergy and Asthma of 

Texasを開業し、ヒューストンとウッドランズのクリニックにて日々臨床に従事。

米国アレルギー免疫専門医、米国内科専門医、日本医師免許保有。 

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。 

 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8回目

は、岡崎先生にお聞きしました。 

 岡崎尚子 先生 
勤務年数： 21年  

ビザの種類：グリーンカード 
 

Q  

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. 学習、学級活動に熱心に取り組む児童の姿を見る時、児童

生徒の成長や活躍を補習校で見る時。卒業後、国内外で活躍

する姿を見たり、聞いたりする時。  

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. 補習校教員の仕事は学級経営だけではありません。私は、

今までに学校行事に関わる仕事、体育委員長、行事委員長、

研究委員長、学部主任、副教務などいくつかの責任者を経験し

てきました。学校行事等は、基本的に委員長がまず計画案を出

します。前年度の資料が全く使えないことがあるため、自宅で長

い時間、詳細について格闘することもしばしば。運動会、卒業

式、入学式、研究発表会、講演会など無事に業務を完了するま

でのストレスはとても高いです。近年は、卒業入学式の2部制の

導入に頭を痛めました。しかしながら、立案した内容が大変なも

のであっても、保護者の皆様と補習校の先生方が協力し、全面

的に支えてくださるので、何年も続けられるのだろうと思います。 

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.  学齢期のお子さんがいらっしゃる方―私自身、9年間2人の

息子達が補習校に在籍しました。家族の世話をしながら、仕事

を続けて行くことは楽ではありませんでしたが、息子達に母親の

顔以外の働く姿を見せることができるよい機会でした。また、教

員と保護者の立場もよく理解できました。お父様が小さいお子さ

んの面倒を見ることができるのであれば、父親と子どもの密な関

係も構築できるでしょう。どの方にとっても教えることは、学ぶこと

につながるはずです。教えることで、児童生徒から教えられ、ま

た学べるチャンスを与えてくれる職業だと思います。  

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. 日本で教員をしていた時、帰国子

女教育、国際理解教育の専科を担当し

ていた年度がありました。帰国子女教育

では、駐在を終えて帰国された保護者

の方との面談、必要に応じて取り出し授

業を行い、児童がスムーズに学校生活

に溶け込める支援を行っていました。ま

た、国際理解教育では、当時、公立の

小学 校で は 珍し かっ た 外 国 人講師

（JET）とのティームティーチング、日本赤十字活動の参加と全

校を挙げてシエラレオネに文具を送る活動を行いました。 

 ヒューストンに移住後、日本で支援をしていた児童たちが海外

でどのような生活をしていたのか大変興味をもっていたため、勤

務を希望しました。 

Q. どのような教員になりたいと思っていますか？ 

A. 補習校は学校であり、塾のように知識を詰め込む環境では

ありません。42回の登校で必要な知識は広く浅く学ぶことはでき

ます。補習校での一番の意義は、集団生活をすることで学べる

こと。子どもたちが、学習・学級活動を通して、友達や先生方と

の交流を持ち、日本の文化、考えや習慣、コミュニケーションを

学び実践できることです。私は、子どもたち一人一人が、将来補

習校に通ってよかったと思えるクラスを担う教員になりたいと考

えています。 

Q. 現在、何を教えていらっしゃいますか？ 

A. 小学部6年生 国語・算数・社会 

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. 日本で勤務をしていた時、帰国された方の中にはリバース

カルチャーショックに苦しむお子さんや保護者の方がいらっしゃ

いました。学習面の後れを取り戻すのが大変なお子さんもいま

した。ヒューストンを見る限り、常にアンテナをたてて情報を収集

し、帰国を視野に入れ準備をされており、素晴らしいと思いま

す。補習校に通う子どもたちが、これほど忙しいとは、日本で教

員をしていたときは、実感としてありませんでした。 

花粉 食物 

カバ科の木  リンゴ、キウイ、モモ、ナシ、プラム、ニンジンなど 

イネ科の草（オオアワ

ガエリ、カモガヤ等）  
モモ、セロリ、トマト、スイカ 

ブタクサ メロン、カンタロープ、スイカ、トマト、ズッキーニ、

カモミール 
ヨモギ パセリ、カリフラワー、ブロッコリー 
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あなたの写真で 

