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ライブ音楽 

The Cynthia Woods Mitchell Pavilion:  
 http://www.woodlandscenter.org/ 
House of Blues Houston:  
 http://www.houseofblues.com/ 
Bayou Music Center:  
 http://www.livenation.com/Verizon-Wireless-

Theater-tickets-Houston/venue/98584 
Jones Hall: http://www.houstonsymphony.org/ 
Toyota Center: http://
www.houstontoyotacenter.com/ 
Miller Outdoor Theatre:  
 http://milleroutdoortheatre.com/  
Reliant Park:  
 http://www.reliantpark.com/calendar 

*Main Street Theater—Rice Village (2540 Times 
Blvd.) 713-524-6706 www.mainstreettheater.com  
*Wortham Theater Center (501 Texas) 832-487-
7041 www.houstonfirsttheaters.com/Wortham 
Center.aspx  
*Alley Theatre (615 Texas) 713-220-5700 
www.alleytheatre.org  
*Hobby Center (800 Bagby) 713-315-2525 
www.thehobbycenter.org 

<The Museum of Fine Arts Houston>  
(713-639-7300 visitorservices@mfah.org 
www.mfah.org 木曜は入場無料) 
<Contemporary Arts Museum Houston>
(www.camh.org) 
<Houston Museum of Natural Science> 
(One Hermann Circle Drive 713-639-4629 
www.hmns.org) 
<The Menil Collection> 
(1515 Sul Ross 713-525-9400  
http://www.menil.org 入場無料 Open: Wed-
Sun 11:00am-7:00pm)  
 

編  集  後  記 
 

 11月末に社用で日本に一時帰国しました。鞄に

ノートPCを入れて電車で通勤すると、さすがに重く

感じます。ヒューストンと違って車で運ぶわけには行

かないので、何日も続くと体が疲れます。同僚が最

新で薄型のPCを使っていると、軽くていいなと感じ

ます。 
 さて、今月号の現地校体験記には、お子さんが教

科書を初めて学校から持ち帰ったとき、それが百科

事典のように大きくて重かったので、お母さんが

びっくりされたという話題が載っています。日本の教

科書は軽くて薄く、生徒が家に持ち帰って予習・復

習をするものですが、米国の教科書は昔から分厚

いハードカバーで、生徒は学校に置いたままにする

そうです。日米のカルチャーの違いの1つですが、

今後、「キンドル」のようなPCが学校で使われるよう

になったら両国の教科書がどうなるか、大いに気に

なります。                 （白木 秀明） 
 

ガルフ編集委員として11月号から編集に携わる

ことになりました。ひとり息子が大学に入り時間に余

裕ができたことと、昨年度、婦人部委員をしていたご

縁から軽い気持ちでお受けしたものの、改めて日本

語表現のむずかしさを痛感し、意匠惨憺していま

す。こちらに来て早3年。これまでショーイングジャパ

ンの一員として日本舞踊や茶道などの日本文化を

現地の方にお届けするボランティア活動をしてきま

したが、これからはさらなるチャレンジとなりそうで

す。とは言え、頭の中の引き出しはすっかり錆びつ

いていて、「これを上手く表現する言葉が浮かばな

い」  「えーっと、ここまで出て来ているのだけれ

ど……」。このようなもどかしさを感じることが日常茶

飯事です。それだけに、何の前触れもなくスルッと

引き出しから言葉が出てくる瞬間には何とも言えな

い爽快感が味わえます。       （稲尾久美子） 

  ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

 毎年恒例の六者交流会（通称 六者会）が今年は11
月8日、9日、サンアントニオにて、合計130名の参加者

をお迎えし開催致しました。当日の雰囲気をちりばめ

て時間を追ってご紹介します。 

１．プラントツアー 
 正午過ぎ、Eilanホテルに集合。3台の観光バスに乗り

一路トヨタ自動車テキサスのプラントツアーに向かいま

した。バスには、サンアントニオ日本企業会のメンバー

がガイドとして添乗し、町の歴史、建物の紹介、観光地

リバーウォークのできた経緯、トヨタの工場での注意事

項などをご説明し、皆様を和やかな雰囲気でお迎え致

しました。メンバーには、以前実際にサンアントニオで

ガイドをやっていた人もおり、皆、晴れ舞台のつもりで

張り切っておりました。皆様を乗せたバスは、まずトヨタ

の工場の敷地内にあるビジターセンターに到着しまし

た。 トヨタ自動車テキサスの尾上CORPORATE AD-
VISORからの歓迎の挨拶があり、その後、ビデオ、展

示コーナー、工場トラムツアーの3組に分かれてそれぞ

れの順で約1時間半のプラントツアーにはいりました。 

今年新しくなった大型トラック、タンドラと、中型トラック

のタコマがトヨタ生産方式で造られている組立ラインを

見ていただきました。お土産は、スペースシャトルを

引っ張るタンドラのステッカーでした。 

２. レセプション 
 またバスでホテルに戻り、一時間ほどの自由時間の

あと、17時45分からレセプションが始まりました。サンア

ントニオ シンフォニーの弦楽四重奏の奏でる演奏の

中、皆様は名刺交換から始まり、すぐにそれぞれの都

市のお話で盛り上がっていました。演奏していたのは、

「ともだちカルテット」という名前で、ビオラ奏者（岡田さ

ん、日本人）チェロ奏者（奥様が日本人）、バイオリン奏

者2人（元山形フィルハーモニー楽団員と、叔父様が

東京でバイオリンの製造販売をしている方）という皆さ

んで、すべて日本にゆかりがある方々で構成されてい

ました。 

３．交流会 
 交流会の始まりは、尾上サンアントニオ日本企業

会々長の挨拶、今年10月に着任された在ヒューストン

の髙岡総領事からのご挨拶、乾杯で会食に入りまし

た。六都市の紹介プレゼンテーションでは、各都市代

表で発表された方々のお話がお上手で、会場にいる

第18回テキサス州 

六者交流会開催  

 

130名のご出席者は皆、スクリーンに集中して、笑い

が絶えない40分でした。各都市共に、治安の程度、

補習校の維持については共通の話題になります。皆

様やはり自分が住んでいる都市のランキングは気に

なるところでした。エルパソが米国内で一番安全な都

市と順位つけられる一方で、そのメキシコ側の隣接都

市ファーレスでは、以前より傾向は良くなってきたとい

うものの、毎日誰かが殺人事件に巻き込まれ、路上強

盗、恐喝が常時発生していると聴いて、多くの皆様か

らため息のような重苦しい反応も聞こえてきました。そ

の後、講師でお招きしたサンアントニオ シンフォニー

の副指揮者 藤本亜希子さんにアメリカでの奮闘記を

ご講演頂きました。中学時代から米国在住で、心理

学専攻から音楽の道に入り、色々な楽団の指揮者を

経験しながら、昨年からサンアントニオシンフォニーと

契約したとのことでした。これまでの経験や言葉が通

じないため苦しかったときのことも明るく話され、「オー

ケストラのステージで唯一音を出さない音楽家」として

のプロ意識というものを感じた講演でした。交流会の

最後は、日本航空様からのシカゴ~成田往復航空券

（プレミアムエコノミー）、JTB様の旅行券、Eilanホテル

のお食事券などが当たる特別抽選会でまた盛り上が

りました。懇親会がお開きになってもレセプションルー

ムでグラス片手にお話を続けられる方も多くいらっ

しゃいましたが、ホテルがドリンクバーを片付けたた

め、仕方なく解散になったのが夜の10時頃でした。 

４．ゴルフ会 
 翌日は、前夜からの小雨がやまず、肌寒い中、ラ・

カンテラ・リゾートコースで懇親ゴルフ会を開催しまし

た。途中から天候も回復し、皆様は思い思いのスコア

で楽しまれました。結果は、ダラスからご参加の田中

さ ん が見事 優勝 さ れまし た（お めで と うご ざい ま

す！）。午後3時には解散し、無事にすべてのイベント

を終了しました。 
 
 最後になりましたが、この行事運営に際し、関係の

皆様にご協力をいただき、心から感謝いたします。 
 
 来年はエルパソでの開催予定です。皆様とまた再

会できることを楽しみにしております。 
 

（記録：サンアントニオ日本企業会事務局 小嶋邦義）  

交流会最初の名刺交換 

トヨタ自動車テキサス  正面ホール 

NBA/Houston Rockets 
http://www.nba.com/rockets/  
NFL/Houston Texans @ Reliant Stadium 
http://www.houstontexans.com 

January 19 @  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 oth-
ers about their cause.  
http://www.chevronhoustonmarathon.com/ 
 
Until December 22@ Trader’s Village 2013 Holi-
day Market with Santa Claus: Santa is at Traders 
Village this weekend to meet and greet. It only $5 
to take pictures with Santa. Free to enter the mar-
ket. $3 to park your car. http://tradersvillage.com/
houston/events/2013-holiday-market-with-santa-
claus-5-photos 
 
January 3-12  @Houston Boat Show 通常の入場

料大人10ドル子供12歳以下4ドル。Reliant Center
駐 車 場 料 金＄5。1000以 上 の ボ ー トや Ｒ Ｖ(レ
ジャーカー)が展示される予定になっています。日

本ではなかなか見られないＲＶを見に行ってみま

せんか？www.houstonboatshows.com/ 
 
January 20 @ 10:00am  20th Annual Martin 
Luther King Jr. Parade@San Jacinto St & Elgin 
Street Houston Celebrating! its 20th Anniversary, 
the MLK Grande Parade is the third largest Parade 
in the U.S. behind The Rose Parade and The Ma-
cy’s Day Parade.  will view The Parade on TV.  
http://www.mlkgrandeparade.org/grande_parade 
.html 

スポーツ 

その他 

劇・エンターテインメント 

テキサス州六者交流会は、テキサス州6都市（ヒューストン、ダラス、サンアントニオ、オースティン、エルパ

ソ、マッカラン）の商工会・企業会等が、情報交換や親睦を目的に毎年秋に持ちまわりで開催するもので、

今年で18回目となりました。今年主催されたサンアントニオ日本企業会から交流会の記事をご寄稿いただ

きました。 

高杉第一副会長 活動報告 

尾上夫妻、藤本様、総領事夫妻  

ともだちカルテット （サンアントニオシンフォニー楽団員） 

総領事館より イベントのお知らせ 

今までガルフストリームの誌上でもたびたびご紹介してまいりましたが、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. 日本映画上映会 
 今年、2020年のオリンピックの開催が東京に決まったことを記念して、初め

ての東京オリンピックに関係する映画と、オリンピック競技である卓球を題材

とした映画を上映いたします。 

上映作品： Always三丁目の夕日 ‘64 （2012）、  

        ピンポン（2002） 
場所   ： ライス大学 
日時   ： 2014年1月下旬 

 ＊尚、映画は1日1本の上映で、2日間にわ

たっての上映会となります。日程と場所の詳細

は決まり次第、当館ウェブサイト（http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/
index_j.htm）で告知いたしますのでご確認ください。 

2. 第3回 Bentoコンテスト 
 今回で3回目を迎えるBentoコンテストとなりました。最終バトル

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い

でください。 
2014年1月23日（木）写真審査〆切 

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名の最終バトル出場者を決定い

たします。 
2014年2月1日（土） 最終バトル（弁当箱詰めコンテスト）、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。 
前回の映画上映会の様子 

前回のBentoコンテストの様子 

美術 
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  本郷いづみ さん 

「アメリカに行くことになってしまった」 

主人が私の職場にかけてきた一本の電話が、私

の人生を大きく変えた。 

 4歳の長男と2歳の長女を育てながら、天職とも
思える知的財産の仕事に10年間没頭してきた私
にとって、退職して駐在帯同することに躊躇がな

かったはずがない。しかし、私達夫婦のモットーは

「家族がいつも一緒にいること」職場で求められ続

けた英会話力も、日常生活から会得できるかもし

れない。迷いを振り切り、9ヶ月後にヒューストンの
地を踏んだ。 

 渡米後しばらくは、環境の変化や新しい友人作

りに必死だったが、それらが一段落した頃、急に

虚無感に襲われた。主人は新しい職場で奮闘し、

子供達はどんどん現地に順応して行く中、仕事を

なくした私に何ができるのだろう。友人に近所の日

本人テニスサークルを紹介され、運動経験の全く

ない状態で飛び込んだ。約20名のサークルは初
心者も多く、体を動かしながらのおしゃべりで、和

気あいあい。絶好の気分転換の場となり、元来、

一点集中型の私は、すっかりテニスにのめり込む

ようになった。 

 渡米から2年後、幼稚園生だった長女が小学校
に上がった時、ふと駐在生活を振り返って愕然と

した。確かにテニス中心の充実した時間を過ごす

ことができてはいる。しかし、当初の目的である

「英会話力の向上」はどこへ行ったのだろう。悩ん

だ末にひらめいたのは、「アメリカ人と英語でテニ

スをする」という単純なアイデア。英語に触れなが

ら、テニスも楽しめる、上手くいけば一石二鳥

だ！！ 

 まず、クリアレイクでアメリカ人女性のテニスリー

グ(CLWTA)があると聞いて調べてみた。メン
バー64名が実力別に4レベルに分かれ、対戦相
手を毎回組み替えながら、週に一度のダブルス

試合を楽しんでいるらしい。勇気を振り絞ってそ

の門を叩いたが、結果は惨敗。仲間意識の強い

地元リーグは、紹介のない者はお断りだったの

だ。それでも食い下がり、欠場者が出た時の臨

時プレーヤーとして、連絡先だけは登録してもら

えた。 

 次に調べたのはヒューストンリーグ、HLTA 
(http://www.hlta.com/index.cfm)。予め10～15名
のチームを結成し、そのチームをホームグラウン

ドとなるテニスクラブに所属させてから、リーグに

登録する。現在、243チームが11レベルに分か
れて登録され、週に一度の試合では、毎回違う

チームと4組のダブルス対戦をする。なるほど、ま
ずは地元の既存チームに入れてもらうのがよさ

そうだが、CLWTAで門前払いを食らった直後

に、上限たったの15名のチームにいきなり入部
志願する自信は全くなかった。 

 実際にHLTAで活躍している友人の勧めで、
近所のテニスクラブ数カ所に探りを入れる。クラ

ブのテニスコーチに所属チームの話を聞き、実

際にコーチのレッスンを受けて、自分のテニスを

見てもらう。すると、次々とテニスチームから連絡

が来た。コーチの発言力は想像以上に大きいよ

うだ。早速、連絡をくれたチームの練習に参加さ

せてもらう。若い主婦達のお気軽チームもあれ

ば、豪傑ぞろいの本気チーム、年配女性のほの

ぼのチームなど、随分と多彩だ。チームの雰囲

気や練習拠点となるテニスクラブ、チーム全体

のレベルなどを考慮し、3ヶ月後に一つのチーム
に入った。 

 そこからは怒涛の毎日だ。アメリカのテニスの

常識からチームワーク、日常会話からパー

ティーマナーまで、英語でどんどん新しい知識

が投入された。テニスを通じた人の輪も広がり、

念願かなってCLWTAでも入会許可が出た。現
在はHLTAチームの試合と練習、そして
CLWTAの試合に奔走する多忙な日々を送って
いる。しかし、この充実感が、以前の仕事のよう

に私を活性化させ、家事や育児にもより力が入

るようで、家族も応援してくれている。子供達も

テニスに興味を持ち始め、週末には家族全員で

テニスを楽しめるようにもなった。 

 人生の転機から5年、私にとっては冒険とも言
える貴重な経験をさせてくれた主人に、心から

感謝したい。 

 「ヒューストンテニス道」  日  時：平成25年11月20日（水）11：30～12：55 
場  所：住友商事社 会議室（10階） 
出席者：名誉会長、名誉会員1名、理事委員12名、事務局長 

欠席者：理事委員8名（会長委任 7名、委任未回答1名） 
司 会：金子公亮幹事 
 

１．商工会会長連絡（土光辰夫会長） 

ヒューストンの好調な経済状況の中、日本からの注目度が高まりつ 

つある一方、米国の状況が不透明で、最近の米国の存在感が下 

がり気味に感じられる。商工会では会員数も増えつつあることか 

ら、更なる情報共有と連携の強化が必要になる。引き続き各位の 

ご協力をお願いしたい。  

２．総領事館連絡（岩田慎也領事） 

岩田領事より下記2点の連絡があった。 

①天皇誕生日レセプション 

来る12月5日（木）午後6時から8時まで天皇誕生日レセプションを 

総領事公邸で開催。このレセプションには商工会役員と特命理 

事を招待する予定。1月中旬に開催の新年会については、商工 

会常任委員を対象にご招待の予定。 

②日本ブランド展示について 

同レセプションでの日本ブランド展示について検討中であり、展 

示を希望する日系企業があれば相談頂きたい。本年の展示で 

は、エネルギー、製造業、宇宙及び新幹線の４つのテーマを中 

心に、日本の存在感をアピールするものとしたい。 

３．テキサス州六者交流会終了報告（高杉禎第一副会長） 

去る11月8日（金）・9日（土）にサンアントニオで第18回テキサス州 

六者交流会が開催された。今年度ヒューストンからの参加者数が 

過去最多の40名強となった。8日は90名程の参加者によるトヨタ工 

場見学、同日夕刻はレセプション、懇親会での各地区活動報告、 

サンアントニオ交響楽団副指揮者の藤本亜希子女史による講演 

会が行われた。翌9日は小雨模様の早朝からゴルフコンペが行わ 

れ、2時に解散。来年度の商工会の活動報告の内容について、商 

工会の活動等だけでなくヒューストン市を詳しく紹介する内容への 

改善を検討していきたい。 

４．他団体関連報告（加藤眞人特命理事） 

①日本庭園関連 

去る11月16日（土）の午前中、商工会・日本人会・日米協会のボ 

ランティアによる庭園の清掃活動が行われた。案内の時期が遅 

れたため10名程と少人数ではあったが、当日の作業は予定通り 

に終了。また、恒例の日本人庭師による庭園維持・改修作業に

ついて、来年は2月末から3月初旬にかけて3名を招聘する予 

定。 

②ハーマンパーク関連 

来年2014年はハーマンパーク開園100周年の年となるため、記 

念事業としてHermann Park Conservancy が中心となって様々な 

関連行事を検討中（例：凧揚げなど）。 

③NAPE関連 

The North American Prospect Expo（NAPE）事務局からの申し出 

を受け、商工会の轟木エネルギー部会長と他団体対応担当の 

加藤特命理事が11月19日（火）に面談。NAPE事務局として日本 

企業の出展参加の協力依頼のほか、無料のツアーなどの申し出 

もあった。 

５．安全危機管理関連報告 

（ライブロック祐子事務局長：堀田宏樹特命理事代理） 

＊ハリケーン来襲時の三水会センター利用について 

昨年度9月度理事委員会で懸案となっていたハリケーン来襲時の 

総領事館対策本部三水会センター内設置に関し、三水会センター 

入居ビルの家主から対策本部設置の許可も取れたため、改めて総 

領事館から商工会・補習校に対する「要請書（案）」作成作業を進め 

ることとなった。要請書作成にあたり、借料や使用希望備品のリスト 

化、その他詳細についての検討を進めるため、12月に入り総領事 

館及び商工会安全危機管理委員会で引き続き話合いを行ってい 

く。 

６．委員会・部会関連事項 

①企画調査委員会（中溝丘企画調査委員長） 

＊為替講演会終了報告 

去る10月24日（木）の15時からFour Houston Center Conference  
Room にて為替講演会を開催。講師として三菱東京UFJ銀行 市場 

企画部チーフアナリストの内田稔氏より「アベノミクスと円相場の展 

望」について講演していただいた。 

＊メキシコセミナー開催について 

12月4日（水）午前10時から同じくFour Houston Center Conference  
Room にて、ジェトロ・メキシコ事務所の中島伸浩次長を講師として 

迎え、メキシコ政治・経済概況について講演いただく予定。 

②生活・情報委員会（大内裕子生活･情報委員長） 

＊三水会センター運営の注意事項について 

11月2日（土）に三水会センター入居ビルの家主から騒音に関する 

苦情が入った。原因としては、三水会センター前の一階ホール（三

階まで吹き抜け）で複数の子ども達が遊んだ際に生じた騒音に、2 
階のコンピューターラボ・テスト会場から苦情が来たため。今後の対 

策として注意喚起のフライヤーを作成して補習校保護者への配布、 

補習校教職員から子ども達への注意の呼びかけ依頼、図書館での 

フライヤー張出しと屋外直結ドアを出口として使用するなどを試みる 

こととする。 

＊古本市開催日程等について 

これまで古本市が婦人部委員会主催で行われてきたが、今年度同 

委員会が休会となった今、古本市事前準備・運営等に係るボラン 

ティア確保が不透明なため、今年度の古本市は少人数で可能な形 

で実施する。日程としては例年通り5月と10月頃とし、午前中4時間 

程度で開催できるように企画中。 

③スポーツ委員会 

（岡野夏井副会長兼スポーツ委員長：中村宏鉄鋼部会長代理） 

＊テキサス会ゴルフ関連 

11月24日（日）に第547回テキサス会ゴルフ「商工会会長杯」が 
WindRose Golf Clubで開催される。Thanksgiving休暇前の開催でも 

あり、当初参加人数が集まらないのではと懸念されたが、最終的に 

64名の参加となった。商品寄付についてもほぼこれまでのレベルと 

なり、現在組合せなどの連絡予定。 

＊商工会ソフトボール関連 

毎年行われるソフトボール決勝トーナメントはこれまでピクニック開 

催当日にThe Gordon Ranchで実施されてきたが、今般、この開催 

方法の見直しを検討すべく、正団体会員（会員企業）にアンケート 

を依頼することとする。見直しの背景として、トーナメント出場選手が 

ピクニック行事（BBQなど）やピクニックのボランティア活動への参加
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ヒューストン日本商工会 

山本 唯史 さん  

１．会社（親会社and/or当地現地法人）の

業務内容等について簡単にご説明くださ

い。 

 

 大阪ガス株式会社は近畿2府4県を供給

エリアとして都市ガス供給事業を行ってお

り、700万戸を超えるお客さまに都市ガスを

ご利用いただいています。都市ガス会社と

言えば地域に根ざす地元密着型公益事業

者のイメージが強いかも知れませんが、大

阪ガスグループは「大阪」、「ガス」の枠組

みを超えて新たな分野での事業拡大に

チャレンジして参りました。そのような取り組

みに海外エネルギー事業があり、当社は

大阪ガスの関係会社として2012年に設立

されました。現在、ヒューストンを拠点として

石油・ガスの資源開発及びLNG輸出プロ

ジェクトの推進を行っております。 

 2012年10月に最初の駐在員が赴任して

スタートした当社ですが、この1年間で社員

Osaka Gas Resources 
America Corporation  

会社紹介 

が10名まで増えました。また、この9月に引っ

越した新しい事務所で11月には事務所の開

所式を行いました。ヒューストンでの事業遂

行体制を一歩ずつ固め、今後更なる成長を

目指したいと考えています。  

   

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。 

 

 シェールガス革命に端を発する石油ガス

業界の活況により、ここが世界のエネルギー

産業の中心地であることを実感しています。

ヒューストンでは街中でビルやマンションが

建設され、数えきれない自動車が行き交うな

ど、成長を続けるこの街の力を強く感じてい

ます。 

 また、雄大な大地がどこまでも広がるテキ

サスとそこに住むおおらかな人々がとても印

象的です。以前に住んでいたことのあるコネ

ティカット州とは気候、風土や人々の気質が

大きく違い、アメリカの広大さを肌で実感して

います。ピックアップトラックやウェスタンブー

ツを街中で見かけることに、ようやく目が慣れ

てきた今日この頃です。  
 
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。（自己紹介） 

 

 昔から旅行が好きで、前回のアメリカ暮らし

の間には全米各地の見所を車で何日もかけ

て見てまわりました。その頃はまだ若く、連日

の長距離ドライブにも自信があったのです

が、ここテキサスはとにかく広すぎるのが悩

みの種。赴任からの１年間、南はサウスパー

ドレ、北はダラス、東はニューオリンズといっ

た近場の町への週末プチ旅行で肩慣らしを

しているところです。駐在期間中にまとまった

休みが取れればいつの日か、大阪で暮らし

ている家内や子供達を呼んで、まだ見ぬ土

地を訪れたいと思っています。  

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。前回開催後、約

2ヶ月という短期間で準備を行い慌

ただしい ものでしたが、鉄鋼部会

幹事団の結束を示すことができた

のではないかと思います。 

 ヒューストンに進出する日系企業

が拡大し、日本人が増えていく中、

テキサス会ゴルフコンペはヒュース

トンの様々な業種の方々と交流で

きるとても良い機会であると感じま

した。次回以降も更に盛大な大会

になるよう願っております。 

        （鉄鋼部会幹事一同）  

  

 去る11月24日（日）、第547回テキサス会「商工会会長杯」がヒュース

トン北側に位置するWindRose Golf Clubで開催されました。11月も後

半になるとヒューストンもかなり寒くなり、特に前日は激しい雨と低い

気温で当日の天気が心配されましたが、なんとか雨はやみ、気温

10℃を下回る寒い曇天ではありましたが、プレー中は雨も降らず無

事に開催することができました。日本ではこうした寒い中でもプレー

するのは普通ですが、ヒューストンではこの寒さの中でプレーする人

はいないのか、ゴルフ場を訪れる人は我々を除いて他には誰もいま

せんでした。 

 今回はThanksgiving dayの週の開催だったこともあり、ご案内後な

かなか人数が集まらず、ショットガンでプレーができる最小人数30名

を下回るのではと心配しましたが、最終的には前回の81名参加には

及ばないものの64名（内23名が初参加）の方々にご参加頂きました。 

 本大会はダブルペリア方式で争われ、Saaya Inc. の佐藤さんが総

合優勝及び男性部門で優勝されました。また女性部門でもなんと佐

藤夫人が優勝され、ご夫妻による男女完全制覇となりました。またベ

ストグロスは、今回鉄鋼部会幹事として表彰式司会をつとめて頂いた

Marubeni-Itochu Tubularsの田代さんの78というハイレベルなスコアで

した。今回テキサス会に初参加の商工会の土光会長から優勝者に賞

品が授与されました。皆様本当におめでとうございました。なお、今

回も多数の賞品のご寄付を商工会各社及び日本人会の皆様から頂

き、会を盛り上げることができました。この場を借りて厚く御礼申し上

 

総合＆男子優勝 佐藤さん 女性優勝 佐藤さん 

～ 商工会会長杯 ～ 

     ～あそぼーかい～ 

だ遊びは、日頃運動不足の私達スタッフにも良

いエクササイズとなっており、工作では、身近に

あるものを使って簡単にでき且つかわいいもの

を選ぶようにしております。 

 ああでもない、こうでもないと話し合って今月

のプログラムが決まりました。今月の歌は「まつ

ぼっくり」、パペットシアターは、今回初お披露

目となる「カチカチ山」。カチカチ山に出てくる

たぬきにちなんで手遊び「げんこつ山のたぬき

さん」と続きました。11月のお誕生日会の後の

工作では、枯れ木に紅葉した色とりどりの葉っ

ぱを貼って、みんなでもみじ狩りをしました。 

 今月もたくさんのちびっ子達が集まってくれた

「あそぼーかい」。楽しんで頂けましたでしょうか?

これからもスタッフ一同ますます楽しい「あそぼー

かい」になるよう頑張っていきたいと思っておりま

す。是非、お友達を誘って遊びに来てください!! 