商工会名簿の表紙を飾りませんか？ 
 

商工会では2015-2016商工会名簿の表紙に使

用する写真を下記のとおり募集しています。 

 

◆写真の題材： 

テキサスらしい風景や動植物、建物、イベン

トなどで商工会名簿の表紙に相応しいもの。 

◆提出方法： 

写真のファイル（jpeg形式）を提出先メール

アドレス宛に送付してください。 

メール本文に写真についての簡単な説明、

及び氏名と連絡先を明記してください。  

なお、写真は未発表のものに限ります。ま

た、写真の著作権は商工会に属します。 

◆選定方法： 

応募者が複数の場合は、商工会で選定し、

後日結果をガルフ誌面にて発表します。 

◆応募締切：  11月17日（火） 

◆提出先及び連絡先： 

商工会事務局  
Tel: 281-493-1512   

e-mail: assist@jbahouston.org 
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No.91 

Sep.26~: Pumpkin Patch @ Dewberry Farm  

(Dewberry Farm 7705 FM 362 Brookshire, TX 

77423) 281-934-3276  

Children 2 and under: FREE General Admission 

Kids (age 3-54) $12.00 (tax included) Seniors 55+ 

$8.00 (tax included)  www.dewberryfarm.com  

 

Oct.10-Nov.29: Texas Renaissance Festi-

val (21778 FM1774 Plantersville, TX 77363) 800-

458-2391  

Each individual for $26. Kids (12 and under) get in 

free on Sundays. Please see the discount on its 

website  www.texrenfest.com,  The sights, sounds, 

tastes and beauty of the 16th century come alive 

for eight spectacular weekends.   

 

Oct.31: 16th Annual Halloween Boo Bash for 

Kidz @ Traders Village (7979 Nor th Eldr idge 

Road near Highway 290) 281-890-5500   

The first 250 kids to arrive in costume 

will get a special gift from Traders 

Village. Please see their website 

http://tradersvillage.com/houston/

events/16th-annual-boo-bash  
 

Oct.29-Nov.1: International Quilt Festival @ 

George Convention Center.  

International Quilt Festival-Houston with its inter-

esting spread of quilting machinery, threads, sew-

ing tools, filling materials, covering fiber, antique 

quilts and such others makes for one of the world’s 

best quilt and bedding textile show.  $12 adults/$9 

seniors & students children 10 and under free.  

http://quilts.com/home/shows/viewer.php?

page=FallFestival 

商工会名簿表紙写真 

募集のお知らせ 

編  集  後  記 

朝晩に少し肌寒いと感じる日もあり、ドングリ

など木の実を見るようになってきましたが、皆

様いかがおすごしでしょうか？在ヒューストン

日本商工会も10月から新年度になりました。 

今号のガルフストリームは、新会長のご挨

拶、ゴルフのテキサス会の報告、改修工事に

かかる日本庭園のその三、敬愛の日、茶道教

室、臨場感あふれる報告のダラス-ヒューストン

の親善ソフトボール大会、前号紹介の医療保

険制度につづき初めての方には分かりづらい

アメリカの歯科医療や、駐妻日記、ピーカン

キッズ、また、患者負担の少ない「低侵襲手

術」を紹介のテキサス・メディカル、先生体験

記、アレルギー、そして、ヒューストン知っとん

物語、Houston Walkerなどの内容となっていま

す。今年度も「ガルフストリーム」を宜しくお願

い申し上げます。                      （佐藤大地） 
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