 
 変更がある場合もございます。三水会セ

ンター内ポスターやヒューストンなびでもご

確認ください。 
 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 

●今後の開催予定 
＜あそぼーかい＞  

1月18日（土） 9時30分～ 
2月1日（土） 9時30分～  
3月1日（土） 9時30分～  

＜絵本読み聞かせの会＞ 

1月11日（土） 9時30分～ 3歳以上を対象とした絵本 

                   10時30分～ 3歳未満を対象とした絵本       

2月8日（土） 9時30分～ 3歳以上を対象とした絵本 

                10時30分～ 3歳未満を対象とした絵本       

3月8日（土） 9時30分～ 3歳以上を対象とした絵本 

                10時30分～ 3歳未満を対象とした絵本   

  「あそぼーかい」が発足して早いものでもうじき5年。当

初からのメンバー2名、そして今年の9月からの新メンバー

2名を迎え、現在11名のスタッフで頑張っております。 

 月2回の本番に向け、毎月1回のミーティングおよびリ

ハーサルを行ない、内容はその月ごとに季節や日本の行

事をテーマにメインの紙芝居やパペットシアター、エプロ

ンシアターを決めます。そして、今月の歌では昔から歌わ

れている童謡を選ぶようにしており、スタッフの出身地や年

齢? によって知っている曲、知らない曲など様々な話題で

毎回盛り上がります。ちびっこ達の大好きな手遊びやから

生活・情報委員会だより 

ベストグロス 田代さん 

が困難、ピクニックとソフトボール大会の 

開催目的の違いなどが挙げられる。アン 

ケートの結果は12月度の理事委員会報 

告にて報告。 

 

７．事務局関連事項 

（ライブロック祐子事務局長） 

①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： 

  2013年11月28日（木）～12月1日（日） 

三水会センター及び補習校事務局閉所 

期間： 

 2013年11月28日（木）～12月2日（月） 

 

②2013-2014年版会員名簿関連進捗報告 

改訂作業を終え業者へ印刷を外注。現 

在、校正刷り待ちの状況。遅くともクリス 

マス休暇前には全会員への配布完了を 

目標に作業を進めている。      
  

→ 議事録 2ページからの続き 
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編集委員会では医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターにリレー方式でご登場頂き、健康に関する話、 

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の田岡利宜也先生からUT School of Public Healthで研鑽を積まれている藤井健夫先生にバトンが移りました。  

 今回のタイトルを見て「一体なにがテーマなの

だろうか？」と思われた方も多くいらっしゃるので

はないでしょうか？私の肩書きを見てますますそ

の謎は深まったかもしれません。 

 もちろん私も日本では医師免許を持っており、

抗がん剤などの癌に対する薬剤治療を専門にし

ている内科医でありました。その内科医の肩書き

に一体なぜ、公衆衛生、生物統計などの文字が

踊ることになってしまったのでしょうか。今回は医

学と数学の関係を通して、現在の医学がどのよう

に発展してきたのかを紐解いていければと思いま

す。 

 

 さて、医学部は理系の学部であることはみなさ

んよくご存知だと思われます。大学受験の時には

国語や社会よりも数学や理科が得意という人も多

くいたものと思います。ただ、一度医学部に入学

してしまうと、当然医学を学ぶことになり数学を学

ぶ機会は多くありません。それは、医師になった

後、余計に顕著なものとなります。私自身も、研

修医として働き始めてからは、自身が一人の人間

として一人の医師として成長することに必死であ

り、毎日、目の前にいる患者さんに全力を尽くす

ことがすべてでありました。 

 

 そんな初期研修医時代も終った時、自身の

行っている医療、もっと大きく言えば世界中で行

われている西洋医学がどのようにして作られてい

るのかということを考える時間が出来ました。例え

ば、癌を例に挙げるのであれば、Aという抗がん

剤がXXX癌に使用されています。では、どうして

他にもある抗がん剤Bや抗がん剤Cではなくて抗

がん剤AがXXX癌には使用されるのでしょうか？

もちろん抗がん剤がこの世に3個しかないことは

なく、その他のものよりもこの抗がん剤AがXXX
癌の治療において優れているのはどうして決まっ

たものなのでしょうか？ここに「医学と数学」の強い

つながりが出てきます。 

 

 例えば、すでに存在する薬剤Aと薬剤Bのどちら

が適切な治療薬かを証明してみましょう。証明の

ためには実際に薬剤を投与してみて結果を見て

いくしか最終的には方法はありません。以後にいく

つかの投与した結果を示します。 

 

1. 5人の患者さんにAを他の5人の患者さんにBを

投与したところ、Aを投与した患者さんでは4人に、

Bを投与した患者さんでは3人に効果があり、他の

人には効果がありませんでした。 

 

 なんだかAの方が良さそうですが、5人中4人か5
人中3人かのごくわずかな差です。例えば、同じこ

とをもう一度やった時には「AもBも3人に効果があ

りました」という結果になるかもしれません。少し難

しくなってしまったので、サイコロに例えます。サイ

コロを振って「1」が出る確率は（サイコロが細工さ

れていない限り）1/6のはずです。では、サイコロを

6回ふったときに必ず1回「1の目」が出るでしょう

か？感覚的にわかるのは、「必ず」1回出る保証は

ありません。時には2回でたり0回の時もあるはずで

す、たまたま5回出るようなことがあるかもしれませ

ん。これを先ほどの薬剤で例えると、5人という少な

い人に投与しただけでは、次に同じことをした際に

は薬剤Aは5人中2人が薬剤Bは5人中4人が、なん

ていう結果になるかもしれません。 

 では、これはどうすればもっと信頼の出来る結果

に近づくのでしょうか？ここで登場するのが「数学」

です。サイコロの話に戻して答えを言ってしまうと、

サイコロをふる回数を増やしていく事でその実験

の結果がより信頼出来るようになります。6回では

なくて200回、300回とふってみるのです。結果はよ

り信頼出来るものになって、なおかつ我々の予想

どおりの1/6に近づくものと思われます。薬剤の場

合は、投与する患者さんの数を増やせばよいとい

うことになります。さて、医学と数学が少しずつつな

がり始めました。では、次の例を。 

 

2. 100人の患者さんにAを他の100人の患者さん

にBを投与したところ、Aを投与した患者さんでは

70人に、Bを投与した患者さんでは40人に効果が

あり、他の人には効果がありませんでした。 

 

 先ほどと同じですが、投与する人数が増えまし

た。結果を見ても「なんだか」よさそうですね。でも

まだ「なんだか」です。疑い深い私は「本当に」良

い結果なのかが気になります。さっきより、投与す

る人数も増えてますし、Aの方が随分とBよりも効

果があるようにも見えます。これでもなお「なんだ

か」と言われると困ったものです。では一体、①「何

人の患者さんに薬剤を投与すれば良いのか」②

「どの程度効果に差が出れば偶然ではなくて本当

に効果があると言えるのか」を考える必要がありま

す。皆さんの予想どおり、これももちろん数学が必

要となります。①も②も数学を使えば必要な患

者さんの人数、出てきた結果の真否の評価が

出来ます。 

 

 随分と医学と数学の関係性が見えてきました

ね。この数学を専門的に表現すると「統計学」

や「生物統計学」などと呼ばれます。私がいま

大学院で勉強しているのがこの生物統計学に

なります。ほとんどの疾患に対する治療が、統

計学を使用して「適切な患者さんの数」を計算

し、結果を「証明」することなどに使われていま

す。このような試験を何度も何度も繰り返すこと

によって最適の治療が作られています。もちろ

ん実際はもっと複雑な過程なのですが。 

 

 数学そして私が学んでいる生物統計学はこ

のようにして医学とつながります。 

 

 では、最後に一つだけ。先ほどの2つ目の例

です。薬剤Aの方が薬剤Bよりも「治療効果」が

あることが「数学的に証明された」としましょう。

この結果を持って、これからは薬剤Aを使用し

ていきましょうということになるでしょうか。答え

はもちろん「いいえ」です。例えば、治療効果

はAの方が良かったものの、副作用を見るとA
では80人が日常生活が送れない程の副作用

に苦しみ、Bでは10人であったとしたらどうで

しょう。これも非常に極端な例ではありますが、

ほとんどの人が副作用で日常生活も送れなく

なるような治療が本当に最適の治療でしょう

か。特に癌の治療に使われる薬剤の多くは副

作用を伴うものです。治療効果だけではなくそ

の副作用などすべてを検証して初めてその薬

剤が世の中に承認されているのです。 

 

 もちろん癌以外の領域でも同じです。高血圧

も糖尿病もほとんどの疾患に関して多くの研

究、試験の結果を基に今の西洋医学が成立し

ています。反対に言うと、世の中に認められて

いない薬剤は、効果が少ないか効果以上に副

作用が強いか、あるいはそれらの結果がまだ

わかっていないか、など数学的な証明が不足

している、あるいは倫理的に認められない理由

があるということになります。「数学と医学」、こ

の積み重ねによって安全で有効な治療方法が

作り出されています。ただやみくもに効果も副

作用もわからない治療を繰り返す時代ではなく

なったと言えます。 
 

第110回 

 

次回は、婦人科がご専門の塩崎隆也先生

です。（塩崎先生は、今年の10月から、三重

大学よりMD Andersonに臨床研究を勉強

するために来られています。塩崎先生は

MD Andersonでの共通の知人を通じて紹

介して頂きました。）  

医学と数学 
テキサス大学公衆衛生大学院修士課程   

生物統計学専攻  

 

藤井 健夫 

 
今後のドル円相場は、緩やかな円安基調の継続を予測 

 
（予想レンジ  

 2013年11～12月：95～104円、 

 2014年1～3月：96～106円、 

 2014年4～6月：97～107円、 

 2014年7～9月：98～108円） 
 
 2012年11月に野田首相が衆議院解散

を宣言して以降、ドルは対円で最大で3
割程度、現在も2割程度上昇した水準に

位置している。しかし、円を除く主要な8
通貨（※豪ドル、ニュージーランドドル、

英 ポ ン ド、ユ ー ロ、ス イ ス フ ラ ン、ノ ル

ウェークローネ、スウェーデンクローナ、

カナダドル）に対する値動きを平均する

と、ドルは概ね横這いで推移している。

すなわち、昨年来続くドル円の上昇は米

国側に起因する「ドル高」でなく、本邦側の要因に起因する「円安」が大きく

作用したものと考えられる。 
 
 長期的なドル円相場の動きを概観すると、これまでは概ねドル安円高の歴

史。この背景として、日米間の①経常収支の不均衡（赤字の米国と黒字の日

本）、②（常に日本よりも米国の方が高い）インフレ率の格差が挙げられよう。

しかし、足元では主に本邦側の要因によって、①および②のいずれにも変化

が起きており、ドル高・円安圧力がかかりやすい構図となってきた。 
 
 まず、①に関して言えば、日本の経常黒字が大幅に減少した結果、日米間

の経常収支の不均衡が縮小傾向にある。例えば、2002年から2011年を平均

して年間17兆円ほどあった経常黒字は、2012年には5兆円台にまで減少し、

円高圧力の緩和をもたらしている。経常黒字縮小の主因は、日本の貿易収

支の赤字への転落とその拡大である。東日本大震災後、エネルギー関連の

輸入が増加したことに加え、世界景気の低迷（IMFは2013年の全世界の経

済成長見通しを2.9%に下方修正）を受けて輸出も伸び悩むといったダブル

パンチによる。この2013年も9月までのペースが続くと仮定すると、年間の貿

易赤字は10兆円に迫ろうというもの。同じく2002年から2011年を平均すると年

間8兆円もの黒字であったことに照らせば、非常に大きな変化と言える。ま

た、貿易赤字そのものは来年以降も続く公算が大きい。 

 ②については、安倍政権の政策

に対する期待や日銀による異次

元緩和への期待から、円安が進

行し、輸入物価を押し上げた。日

銀が「物価安定の目標」とする生

鮮食品を除いた全国消費者物価

の前年比上昇率は8月に＋0.8%
まで上昇している。さらに、こうした

輸入インフレによる仕入れ価格の

上昇を受け、企業の販売価格も規

模や業種を問わず徐々に上昇し始めている。今後、日銀が目標としている

「2年後に2％の物価上昇」の達成は難しいかも知れない。しかし、前年比

「＋0.5～＋1.0%」程度の緩やかなインフレは十分に想定されよう。また、

2014年4月の消費税引き上げ後、景気が減速したり、物価の伸びが鈍化し

たりすれば、日銀による追加緩和の可能性も高まりそうだ。こうした日本の

インフレ率上昇は、日本円の実質金利（＝名目金利－インフレ率）の低下

を通じて円安要因となるだろう。特に2008年9月の金融危機以降のドル円

相場において、日米間の名目金利差よりも、実質金利差の方が相関が高

い。今後も日本の物価に緩やかな上昇圧力が加わる過程で、じわりと円安

圧力が加わりそうだ。 
 
 為替相場にとっては、米国側の要因も重要であり、FRBによる量的緩和

第3弾(QE3)の縮小を始めるタイミングが市場の注目を集めている。しかし、

現時点でドルの方向は読みづらく、方向性も出にくいと予想している。本

来、QE3縮小は米ドルの金利上昇によるドル高要因だ。しかし、2013年5月

にFRB議長がQE3縮小の可能性に言及し、米10年債利回りが1.6%台から

3.0%付近まで上昇したにもかかわらず、ドル円は概ね横這いかむしろドル

安円高となった。世界経済の成長率が3％にも届かないなかでの米国の

QE3縮小の開始は、株式市場や新興国からの資本流出を想起させ、市場

が混乱し、「リスク回避の円買い」に波及したためだ。また、米ドルは、景気

や株価の動きとそもそも逆行する性質がある。つまり、QE3の縮小を開始で

きるほど、景況感が改善した場合であっても、必ずしもドルが上昇する限り

ではない。加えて、来年は金融政策を決定するFOMC（連邦公開市場委

員会）の多くのメンバーも、議長を筆頭に構成が大きく変化する。ハト派とさ

れるイエレン現副議長が議長に就任する可能性が濃厚である一方、最もタ

カ派として知られるフィラデルフィア連銀のプロッサー総裁やダラス連銀の

フィッシャー総裁らが投票権を持つメンバーに加わる。 
 
 こうしたことから、今後のドル円相場は、円安に牽引され、緩やかなドル高

円安基調が継続するものと予測する。 

「アベノミクスとドル円相場の展望」 

Business  Seminar 為替講演会  

 2013年10月24日、4 Houston Center にて、三菱東京UFJ銀行ヒューストン出張所およびJETROヒューストン事務所共催の為替講演会が開催さ

れ、「アベノミクスとドル円相場の展望」について、三菱東京UFJ銀行市場企画部チーフアナリスト内田稔氏に講演頂きました。本記事は、その講

演を元に、三菱東京UFJ銀行米州金融市場部に寄稿頂いたものです。 

三菱東京UFJ銀行市場企画部 

チーフアナリスト      内田稔氏 



Gulf    Stream 8 Gulf    Stream 5 

45周年記念、日米協会GALA Party 開催  
 

 ヒューストン日米協会の2013年度Gala Party は、去る11月2日

（土）午後7時よりオムニホテルで開催されました。今年は45周年

記念として、祝い事などに使用される「水引」をテーマに開催さ

れ、新しくご赴任された髙岡総領事のご挨拶を頂きました。日米

の｢友情｣の架け橋となるべく、アメリカ側からはHonorary Chairとし

てシーファー元駐日大使に、日本側からはSpecial Guest Speaker
として槇原三菱商事（株）特別顧問（元社長）にご臨席頂きまし

た。お二人のスピーチは大変意味深いものがあり、シーファー大

使は日米同盟の重要さについて、槇原氏はアベノミクスについて

説明され、参列者の関心を引いておられました。シーファー元駐

日大使ご夫妻は翌日の早朝便にて日本に向かわれ、平成25年秋

の外国人叙勲で、日本、アメリカ合衆国間の友好親善及び相互

理解の促進に寄与されたことで旭日大綬章を受けられました。 こ

こに改めてお祝いし、同氏の益々のご活躍を祈念したいと思いま

す。 今年の参加者は300名を越える盛況ぶりで、一年に一度の

再会を楽しまれていた方々も多く、和やかな雰囲気のもとに

Showing Japanの花笠音頭も加わり、会が頂点に達したときに、髙 

 

 

Showing Japan  

 七五三写真撮影会報告  
 お天気にも恵まれた11月の良き日、三水会センターでショーイングジャパン

のボランティアによる七五三写真撮影会が行われました。2009年に始まったこ

の企画は今年で早5回目となり、毎年好評をいただいております。三水会セン

ターが現在の場所に引越したのを切っ掛けに始まりましたが、今ではすっかり

私たちにとっても大きな年中行事の一つとなりました。 

 毎年11月の土曜日2週にわたって行われますが、今年は43家族84名の方に

ご参加いただきました。髪のセットは現役美容師による本格的なもので、お客

様のご希望により洋風から日本髪まで自由自在にアレンジできます。着付け

は毎月定期的に行なっている着付け講習会で腕を磨き、普段から着物姿でデ

モに参加している経験豊富なスタッフが抜群のチームワークで仕上げます。も

しヒューストンに神社があったなら、晴れ着姿のままでお参りに行って一日を過

ごしていただきたい。そして、11月の風物詩としてヒューストンの皆さんに子供

たちの笑顔をお見せしたい。会場での写真撮影だけで終わってしまうにはもっ

たいない晴れ姿です。 

 今年もお母様に手を引かれ緊張した面持ちのお子様方が撮影会場にいらっ

しゃいました。全てが初めての経験で泣き出してしまったお子様も、鏡の中の

ご自分の変化に少しはにかむ様子も見られます。最初は恥ずかしがっていま

〈日時〉  2014年1月25日（土） 9時30分～16時45分（予約制） 

〈場所〉  三水会センター 

〈参加費〉  着付け ・・・ 15ドル 髪のセット ・・・ 10ドル 

2014年1月6日（月）よりお申し込みを受付開始いたします。 

予約方法など、詳しくはホームページをご覧ください。 

http://showingjapan.wordpress.com/ 

お申し込み・お問い合わせ showingjapan2@outlook.jp 

岡総領事、シーファー大使によるクス玉割りで幕を閉じました。 

 今回も多くの方々からサイレント・オークション用に航空券、宿泊券、品物

等の寄付があり、100点以上の品物が集まりました。その売上げは2万ドル

を超える盛況振りで、これらに加えテーブルの販売で頂いた純益は今後

の日米協会の運営資金として活用されることになります。心より御礼申し上

げます。この純益は将来のために有効的、且つ計画的な使用を心掛ける

ように、ヒューストン日米協会のBoard Meeting で心を新たに決意致しまし

た。ここに改めてご協力の程、深謝申し上げます。 

                  ヒューストン日米協会会長 直木 純二郎 

若田光一宇宙飛行士 

４度目の宇宙へ！  

 若田光一宇宙飛行士は、

国際宇宙ステーション

(ISS)の第38次/第39次長期

滞在クルー（註）として、

2013年11月6日午後10時14

分(CST)、カザフスタン共

和国バイコヌール宇宙基地

から打ち上げられたソユー

ズ宇宙船(37S)に搭乗し、

無事ISSに到着致しました。 

 ISSには約半年の間長期滞在し、ロボットアーム操作に

よる宇宙船のISSへのドッキング作業、ISSに設置されて

いる機器のメンテナンス、交換作業等のISS、及び「きぼ

う」のシステム運用を行う予定です。 

 宇宙実験としては「きぼう」日本実験棟の船内実験室

で、ライフサイエンス・宇宙医学、材料実験を行うととも

に、創薬に重要なタンパク質構造データの取得、民生品の

高精細カメラ等による科学観測、地球観測、超小型衛星の

放出作業などを行う予定です。また、JAXAの実験だけで

なく、NASA、ESA(欧州宇宙機関)など国際パートナーの

実験も行う予定です。 

 そして若田宇宙飛行士は、2014年3月には日本人として

初めてISSコマンダー(船長)に就任し、米露5人のクルーの指揮・統括を行い

ます。コマンダーの任務は、ISS長期滞在搭乗員全員の安全を確保し、ミッ

ションを確実に達成することです。アジア人初のISSコマンダーとして若田宇

田飛行士が就任することは、「きぼう」や「こうのとり」の着実な運用を通

して、日本がISS計画における信頼感のある重要なパートナーとなった証で

す。 

 これから約半年の間、ISS長期滞在ミッションを頑張る若田宇宙飛行士への

応援をよろしくお願い致します。 

■若田光一宇宙飛行士のISS長期滞在情報は下記のJAXA HPでご覧いただけ

ます。http://iss.jaxa.jp/iss/jaxa_exp/wakata/ なおHPに掲載しております画

像の、営利を目的とした転載は固くお断り致します。 

 

(編集部註記) 

 若田宇宙飛行士は、第38次長期滞在クルー6名の一員としてISSに乗船しま

した。このうち3名が2014年3月に交代すると、若田飛行士は第39次長期滞在

クルー6名の一員となり、このとき船長になります。 

ハッチオープン、ISS入室 (JAXA/

NASA)  

ISS第39次長期滞在クルー (JAXA/NASA)   
ソユーズ宇宙船に搭乗するクルー 

 (JAXA/NASA/Bill Ingalls)  

すが、いつの間にかノリノリでカメラに視線を送るお子様もいます。5歳男

児、3歳と7歳の女児は勿論のこと、お父様、お母様、またご兄弟姉妹の

方々の着物も用意しておりますので、ご一緒に和服姿での家族写真を

楽しんでいただくことができます。中には去年お祝いしたのだけれど今

年もやりたくて……と参加される方もいらっしゃいます。お子様の成長の

記録になるのですから勿論大歓迎です。今回、赤ちゃんをお連れのご

家族がいらっしゃいましたので、一緒にお宮参りのお写真もお撮りしたと

ころ大変喜んでいただきました。 

 当日の衣装はすべてこちらで用意してありますが、時々衣装を持ち込

まれる方もいらっしゃいます。その衣装が日本のご親族からの贈り物で

あったり、ご両親で用意してこられたものであったり、中にはお母様がお
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 毎年ご好評をいただいております晴れ着撮影会のご案内です。今回は例年と
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 11月2日、ヒューストン日本語補習校の3年生
45名が引率の先生4名と共に社会科見学で当
社、Kaneka North America LLC (以下KNA) を
訪れました。 

 当日の朝、子供たちは補習校からスクールバ

スでPasadenaにある当社まで移動してきまし
た。バスの中で早くも盛り上がっていたようで、

当社の日本人スタッフが出迎えると元気な声で

挨拶をしてくれました。到着後、まず始めに会

議室で社長の藤井からKNAの会社概要説明
がありました。当社は主に中間原料を製造する

化学メーカーであるため、子供たちにとっては

どのようなものをつくっているかイメージするの

が多少難しかったかもしれませんが、少しでも

理解しようと真剣に聞き入っていた姿が印象的

でした。そして、生徒代表者の「今日の工場見

学を楽しみにしてきました。よろしくお願いしま

す。」という挨拶に、会場が拍手で包まれまし

た。最後に安全に関する注意事項の説明があ

り、子供用のヘルメットと安全ゴーグルを装着し

ました。ヘルメット、安全ゴーグルは普段あまり

着ける機会がないのか、子供たちはみな大喜

びしていました。 
 会議室での説明が終わると、工場見学が始ま

りました。工場の敷地が広いため子供たちはバ

ンに乗り込み出発しました。今回は耐熱カネビ

前でフィルムが出来上がり、フィルムがロール状に

巻かれている様子を見て工場の機械に興味を

持った子供も多く、担当者の説明に熱心に耳を傾

けていました。また、アピカルは耐熱性・絶縁性に

優れるため人工衛星や航空機、スマートフォンの

部品等の幅広い分野で使われていることを知り、

驚いた様子で担当者に色々と質問をする子供も

いました。最後にアピカルの製品サンプルを手に

取り、フィルムを手で破ろうとした子供もいましたが

結局破ることができず、アピカルの薄さと丈夫さを

実感していました。 

 カネカQHの製造現場では、まず工場にあるタン
クや建物を見ながら担当者から説明を受けまし

た。カネカQHは酵母を培養してその中で作られる
コエンザイムQ10を抽出するというプロセスで生産
されていますが、大きな培養槽の中で酵母が増え

ていくという説明に興味を持った子供も多くいたよ

うです。その後、製造管理室（コントロールルーム）

へ入り製造工程をコンピュータで管理する様子を

見学しました。多くのディスプレイに色々な数字が

映し出されているところを見て疑問を感じ、積極的

に質問する子供の姿も見受けられました。見学の

最後には、できた製品を梱包する充填工程に足を

伸ばしました。クリーンルームの様子を子供たちは

物珍しく感じたのか、みな担当者の説明に真剣に

聞き入っていました。 
 4つの製造現場を見学し終えた後、会議室に
戻ってきました。現場見学を終えた子供たちはみ

な目を輝かせており、なかにはうれしそうにアピカ

ルのサンプルを持って帰ってきた子供もいま

した。早めに戻ってきたクラスの子供たちに

は、当社の素材が使われている最終製品の

サンプルを見てもらいました。先ほど見て回っ

た工場でつくられたものが使われているという

ことで、MSポリマーを使った建築用シーリング
剤や耐熱カネビニールを主原料としたパイプ

などを興味津々な様子で手にとって眺めてい

ました。その後、全てのクラスがそろったところ

で質疑応答が始まりました。「アピカルは何度

になったら燃えるのですか？」といった製品に

関することから「KNAの工場でつくられている
製品同士はお互いなにか関係しています

か？」という工場全体に関わることまで多くの

質問を受け、工場見学の内容をより深く理解

してもらうことができました。最後に生徒代表

者からお礼の挨拶をして頂き、全員で記念撮

影を行いました。子供たちは、カネカのロゴの

入ったグッズや見学で使ったヘルメット・安全

ゴーグルといったお土産を大事そうに抱えバ

スに乗り込み、午後の授業へと向かっていき

ました。見学全体を通して子供たちが最初か

ら最後まで元気よく挨拶してくれたことがとて

も印象に残っており、その姿にわれわれも元

気を分けてもらいました。 
 今回の工場見学の説明は小学校3年生に
は全てを理解することが少し難しい内容だっ

たかもしれません。しかし、普段直接接点のな

い化学メーカーがなにをしているかを知ること

の感想が聞こえてきました。その後、バンに乗っ

たまま耐熱カネビニールの製造現場周辺を見て

回りました。製造現場の横には原料・製品を輸送

するためレイルカーが乗り入れており、工場の中

に線路があることに意外な印象を受けたようでし

た。工場周辺を見て回った後、レイルカーを牽引

するトラックモービルの運転席に座ってみるという

アクティビティを行いました。子供たちはもちろん

今まで誰もトラックモービルの運転席に乗ったこ

とがなく、われ先にと列をつくって自分の番が来

るのを待っていました。実際にトラックモービルの

運転席に座り、ホーンを鳴らしてみると大きな音

に驚きながらも運転手になったような気持ちにな

り、みな大喜びしていました。 

 MSポリマーは、家やビル等の建築用シーリン
グ材や接着剤の主原料として使用されている液

状の樹脂製品であり、今回は徒歩で工場周辺の

見学を行いました。高くそびえる5階建てのプラ
ントや大きな原料タンクや製品タンク、さらには20
トンの製品を運ぶ事が出来るタンクトレーラーを

間近で見て、そのスケールの大きさにみんな驚

いていました。その後、製品タンクから採りたての

MSポリマーを観察し、さらにそれを固めてゴム状
になったMSポリマーを実際に手に取って観察し
ました。子供たちは、それらを食い入るように観

察しながら「MSポリマーの色は何色なの？」、
「温度は？熱いの？」、「なぜベタベタしている

の？」等、色々な質問を担当者に投げ掛け、そ

の回答を真剣な表情でメモしていました。なかに

はとても鋭い質問もあり、子供達の着眼点や発

想力の柔軟性に驚かされるばかりでした。子供

たちにとっては普段なかなか触れる事が出来な

い「化学」の面白さを体感してもらういい機会と

なったのではないでしょうか。 

 アピカルの製造現場では、まず担当者が原料

樹脂の実物を見せながら説明を行い、その後窓

越しにフィルムの製造工程を見学しました。目の

ニール（塩素化塩化ビニール樹脂）、MSポリ
マー（変成シリコーンポリマー）、アピカル（ポ

リイミドフィルム）、カネカQH（還元型コエンザ
イムQ10）の4つの製造現場をクラスごとに分
かれて順番に見学しました。 
 耐熱カネビニールの製造現場では、まずバ
ンに乗ったままトラックスケールへと向かいま

した。トラックスケールでは普段、空重量と積

載時重量の両方を計量してその差分を入荷

量・出荷量として管理しています。そこで「み

んなの乗ったバンの重さはどれくらいでしょ

う？」と子供たちに質問をすると、それぞれ自

分の予想する重さを大きな声で口にしていま

した。そして計量を行い、正解を発表すると

「当たった！」や「思っていたより重い！」など

で、子供たちがこれから世の中の色々なことに

興味や好奇心を持ち、積極的に学ぶ楽しさを

感じるひとつのきっかけとなればと社員一同心

より願っております。      (松田 崇志)   

ヒューストン 

日本語補習校 

-  Kaneka North America LLC  -   

会社説明会 ヘルメット・安全ゴーグル装着 

トラックスケール計量 

トラックモービル体験 

アピカル説明 

製品サンプル見学 

質疑応答 
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 初めて息子が現地校から教科書を持ち帰っ

てきたとき、「なんでそんな重い百科事典をそ

んなに何冊も借りてきたのっ？」と叫んでしまい

ました。ところが、それが教科書で、しかも中古

のものであることがわかってびっくりしました。

日本なら、毎年2回くらい自分の物として薄い
教科書が配られますが、アメリカの学校では、

ハードカバーの重い本を貸してもらい、学年が

終わると学校に返します。表紙の裏には、歴代

の所有者の名前を書く欄もあります。次に使う

人がいるので、書き込みもしてはいけないそう

です（実際はしてある教科書もありましたが）。 
 どうりで息子が教科書を家に持って帰るのを

嫌がるわけです。こんなに重い教科書では、か

～ その８ ～ 

 

 アメリカの学校のランチは、日本人の私から見

ると栄養のバランスがよくないので、娘にはお弁

当を持たせています。でも、娘はお友だちがカ

フェテリアでクッキーやアイスクリームを食べてい

るのがうらやましくてならないようです。 
 先日、娘がお弁当をほとんど残してきたので、

お昼はどうしたのかきくと、カフェテリアのごはん

を食べた、と言いました。お金を渡していないの

で、どうやって買ったのか不思議でした。娘は、

「このクッキーがほしい、って言ったら、友達がID
カードを見せればいいんだ、って教えてくれた」

と説明しました。 
 どういうことかよくわからないまま月末になると、

娘が学校からランチの請求書をもってきました。

たいした金額ではありませんでしたが、私はびっ

くり。現金を持っていない生徒もごはんが食べら

れるように、学校で身につけているIDカードで
決済ができるようにしているようです。お金を持

たせると、落としたりなくしたりする可能性もあり、

良いといえば良いシステムではありますが、シス

テムがよくわかっていないままやたらに

使われると、あとでびっくりすることにな

るなあ、と少しぞっとしました。（Mさん） 

＜教科書＞ 

 今年ももう残すところあとわずかとなりました。現地校ではクリスマスの

過ごし方について、子供たちの話が盛り上がっていることでしょう。現地

校体験談第8弾です。日本の常識を覆すアメリカの学校での体験の

数々。未経験の方は心の準備のために、すでに経験済みの方は、うん

うん、とうなずきながら、お楽しみください。 

ついで歩くのは一苦労です。その点、日本の

教科書は持ち運びもしやすいし、個人持ちな

ので自分の勉強したいだけ書き込みもできて

いいなあ、と思いました。ただ、物を大切にす

る気持ちや、リサイクルという観点から見れ

ば、アメリカのシステムもいいのかなあ、とも思

いましたが、子どもに聞いてみると、教科書を

返してしまうので、あと

で調べたいことが出て

きても見ることができ

なくてイヤだ、と言っ

ていました。（Tさん） 

＜ランチ＞ 

 

＜ピーナッツ禁止＞ 

娘が学校からもらってきた学校便り

に、お弁当に関する注意書きがありました。読ん

でみると、持ってきてはいけない食べ物の中に

「ピーナッツバターサンドイッチ」がありました。な

んでも、ピーナッツアレルギーの生徒がいる（か

もしれない）ため、学校からピーナッツを排除し

ているそうです。そういえば、ピーナッツバターを

食べた彼氏とキスをした女子生徒が、数時間後

にアレルギー発作で死亡した、というニュース

がありましたが…。 
アメリカ人の友達に話したら、自分が子ども

の頃は、ピーナッツバターとジャムのサンド

イッチはお弁当の定番だったのに、と驚いて

いました。アメリカの学校って、危険な可能性

があるものは過剰に排除するなあ、というのが

感想です。でも、アレルギーのあるお子さんを

もつ親御さんは、安心できますね。（Ｈさん） 
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た。工場周辺を見て回った後、レイルカーを牽引

するトラックモービルの運転席に座ってみるという

アクティビティを行いました。子供たちはもちろん

今まで誰もトラックモービルの運転席に乗ったこ

とがなく、われ先にと列をつくって自分の番が来

るのを待っていました。実際にトラックモービルの

運転席に座り、ホーンを鳴らしてみると大きな音

に驚きながらも運転手になったような気持ちにな

り、みな大喜びしていました。 

 MSポリマーは、家やビル等の建築用シーリン
グ材や接着剤の主原料として使用されている液

状の樹脂製品であり、今回は徒歩で工場周辺の

見学を行いました。高くそびえる5階建てのプラ
ントや大きな原料タンクや製品タンク、さらには20
トンの製品を運ぶ事が出来るタンクトレーラーを

間近で見て、そのスケールの大きさにみんな驚

いていました。その後、製品タンクから採りたての

MSポリマーを観察し、さらにそれを固めてゴム状
になったMSポリマーを実際に手に取って観察し
ました。子供たちは、それらを食い入るように観

察しながら「MSポリマーの色は何色なの？」、
「温度は？熱いの？」、「なぜベタベタしている

の？」等、色々な質問を担当者に投げ掛け、そ

の回答を真剣な表情でメモしていました。なかに

はとても鋭い質問もあり、子供達の着眼点や発

想力の柔軟性に驚かされるばかりでした。子供

たちにとっては普段なかなか触れる事が出来な

い「化学」の面白さを体感してもらういい機会と

なったのではないでしょうか。 

 アピカルの製造現場では、まず担当者が原料

樹脂の実物を見せながら説明を行い、その後窓

越しにフィルムの製造工程を見学しました。目の

ニール（塩素化塩化ビニール樹脂）、MSポリ
マー（変成シリコーンポリマー）、アピカル（ポ

リイミドフィルム）、カネカQH（還元型コエンザ
イムQ10）の4つの製造現場をクラスごとに分
かれて順番に見学しました。 
 耐熱カネビニールの製造現場では、まずバ
ンに乗ったままトラックスケールへと向かいま

した。トラックスケールでは普段、空重量と積

載時重量の両方を計量してその差分を入荷

量・出荷量として管理しています。そこで「み

んなの乗ったバンの重さはどれくらいでしょ

う？」と子供たちに質問をすると、それぞれ自

分の予想する重さを大きな声で口にしていま

した。そして計量を行い、正解を発表すると

「当たった！」や「思っていたより重い！」など

で、子供たちがこれから世の中の色々なことに

興味や好奇心を持ち、積極的に学ぶ楽しさを

感じるひとつのきっかけとなればと社員一同心

より願っております。      (松田 崇志)   

ヒューストン 

日本語補習校 

-  Kaneka North America LLC  -   

会社説明会 ヘルメット・安全ゴーグル装着 

トラックスケール計量 

トラックモービル体験 

アピカル説明 

製品サンプル見学 

質疑応答 

 

へ～ 

 

 初めて息子が現地校から教科書を持ち帰っ

てきたとき、「なんでそんな重い百科事典をそ

んなに何冊も借りてきたのっ？」と叫んでしまい

ました。ところが、それが教科書で、しかも中古

のものであることがわかってびっくりしました。

日本なら、毎年2回くらい自分の物として薄い
教科書が配られますが、アメリカの学校では、

ハードカバーの重い本を貸してもらい、学年が

終わると学校に返します。表紙の裏には、歴代

の所有者の名前を書く欄もあります。次に使う

人がいるので、書き込みもしてはいけないそう

です（実際はしてある教科書もありましたが）。 
 どうりで息子が教科書を家に持って帰るのを

嫌がるわけです。こんなに重い教科書では、か

～ その８ ～ 

 

 アメリカの学校のランチは、日本人の私から見

ると栄養のバランスがよくないので、娘にはお弁

当を持たせています。でも、娘はお友だちがカ

フェテリアでクッキーやアイスクリームを食べてい

るのがうらやましくてならないようです。 
 先日、娘がお弁当をほとんど残してきたので、

お昼はどうしたのかきくと、カフェテリアのごはん

を食べた、と言いました。お金を渡していないの

で、どうやって買ったのか不思議でした。娘は、

「このクッキーがほしい、って言ったら、友達がID
カードを見せればいいんだ、って教えてくれた」

と説明しました。 
 どういうことかよくわからないまま月末になると、

娘が学校からランチの請求書をもってきました。

たいした金額ではありませんでしたが、私はびっ

くり。現金を持っていない生徒もごはんが食べら

れるように、学校で身につけているIDカードで
決済ができるようにしているようです。お金を持

たせると、落としたりなくしたりする可能性もあり、

良いといえば良いシステムではありますが、シス

テムがよくわかっていないままやたらに

使われると、あとでびっくりすることにな

るなあ、と少しぞっとしました。（Mさん） 

＜教科書＞ 

 今年ももう残すところあとわずかとなりました。現地校ではクリスマスの

過ごし方について、子供たちの話が盛り上がっていることでしょう。現地

校体験談第8弾です。日本の常識を覆すアメリカの学校での体験の

数々。未経験の方は心の準備のために、すでに経験済みの方は、うん

うん、とうなずきながら、お楽しみください。 

ついで歩くのは一苦労です。その点、日本の

教科書は持ち運びもしやすいし、個人持ちな

ので自分の勉強したいだけ書き込みもできて

いいなあ、と思いました。ただ、物を大切にす

る気持ちや、リサイクルという観点から見れ

ば、アメリカのシステムもいいのかなあ、とも思

いましたが、子どもに聞いてみると、教科書を

返してしまうので、あと

で調べたいことが出て

きても見ることができ

なくてイヤだ、と言っ

ていました。（Tさん） 

＜ランチ＞ 

 

＜ピーナッツ禁止＞ 

娘が学校からもらってきた学校便り

に、お弁当に関する注意書きがありました。読ん

でみると、持ってきてはいけない食べ物の中に

「ピーナッツバターサンドイッチ」がありました。な

んでも、ピーナッツアレルギーの生徒がいる（か

もしれない）ため、学校からピーナッツを排除し

ているそうです。そういえば、ピーナッツバターを

食べた彼氏とキスをした女子生徒が、数時間後

にアレルギー発作で死亡した、というニュース

がありましたが…。 
アメリカ人の友達に話したら、自分が子ども

の頃は、ピーナッツバターとジャムのサンド

イッチはお弁当の定番だったのに、と驚いて

いました。アメリカの学校って、危険な可能性

があるものは過剰に排除するなあ、というのが

感想です。でも、アレルギーのあるお子さんを

もつ親御さんは、安心できますね。（Ｈさん） 
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45周年記念、日米協会GALA Party 開催  
 

 ヒューストン日米協会の2013年度Gala Party は、去る11月2日

（土）午後7時よりオムニホテルで開催されました。今年は45周年

記念として、祝い事などに使用される「水引」をテーマに開催さ

れ、新しくご赴任された髙岡総領事のご挨拶を頂きました。日米

の｢友情｣の架け橋となるべく、アメリカ側からはHonorary Chairとし

てシーファー元駐日大使に、日本側からはSpecial Guest Speaker
として槇原三菱商事（株）特別顧問（元社長）にご臨席頂きまし

た。お二人のスピーチは大変意味深いものがあり、シーファー大

使は日米同盟の重要さについて、槇原氏はアベノミクスについて

説明され、参列者の関心を引いておられました。シーファー元駐

日大使ご夫妻は翌日の早朝便にて日本に向かわれ、平成25年秋

の外国人叙勲で、日本、アメリカ合衆国間の友好親善及び相互

理解の促進に寄与されたことで旭日大綬章を受けられました。 こ

こに改めてお祝いし、同氏の益々のご活躍を祈念したいと思いま

す。 今年の参加者は300名を越える盛況ぶりで、一年に一度の

再会を楽しまれていた方々も多く、和やかな雰囲気のもとに

Showing Japanの花笠音頭も加わり、会が頂点に達したときに、髙 

 

 

Showing Japan  

 七五三写真撮影会報告  
 お天気にも恵まれた11月の良き日、三水会センターでショーイングジャパン

のボランティアによる七五三写真撮影会が行われました。2009年に始まったこ

の企画は今年で早5回目となり、毎年好評をいただいております。三水会セン

ターが現在の場所に引越したのを切っ掛けに始まりましたが、今ではすっかり

私たちにとっても大きな年中行事の一つとなりました。 

 毎年11月の土曜日2週にわたって行われますが、今年は43家族84名の方に

ご参加いただきました。髪のセットは現役美容師による本格的なもので、お客

様のご希望により洋風から日本髪まで自由自在にアレンジできます。着付け

は毎月定期的に行なっている着付け講習会で腕を磨き、普段から着物姿でデ

モに参加している経験豊富なスタッフが抜群のチームワークで仕上げます。も

しヒューストンに神社があったなら、晴れ着姿のままでお参りに行って一日を過

ごしていただきたい。そして、11月の風物詩としてヒューストンの皆さんに子供

たちの笑顔をお見せしたい。会場での写真撮影だけで終わってしまうにはもっ

たいない晴れ姿です。 

 今年もお母様に手を引かれ緊張した面持ちのお子様方が撮影会場にいらっ

しゃいました。全てが初めての経験で泣き出してしまったお子様も、鏡の中の

ご自分の変化に少しはにかむ様子も見られます。最初は恥ずかしがっていま

〈日時〉  2014年1月25日（土） 9時30分～16時45分（予約制） 

〈場所〉  三水会センター 

〈参加費〉  着付け ・・・ 15ドル 髪のセット ・・・ 10ドル 

2014年1月6日（月）よりお申し込みを受付開始いたします。 

予約方法など、詳しくはホームページをご覧ください。 

http://showingjapan.wordpress.com/ 

お申し込み・お問い合わせ showingjapan2@outlook.jp 

岡総領事、シーファー大使によるクス玉割りで幕を閉じました。 

 今回も多くの方々からサイレント・オークション用に航空券、宿泊券、品物

等の寄付があり、100点以上の品物が集まりました。その売上げは2万ドル

を超える盛況振りで、これらに加えテーブルの販売で頂いた純益は今後

の日米協会の運営資金として活用されることになります。心より御礼申し上

げます。この純益は将来のために有効的、且つ計画的な使用を心掛ける

ように、ヒューストン日米協会のBoard Meeting で心を新たに決意致しまし

た。ここに改めてご協力の程、深謝申し上げます。 

                  ヒューストン日米協会会長 直木 純二郎 

若田光一宇宙飛行士 

４度目の宇宙へ！  

 若田光一宇宙飛行士は、

国際宇宙ステーション

(ISS)の第38次/第39次長期

滞在クルー（註）として、

2013年11月6日午後10時14

分(CST)、カザフスタン共

和国バイコヌール宇宙基地

から打ち上げられたソユー

ズ宇宙船(37S)に搭乗し、

無事ISSに到着致しました。 

 ISSには約半年の間長期滞在し、ロボットアーム操作に

よる宇宙船のISSへのドッキング作業、ISSに設置されて

いる機器のメンテナンス、交換作業等のISS、及び「きぼ

う」のシステム運用を行う予定です。 

 宇宙実験としては「きぼう」日本実験棟の船内実験室

で、ライフサイエンス・宇宙医学、材料実験を行うととも

に、創薬に重要なタンパク質構造データの取得、民生品の

高精細カメラ等による科学観測、地球観測、超小型衛星の

放出作業などを行う予定です。また、JAXAの実験だけで

なく、NASA、ESA(欧州宇宙機関)など国際パートナーの

実験も行う予定です。 

 そして若田宇宙飛行士は、2014年3月には日本人として

初めてISSコマンダー(船長)に就任し、米露5人のクルーの指揮・統括を行い

ます。コマンダーの任務は、ISS長期滞在搭乗員全員の安全を確保し、ミッ

ションを確実に達成することです。アジア人初のISSコマンダーとして若田宇

田飛行士が就任することは、「きぼう」や「こうのとり」の着実な運用を通

して、日本がISS計画における信頼感のある重要なパートナーとなった証で

す。 

 これから約半年の間、ISS長期滞在ミッションを頑張る若田宇宙飛行士への

応援をよろしくお願い致します。 

■若田光一宇宙飛行士のISS長期滞在情報は下記のJAXA HPでご覧いただけ

ます。http://iss.jaxa.jp/iss/jaxa_exp/wakata/ なおHPに掲載しております画

像の、営利を目的とした転載は固くお断り致します。 

 

(編集部註記) 

 若田宇宙飛行士は、第38次長期滞在クルー6名の一員としてISSに乗船しま

した。このうち3名が2014年3月に交代すると、若田飛行士は第39次長期滞在

クルー6名の一員となり、このとき船長になります。 

ハッチオープン、ISS入室 (JAXA/

NASA)  

ISS第39次長期滞在クルー (JAXA/NASA)   
ソユーズ宇宙船に搭乗するクルー 

 (JAXA/NASA/Bill Ingalls)  

すが、いつの間にかノリノリでカメラに視線を送るお子様もいます。5歳男

児、3歳と7歳の女児は勿論のこと、お父様、お母様、またご兄弟姉妹の

方々の着物も用意しておりますので、ご一緒に和服姿での家族写真を

楽しんでいただくことができます。中には去年お祝いしたのだけれど今

年もやりたくて……と参加される方もいらっしゃいます。お子様の成長の

記録になるのですから勿論大歓迎です。今回、赤ちゃんをお連れのご

家族がいらっしゃいましたので、一緒にお宮参りのお写真もお撮りしたと

ころ大変喜んでいただきました。 

 当日の衣装はすべてこちらで用意してありますが、時々衣装を持ち込

まれる方もいらっしゃいます。その衣装が日本のご親族からの贈り物で

あったり、ご両親で用意してこられたものであったり、中にはお母様がお

召しになったお着物をお持ちいただくこともあります。そんなときは、幾世

代にもつながっているバトンを無事に渡すお手伝いができたような感慨

があります。七五三の衣装は他の晴れ着と違って、お召しになる時期が

限定されてしまいますので、ちょうど良いタイミングでお子様の晴れ姿の

お手伝いができることは、私たちにとって大きな喜びです。私たちが出来

ることは写真をお撮りする迄の45分間をご一緒するだけで、その時間は

お子様の成長の中ではほんの一瞬のことかもしれません。しかし、この一

瞬をお手伝いできたことでその思い出やお写真がご家族やご親族との

語らいの時を紡ぎ、成長したお子様達がまたご自分のお子様達にも喜

びや思いを伝えることができるなら、大変大きな意義を持っていると感じ

ています。これからもお子様の成長を願う皆様のお役に立てるよう精一

杯務めさせていただきたいと思います。 

 最後になりましたが、参加費として1450ドル集めることができました。ご

参加くださいました皆様、ありがとうございました。今後の活動費として大

切に使わせていただきます。                                           島崎 紀子 

 毎年ご好評をいただいております晴れ着撮影会のご案内です。今回は例年と

は時期が異なり、1月最終土曜日の開催となります。 

 晴れ着の代表である振袖には、鮮やかなブルー地に古典柄が描かれた華やか

な1枚が加わり、古典柄からモダン柄までお好みに合わせてお選びいただけま

す。訪問着はクリーム色の清楚な雰囲気のもの、ローズピンクのエレガントな感じ

のもの、ペパーミントグリーンの上品な印象のものなどを取り揃えております。ま

た、男性用の羽織袴は黒とモスグリーンのものがございます。さらに、婚礼衣装の

晴れ着撮影会のお知らせ  
色打掛も赤地のもの（写真参照）と白地に金糸の刺繍を施し

たものの2種類をご用意しております。 

 どうぞこの機会にご家族やお友達と着物姿の記念写真を

撮ってみませんか。また、ご夫婦で和装婚礼風の素敵な写

真を残してみてはいかがでしょうか。皆様のご参加をお待ち

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

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の田岡利宜也先生からUT School of Public Healthで研鑽を積まれている藤井健夫先生にバトンが移りました。  

 今回のタイトルを見て「一体なにがテーマなの

だろうか？」と思われた方も多くいらっしゃるので

はないでしょうか？私の肩書きを見てますますそ

の謎は深まったかもしれません。 

 もちろん私も日本では医師免許を持っており、

抗がん剤などの癌に対する薬剤治療を専門にし

ている内科医でありました。その内科医の肩書き

に一体なぜ、公衆衛生、生物統計などの文字が

踊ることになってしまったのでしょうか。今回は医

学と数学の関係を通して、現在の医学がどのよう

に発展してきたのかを紐解いていければと思いま

す。 

 

 さて、医学部は理系の学部であることはみなさ

んよくご存知だと思われます。大学受験の時には

国語や社会よりも数学や理科が得意という人も多

くいたものと思います。ただ、一度医学部に入学

してしまうと、当然医学を学ぶことになり数学を学

ぶ機会は多くありません。それは、医師になった

後、余計に顕著なものとなります。私自身も、研

修医として働き始めてからは、自身が一人の人間

として一人の医師として成長することに必死であ

り、毎日、目の前にいる患者さんに全力を尽くす

ことがすべてでありました。 

 

 そんな初期研修医時代も終った時、自身の

行っている医療、もっと大きく言えば世界中で行

われている西洋医学がどのようにして作られてい

るのかということを考える時間が出来ました。例え

ば、癌を例に挙げるのであれば、Aという抗がん

剤がXXX癌に使用されています。では、どうして

他にもある抗がん剤Bや抗がん剤Cではなくて抗

がん剤AがXXX癌には使用されるのでしょうか？

もちろん抗がん剤がこの世に3個しかないことは

なく、その他のものよりもこの抗がん剤AがXXX
癌の治療において優れているのはどうして決まっ

たものなのでしょうか？ここに「医学と数学」の強い

つながりが出てきます。 

 

 例えば、すでに存在する薬剤Aと薬剤Bのどちら

が適切な治療薬かを証明してみましょう。証明の

ためには実際に薬剤を投与してみて結果を見て

いくしか最終的には方法はありません。以後にいく

つかの投与した結果を示します。 

 

1. 5人の患者さんにAを他の5人の患者さんにBを

投与したところ、Aを投与した患者さんでは4人に、

Bを投与した患者さんでは3人に効果があり、他の

人には効果がありませんでした。 

 

 なんだかAの方が良さそうですが、5人中4人か5
人中3人かのごくわずかな差です。例えば、同じこ

とをもう一度やった時には「AもBも3人に効果があ

りました」という結果になるかもしれません。少し難

しくなってしまったので、サイコロに例えます。サイ

コロを振って「1」が出る確率は（サイコロが細工さ

れていない限り）1/6のはずです。では、サイコロを

6回ふったときに必ず1回「1の目」が出るでしょう

か？感覚的にわかるのは、「必ず」1回出る保証は

ありません。時には2回でたり0回の時もあるはずで

す、たまたま5回出るようなことがあるかもしれませ

ん。これを先ほどの薬剤で例えると、5人という少な

い人に投与しただけでは、次に同じことをした際に

は薬剤Aは5人中2人が薬剤Bは5人中4人が、なん

ていう結果になるかもしれません。 

 では、これはどうすればもっと信頼の出来る結果

に近づくのでしょうか？ここで登場するのが「数学」

です。サイコロの話に戻して答えを言ってしまうと、

サイコロをふる回数を増やしていく事でその実験

の結果がより信頼出来るようになります。6回では

なくて200回、300回とふってみるのです。結果はよ

り信頼出来るものになって、なおかつ我々の予想

どおりの1/6に近づくものと思われます。薬剤の場

合は、投与する患者さんの数を増やせばよいとい

うことになります。さて、医学と数学が少しずつつな

がり始めました。では、次の例を。 

 

2. 100人の患者さんにAを他の100人の患者さん

にBを投与したところ、Aを投与した患者さんでは

70人に、Bを投与した患者さんでは40人に効果が

あり、他の人には効果がありませんでした。 

 

 先ほどと同じですが、投与する人数が増えまし

た。結果を見ても「なんだか」よさそうですね。でも

まだ「なんだか」です。疑い深い私は「本当に」良

い結果なのかが気になります。さっきより、投与す

る人数も増えてますし、Aの方が随分とBよりも効

果があるようにも見えます。これでもなお「なんだ

か」と言われると困ったものです。では一体、①「何

人の患者さんに薬剤を投与すれば良いのか」②

「どの程度効果に差が出れば偶然ではなくて本当

に効果があると言えるのか」を考える必要がありま

す。皆さんの予想どおり、これももちろん数学が必

要となります。①も②も数学を使えば必要な患

者さんの人数、出てきた結果の真否の評価が

出来ます。 

 

 随分と医学と数学の関係性が見えてきました

ね。この数学を専門的に表現すると「統計学」

や「生物統計学」などと呼ばれます。私がいま

大学院で勉強しているのがこの生物統計学に

なります。ほとんどの疾患に対する治療が、統

計学を使用して「適切な患者さんの数」を計算

し、結果を「証明」することなどに使われていま

す。このような試験を何度も何度も繰り返すこと

によって最適の治療が作られています。もちろ

ん実際はもっと複雑な過程なのですが。 

 

 数学そして私が学んでいる生物統計学はこ

のようにして医学とつながります。 

 

 では、最後に一つだけ。先ほどの2つ目の例

です。薬剤Aの方が薬剤Bよりも「治療効果」が

あることが「数学的に証明された」としましょう。

この結果を持って、これからは薬剤Aを使用し

ていきましょうということになるでしょうか。答え

はもちろん「いいえ」です。例えば、治療効果

はAの方が良かったものの、副作用を見るとA
では80人が日常生活が送れない程の副作用

に苦しみ、Bでは10人であったとしたらどうで

しょう。これも非常に極端な例ではありますが、

ほとんどの人が副作用で日常生活も送れなく

なるような治療が本当に最適の治療でしょう

か。特に癌の治療に使われる薬剤の多くは副

作用を伴うものです。治療効果だけではなくそ

の副作用などすべてを検証して初めてその薬

剤が世の中に承認されているのです。 

 

 もちろん癌以外の領域でも同じです。高血圧

も糖尿病もほとんどの疾患に関して多くの研

究、試験の結果を基に今の西洋医学が成立し

ています。反対に言うと、世の中に認められて

いない薬剤は、効果が少ないか効果以上に副

作用が強いか、あるいはそれらの結果がまだ

わかっていないか、など数学的な証明が不足

している、あるいは倫理的に認められない理由

があるということになります。「数学と医学」、こ

の積み重ねによって安全で有効な治療方法が

作り出されています。ただやみくもに効果も副

作用もわからない治療を繰り返す時代ではなく

なったと言えます。 
 

第110回 

 

次回は、婦人科がご専門の塩崎隆也先生

です。（塩崎先生は、今年の10月から、三重

大学よりMD Andersonに臨床研究を勉強

するために来られています。塩崎先生は

MD Andersonでの共通の知人を通じて紹

介して頂きました。）  

医学と数学 
テキサス大学公衆衛生大学院修士課程   

生物統計学専攻  

 

藤井 健夫 

 
今後のドル円相場は、緩やかな円安基調の継続を予測 

 
（予想レンジ  

 2013年11～12月：95～104円、 

 2014年1～3月：96～106円、 

 2014年4～6月：97～107円、 

 2014年7～9月：98～108円） 
 
 2012年11月に野田首相が衆議院解散

を宣言して以降、ドルは対円で最大で3
割程度、現在も2割程度上昇した水準に

位置している。しかし、円を除く主要な8
通貨（※豪ドル、ニュージーランドドル、

英 ポ ン ド、ユ ー ロ、ス イ ス フ ラ ン、ノ ル

ウェークローネ、スウェーデンクローナ、

カナダドル）に対する値動きを平均する

と、ドルは概ね横這いで推移している。

すなわち、昨年来続くドル円の上昇は米

国側に起因する「ドル高」でなく、本邦側の要因に起因する「円安」が大きく

作用したものと考えられる。 
 
 長期的なドル円相場の動きを概観すると、これまでは概ねドル安円高の歴

史。この背景として、日米間の①経常収支の不均衡（赤字の米国と黒字の日

本）、②（常に日本よりも米国の方が高い）インフレ率の格差が挙げられよう。

しかし、足元では主に本邦側の要因によって、①および②のいずれにも変化

が起きており、ドル高・円安圧力がかかりやすい構図となってきた。 
 
 まず、①に関して言えば、日本の経常黒字が大幅に減少した結果、日米間

の経常収支の不均衡が縮小傾向にある。例えば、2002年から2011年を平均

して年間17兆円ほどあった経常黒字は、2012年には5兆円台にまで減少し、

円高圧力の緩和をもたらしている。経常黒字縮小の主因は、日本の貿易収

支の赤字への転落とその拡大である。東日本大震災後、エネルギー関連の

輸入が増加したことに加え、世界景気の低迷（IMFは2013年の全世界の経

済成長見通しを2.9%に下方修正）を受けて輸出も伸び悩むといったダブル

パンチによる。この2013年も9月までのペースが続くと仮定すると、年間の貿

易赤字は10兆円に迫ろうというもの。同じく2002年から2011年を平均すると年

間8兆円もの黒字であったことに照らせば、非常に大きな変化と言える。ま

た、貿易赤字そのものは来年以降も続く公算が大きい。 

 ②については、安倍政権の政策

に対する期待や日銀による異次

元緩和への期待から、円安が進

行し、輸入物価を押し上げた。日

銀が「物価安定の目標」とする生

鮮食品を除いた全国消費者物価

の前年比上昇率は8月に＋0.8%
まで上昇している。さらに、こうした

輸入インフレによる仕入れ価格の

上昇を受け、企業の販売価格も規

模や業種を問わず徐々に上昇し始めている。今後、日銀が目標としている

「2年後に2％の物価上昇」の達成は難しいかも知れない。しかし、前年比

「＋0.5～＋1.0%」程度の緩やかなインフレは十分に想定されよう。また、

2014年4月の消費税引き上げ後、景気が減速したり、物価の伸びが鈍化し

たりすれば、日銀による追加緩和の可能性も高まりそうだ。こうした日本の

インフレ率上昇は、日本円の実質金利（＝名目金利－インフレ率）の低下

を通じて円安要因となるだろう。特に2008年9月の金融危機以降のドル円

相場において、日米間の名目金利差よりも、実質金利差の方が相関が高

い。今後も日本の物価に緩やかな上昇圧力が加わる過程で、じわりと円安

圧力が加わりそうだ。 
 
 為替相場にとっては、米国側の要因も重要であり、FRBによる量的緩和

第3弾(QE3)の縮小を始めるタイミングが市場の注目を集めている。しかし、

現時点でドルの方向は読みづらく、方向性も出にくいと予想している。本

来、QE3縮小は米ドルの金利上昇によるドル高要因だ。しかし、2013年5月

にFRB議長がQE3縮小の可能性に言及し、米10年債利回りが1.6%台から

3.0%付近まで上昇したにもかかわらず、ドル円は概ね横這いかむしろドル

安円高となった。世界経済の成長率が3％にも届かないなかでの米国の

QE3縮小の開始は、株式市場や新興国からの資本流出を想起させ、市場

が混乱し、「リスク回避の円買い」に波及したためだ。また、米ドルは、景気

や株価の動きとそもそも逆行する性質がある。つまり、QE3の縮小を開始で

きるほど、景況感が改善した場合であっても、必ずしもドルが上昇する限り

ではない。加えて、来年は金融政策を決定するFOMC（連邦公開市場委

員会）の多くのメンバーも、議長を筆頭に構成が大きく変化する。ハト派とさ

れるイエレン現副議長が議長に就任する可能性が濃厚である一方、最もタ

カ派として知られるフィラデルフィア連銀のプロッサー総裁やダラス連銀の

フィッシャー総裁らが投票権を持つメンバーに加わる。 
 
 こうしたことから、今後のドル円相場は、円安に牽引され、緩やかなドル高

円安基調が継続するものと予測する。 

「アベノミクスとドル円相場の展望」 

Business  Seminar 為替講演会  

 2013年10月24日、4 Houston Center にて、三菱東京UFJ銀行ヒューストン出張所およびJETROヒューストン事務所共催の為替講演会が開催さ

れ、「アベノミクスとドル円相場の展望」について、三菱東京UFJ銀行市場企画部チーフアナリスト内田稔氏に講演頂きました。本記事は、その講

演を元に、三菱東京UFJ銀行米州金融市場部に寄稿頂いたものです。 

三菱東京UFJ銀行市場企画部 

チーフアナリスト      内田稔氏 
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ヒューストン日本商工会 

山本 唯史 さん  

１．会社（親会社and/or当地現地法人）の

業務内容等について簡単にご説明くださ

い。 

 

 大阪ガス株式会社は近畿2府4県を供給

エリアとして都市ガス供給事業を行ってお

り、700万戸を超えるお客さまに都市ガスを

ご利用いただいています。都市ガス会社と

言えば地域に根ざす地元密着型公益事業

者のイメージが強いかも知れませんが、大

阪ガスグループは「大阪」、「ガス」の枠組

みを超えて新たな分野での事業拡大に

チャレンジして参りました。そのような取り組

みに海外エネルギー事業があり、当社は

大阪ガスの関係会社として2012年に設立

されました。現在、ヒューストンを拠点として

石油・ガスの資源開発及びLNG輸出プロ

ジェクトの推進を行っております。 

 2012年10月に最初の駐在員が赴任して

スタートした当社ですが、この1年間で社員

Osaka Gas Resources 
America Corporation  

会社紹介 

が10名まで増えました。また、この9月に引っ

越した新しい事務所で11月には事務所の開

所式を行いました。ヒューストンでの事業遂

行体制を一歩ずつ固め、今後更なる成長を

目指したいと考えています。  

   

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。 

 

 シェールガス革命に端を発する石油ガス

業界の活況により、ここが世界のエネルギー

産業の中心地であることを実感しています。

ヒューストンでは街中でビルやマンションが

建設され、数えきれない自動車が行き交うな

ど、成長を続けるこの街の力を強く感じてい

ます。 

 また、雄大な大地がどこまでも広がるテキ

サスとそこに住むおおらかな人々がとても印

象的です。以前に住んでいたことのあるコネ

ティカット州とは気候、風土や人々の気質が

大きく違い、アメリカの広大さを肌で実感して

います。ピックアップトラックやウェスタンブー

ツを街中で見かけることに、ようやく目が慣れ

てきた今日この頃です。  
 
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。（自己紹介） 

 

 昔から旅行が好きで、前回のアメリカ暮らし

の間には全米各地の見所を車で何日もかけ

て見てまわりました。その頃はまだ若く、連日

の長距離ドライブにも自信があったのです

が、ここテキサスはとにかく広すぎるのが悩

みの種。赴任からの１年間、南はサウスパー

ドレ、北はダラス、東はニューオリンズといっ

た近場の町への週末プチ旅行で肩慣らしを

しているところです。駐在期間中にまとまった

休みが取れればいつの日か、大阪で暮らし

ている家内や子供達を呼んで、まだ見ぬ土

地を訪れたいと思っています。  

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。前回開催後、約

2ヶ月という短期間で準備を行い慌

ただしい ものでしたが、鉄鋼部会

幹事団の結束を示すことができた

のではないかと思います。 

 ヒューストンに進出する日系企業

が拡大し、日本人が増えていく中、

テキサス会ゴルフコンペはヒュース

トンの様々な業種の方々と交流で

きるとても良い機会であると感じま

した。次回以降も更に盛大な大会

になるよう願っております。 

        （鉄鋼部会幹事一同）  

  

 去る11月24日（日）、第547回テキサス会「商工会会長杯」がヒュース

トン北側に位置するWindRose Golf Clubで開催されました。11月も後

半になるとヒューストンもかなり寒くなり、特に前日は激しい雨と低い

気温で当日の天気が心配されましたが、なんとか雨はやみ、気温

10℃を下回る寒い曇天ではありましたが、プレー中は雨も降らず無

事に開催することができました。日本ではこうした寒い中でもプレー

するのは普通ですが、ヒューストンではこの寒さの中でプレーする人

はいないのか、ゴルフ場を訪れる人は我々を除いて他には誰もいま

せんでした。 

 今回はThanksgiving dayの週の開催だったこともあり、ご案内後な

かなか人数が集まらず、ショットガンでプレーができる最小人数30名

を下回るのではと心配しましたが、最終的には前回の81名参加には

及ばないものの64名（内23名が初参加）の方々にご参加頂きました。 

 本大会はダブルペリア方式で争われ、Saaya Inc. の佐藤さんが総

合優勝及び男性部門で優勝されました。また女性部門でもなんと佐

藤夫人が優勝され、ご夫妻による男女完全制覇となりました。またベ

ストグロスは、今回鉄鋼部会幹事として表彰式司会をつとめて頂いた

Marubeni-Itochu Tubularsの田代さんの78というハイレベルなスコアで

した。今回テキサス会に初参加の商工会の土光会長から優勝者に賞

品が授与されました。皆様本当におめでとうございました。なお、今

回も多数の賞品のご寄付を商工会各社及び日本人会の皆様から頂

き、会を盛り上げることができました。この場を借りて厚く御礼申し上

 

総合＆男子優勝 佐藤さん 女性優勝 佐藤さん 

～ 商工会会長杯 ～ 

     ～あそぼーかい～ 

だ遊びは、日頃運動不足の私達スタッフにも良

いエクササイズとなっており、工作では、身近に

あるものを使って簡単にでき且つかわいいもの

を選ぶようにしております。 

 ああでもない、こうでもないと話し合って今月

のプログラムが決まりました。今月の歌は「まつ

ぼっくり」、パペットシアターは、今回初お披露

目となる「カチカチ山」。カチカチ山に出てくる

たぬきにちなんで手遊び「げんこつ山のたぬき

さん」と続きました。11月のお誕生日会の後の

工作では、枯れ木に紅葉した色とりどりの葉っ

ぱを貼って、みんなでもみじ狩りをしました。 

 今月もたくさんのちびっ子達が集まってくれた

「あそぼーかい」。楽しんで頂けましたでしょうか?

これからもスタッフ一同ますます楽しい「あそぼー

かい」になるよう頑張っていきたいと思っておりま

す。是非、お友達を誘って遊びに来てください!! 

 
 変更がある場合もございます。三水会セ

ンター内ポスターやヒューストンなびでもご

確認ください。 
 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 

●今後の開催予定 
＜あそぼーかい＞  

1月18日（土） 9時30分～ 
2月1日（土） 9時30分～  
3月1日（土） 9時30分～  

＜絵本読み聞かせの会＞ 

1月11日（土） 9時30分～ 3歳以上を対象とした絵本 

                   10時30分～ 3歳未満を対象とした絵本       

2月8日（土） 9時30分～ 3歳以上を対象とした絵本 

                10時30分～ 3歳未満を対象とした絵本       

3月8日（土） 9時30分～ 3歳以上を対象とした絵本 

                10時30分～ 3歳未満を対象とした絵本   

  「あそぼーかい」が発足して早いものでもうじき5年。当

初からのメンバー2名、そして今年の9月からの新メンバー

2名を迎え、現在11名のスタッフで頑張っております。 

 月2回の本番に向け、毎月1回のミーティングおよびリ

ハーサルを行ない、内容はその月ごとに季節や日本の行

事をテーマにメインの紙芝居やパペットシアター、エプロ

ンシアターを決めます。そして、今月の歌では昔から歌わ

れている童謡を選ぶようにしており、スタッフの出身地や年

齢? によって知っている曲、知らない曲など様々な話題で

毎回盛り上がります。ちびっこ達の大好きな手遊びやから

生活・情報委員会だより 

ベストグロス 田代さん 

が困難、ピクニックとソフトボール大会の 

開催目的の違いなどが挙げられる。アン 

ケートの結果は12月度の理事委員会報 

告にて報告。 

 

７．事務局関連事項 

（ライブロック祐子事務局長） 

①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： 

  2013年11月28日（木）～12月1日（日） 

三水会センター及び補習校事務局閉所 

期間： 

 2013年11月28日（木）～12月2日（月） 

 

②2013-2014年版会員名簿関連進捗報告 

改訂作業を終え業者へ印刷を外注。現 

在、校正刷り待ちの状況。遅くともクリス 

マス休暇前には全会員への配布完了を 

目標に作業を進めている。      
  

→ 議事録 2ページからの続き 
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第110回      

  本郷いづみ さん 

「アメリカに行くことになってしまった」 

主人が私の職場にかけてきた一本の電話が、私

の人生を大きく変えた。 

 4歳の長男と2歳の長女を育てながら、天職とも
思える知的財産の仕事に10年間没頭してきた私
にとって、退職して駐在帯同することに躊躇がな

かったはずがない。しかし、私達夫婦のモットーは

「家族がいつも一緒にいること」職場で求められ続

けた英会話力も、日常生活から会得できるかもし

れない。迷いを振り切り、9ヶ月後にヒューストンの
地を踏んだ。 

 渡米後しばらくは、環境の変化や新しい友人作

りに必死だったが、それらが一段落した頃、急に

虚無感に襲われた。主人は新しい職場で奮闘し、

子供達はどんどん現地に順応して行く中、仕事を

なくした私に何ができるのだろう。友人に近所の日

本人テニスサークルを紹介され、運動経験の全く

ない状態で飛び込んだ。約20名のサークルは初
心者も多く、体を動かしながらのおしゃべりで、和

気あいあい。絶好の気分転換の場となり、元来、

一点集中型の私は、すっかりテニスにのめり込む

ようになった。 

 渡米から2年後、幼稚園生だった長女が小学校
に上がった時、ふと駐在生活を振り返って愕然と

した。確かにテニス中心の充実した時間を過ごす

ことができてはいる。しかし、当初の目的である

「英会話力の向上」はどこへ行ったのだろう。悩ん

だ末にひらめいたのは、「アメリカ人と英語でテニ

スをする」という単純なアイデア。英語に触れなが

ら、テニスも楽しめる、上手くいけば一石二鳥

だ！！ 

 まず、クリアレイクでアメリカ人女性のテニスリー

グ(CLWTA)があると聞いて調べてみた。メン
バー64名が実力別に4レベルに分かれ、対戦相
手を毎回組み替えながら、週に一度のダブルス

試合を楽しんでいるらしい。勇気を振り絞ってそ

の門を叩いたが、結果は惨敗。仲間意識の強い

地元リーグは、紹介のない者はお断りだったの

だ。それでも食い下がり、欠場者が出た時の臨

時プレーヤーとして、連絡先だけは登録してもら

えた。 

 次に調べたのはヒューストンリーグ、HLTA 
(http://www.hlta.com/index.cfm)。予め10～15名
のチームを結成し、そのチームをホームグラウン

ドとなるテニスクラブに所属させてから、リーグに

登録する。現在、243チームが11レベルに分か
れて登録され、週に一度の試合では、毎回違う

チームと4組のダブルス対戦をする。なるほど、ま
ずは地元の既存チームに入れてもらうのがよさ

そうだが、CLWTAで門前払いを食らった直後

に、上限たったの15名のチームにいきなり入部
志願する自信は全くなかった。 

 実際にHLTAで活躍している友人の勧めで、
近所のテニスクラブ数カ所に探りを入れる。クラ

ブのテニスコーチに所属チームの話を聞き、実

際にコーチのレッスンを受けて、自分のテニスを

見てもらう。すると、次々とテニスチームから連絡

が来た。コーチの発言力は想像以上に大きいよ

うだ。早速、連絡をくれたチームの練習に参加さ

せてもらう。若い主婦達のお気軽チームもあれ

ば、豪傑ぞろいの本気チーム、年配女性のほの

ぼのチームなど、随分と多彩だ。チームの雰囲

気や練習拠点となるテニスクラブ、チーム全体

のレベルなどを考慮し、3ヶ月後に一つのチーム
に入った。 

 そこからは怒涛の毎日だ。アメリカのテニスの

常識からチームワーク、日常会話からパー

ティーマナーまで、英語でどんどん新しい知識

が投入された。テニスを通じた人の輪も広がり、

念願かなってCLWTAでも入会許可が出た。現
在はHLTAチームの試合と練習、そして
CLWTAの試合に奔走する多忙な日々を送って
いる。しかし、この充実感が、以前の仕事のよう

に私を活性化させ、家事や育児にもより力が入

るようで、家族も応援してくれている。子供達も

テニスに興味を持ち始め、週末には家族全員で

テニスを楽しめるようにもなった。 

 人生の転機から5年、私にとっては冒険とも言
える貴重な経験をさせてくれた主人に、心から

感謝したい。 

 「ヒューストンテニス道」  日  時：平成25年11月20日（水）11：30～12：55 
場  所：住友商事社 会議室（10階） 
出席者：名誉会長、名誉会員1名、理事委員12名、事務局長 

欠席者：理事委員8名（会長委任 7名、委任未回答1名） 
司 会：金子公亮幹事 
 

１．商工会会長連絡（土光辰夫会長） 

ヒューストンの好調な経済状況の中、日本からの注目度が高まりつ 

つある一方、米国の状況が不透明で、最近の米国の存在感が下 

がり気味に感じられる。商工会では会員数も増えつつあることか 

ら、更なる情報共有と連携の強化が必要になる。引き続き各位の 

ご協力をお願いしたい。  

２．総領事館連絡（岩田慎也領事） 

岩田領事より下記2点の連絡があった。 

①天皇誕生日レセプション 

来る12月5日（木）午後6時から8時まで天皇誕生日レセプションを 

総領事公邸で開催。このレセプションには商工会役員と特命理 

事を招待する予定。1月中旬に開催の新年会については、商工 

会常任委員を対象にご招待の予定。 

②日本ブランド展示について 

同レセプションでの日本ブランド展示について検討中であり、展 

示を希望する日系企業があれば相談頂きたい。本年の展示で 

は、エネルギー、製造業、宇宙及び新幹線の４つのテーマを中 

心に、日本の存在感をアピールするものとしたい。 

３．テキサス州六者交流会終了報告（高杉禎第一副会長） 

去る11月8日（金）・9日（土）にサンアントニオで第18回テキサス州 

六者交流会が開催された。今年度ヒューストンからの参加者数が 

過去最多の40名強となった。8日は90名程の参加者によるトヨタ工 

場見学、同日夕刻はレセプション、懇親会での各地区活動報告、 

サンアントニオ交響楽団副指揮者の藤本亜希子女史による講演 

会が行われた。翌9日は小雨模様の早朝からゴルフコンペが行わ 

れ、2時に解散。来年度の商工会の活動報告の内容について、商 

工会の活動等だけでなくヒューストン市を詳しく紹介する内容への 

改善を検討していきたい。 

４．他団体関連報告（加藤眞人特命理事） 

①日本庭園関連 

去る11月16日（土）の午前中、商工会・日本人会・日米協会のボ 

ランティアによる庭園の清掃活動が行われた。案内の時期が遅 

れたため10名程と少人数ではあったが、当日の作業は予定通り 

に終了。また、恒例の日本人庭師による庭園維持・改修作業に

ついて、来年は2月末から3月初旬にかけて3名を招聘する予 

定。 

②ハーマンパーク関連 

来年2014年はハーマンパーク開園100周年の年となるため、記 

念事業としてHermann Park Conservancy が中心となって様々な 

関連行事を検討中（例：凧揚げなど）。 

③NAPE関連 

The North American Prospect Expo（NAPE）事務局からの申し出 

を受け、商工会の轟木エネルギー部会長と他団体対応担当の 

加藤特命理事が11月19日（火）に面談。NAPE事務局として日本 

企業の出展参加の協力依頼のほか、無料のツアーなどの申し出 

もあった。 

５．安全危機管理関連報告 

（ライブロック祐子事務局長：堀田宏樹特命理事代理） 

＊ハリケーン来襲時の三水会センター利用について 

昨年度9月度理事委員会で懸案となっていたハリケーン来襲時の 

総領事館対策本部三水会センター内設置に関し、三水会センター 

入居ビルの家主から対策本部設置の許可も取れたため、改めて総 

領事館から商工会・補習校に対する「要請書（案）」作成作業を進め 

ることとなった。要請書作成にあたり、借料や使用希望備品のリスト 

化、その他詳細についての検討を進めるため、12月に入り総領事 

館及び商工会安全危機管理委員会で引き続き話合いを行ってい 

く。 

６．委員会・部会関連事項 

①企画調査委員会（中溝丘企画調査委員長） 

＊為替講演会終了報告 

去る10月24日（木）の15時からFour Houston Center Conference  
Room にて為替講演会を開催。講師として三菱東京UFJ銀行 市場 

企画部チーフアナリストの内田稔氏より「アベノミクスと円相場の展 

望」について講演していただいた。 

＊メキシコセミナー開催について 

12月4日（水）午前10時から同じくFour Houston Center Conference  
Room にて、ジェトロ・メキシコ事務所の中島伸浩次長を講師として 

迎え、メキシコ政治・経済概況について講演いただく予定。 

②生活・情報委員会（大内裕子生活･情報委員長） 

＊三水会センター運営の注意事項について 

11月2日（土）に三水会センター入居ビルの家主から騒音に関する 

苦情が入った。原因としては、三水会センター前の一階ホール（三

階まで吹き抜け）で複数の子ども達が遊んだ際に生じた騒音に、2 
階のコンピューターラボ・テスト会場から苦情が来たため。今後の対 

策として注意喚起のフライヤーを作成して補習校保護者への配布、 

補習校教職員から子ども達への注意の呼びかけ依頼、図書館での 

フライヤー張出しと屋外直結ドアを出口として使用するなどを試みる 

こととする。 

＊古本市開催日程等について 

これまで古本市が婦人部委員会主催で行われてきたが、今年度同 

委員会が休会となった今、古本市事前準備・運営等に係るボラン 

ティア確保が不透明なため、今年度の古本市は少人数で可能な形 

で実施する。日程としては例年通り5月と10月頃とし、午前中4時間 

程度で開催できるように企画中。 

③スポーツ委員会 

（岡野夏井副会長兼スポーツ委員長：中村宏鉄鋼部会長代理） 

＊テキサス会ゴルフ関連 

11月24日（日）に第547回テキサス会ゴルフ「商工会会長杯」が 
WindRose Golf Clubで開催される。Thanksgiving休暇前の開催でも 

あり、当初参加人数が集まらないのではと懸念されたが、最終的に 

64名の参加となった。商品寄付についてもほぼこれまでのレベルと 

なり、現在組合せなどの連絡予定。 

＊商工会ソフトボール関連 

毎年行われるソフトボール決勝トーナメントはこれまでピクニック開 

催当日にThe Gordon Ranchで実施されてきたが、今般、この開催 

方法の見直しを検討すべく、正団体会員（会員企業）にアンケート 

を依頼することとする。見直しの背景として、トーナメント出場選手が 

ピクニック行事（BBQなど）やピクニックのボランティア活動への参加

平成平成2525（（20132013）年）年1111月度 月度   商工会理事委員会 議事録商工会理事委員会 議事録  
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ライブ音楽 

The Cynthia Woods Mitchell Pavilion:  
 http://www.woodlandscenter.org/ 
House of Blues Houston:  
 http://www.houseofblues.com/ 
Bayou Music Center:  
 http://www.livenation.com/Verizon-Wireless-

Theater-tickets-Houston/venue/98584 
Jones Hall: http://www.houstonsymphony.org/ 
Toyota Center: http://
www.houstontoyotacenter.com/ 
Miller Outdoor Theatre:  
 http://milleroutdoortheatre.com/  
Reliant Park:  
 http://www.reliantpark.com/calendar 

*Main Street Theater—Rice Village (2540 Times 
Blvd.) 713-524-6706 www.mainstreettheater.com  
*Wortham Theater Center (501 Texas) 832-487-
7041 www.houstonfirsttheaters.com/Wortham 
Center.aspx  
*Alley Theatre (615 Texas) 713-220-5700 
www.alleytheatre.org  
*Hobby Center (800 Bagby) 713-315-2525 
www.thehobbycenter.org 

<The Museum of Fine Arts Houston>  
(713-639-7300 visitorservices@mfah.org 
www.mfah.org 木曜は入場無料) 
<Contemporary Arts Museum Houston>
(www.camh.org) 
<Houston Museum of Natural Science> 
(One Hermann Circle Drive 713-639-4629 
www.hmns.org) 
<The Menil Collection> 
(1515 Sul Ross 713-525-9400  
http://www.menil.org 入場無料 Open: Wed-
Sun 11:00am-7:00pm)  
 

編  集  後  記 
 

 11月末に社用で日本に一時帰国しました。鞄に

ノートPCを入れて電車で通勤すると、さすがに重く

感じます。ヒューストンと違って車で運ぶわけには行

かないので、何日も続くと体が疲れます。同僚が最

新で薄型のPCを使っていると、軽くていいなと感じ

ます。 
 さて、今月号の現地校体験記には、お子さんが教

科書を初めて学校から持ち帰ったとき、それが百科

事典のように大きくて重かったので、お母さんが

びっくりされたという話題が載っています。日本の教

科書は軽くて薄く、生徒が家に持ち帰って予習・復

習をするものですが、米国の教科書は昔から分厚

いハードカバーで、生徒は学校に置いたままにする

そうです。日米のカルチャーの違いの1つですが、

今後、「キンドル」のようなPCが学校で使われるよう

になったら両国の教科書がどうなるか、大いに気に

なります。                 （白木 秀明） 
 

ガルフ編集委員として11月号から編集に携わる

ことになりました。ひとり息子が大学に入り時間に余

裕ができたことと、昨年度、婦人部委員をしていたご

縁から軽い気持ちでお受けしたものの、改めて日本

語表現のむずかしさを痛感し、意匠惨憺していま

す。こちらに来て早3年。これまでショーイングジャパ

ンの一員として日本舞踊や茶道などの日本文化を

現地の方にお届けするボランティア活動をしてきま

したが、これからはさらなるチャレンジとなりそうで

す。とは言え、頭の中の引き出しはすっかり錆びつ

いていて、「これを上手く表現する言葉が浮かばな

い」  「えーっと、ここまで出て来ているのだけれ

ど……」。このようなもどかしさを感じることが日常茶

飯事です。それだけに、何の前触れもなくスルッと

引き出しから言葉が出てくる瞬間には何とも言えな

い爽快感が味わえます。       （稲尾久美子） 

  ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

 毎年恒例の六者交流会（通称 六者会）が今年は11
月8日、9日、サンアントニオにて、合計130名の参加者

をお迎えし開催致しました。当日の雰囲気をちりばめ

て時間を追ってご紹介します。 

１．プラントツアー 
 正午過ぎ、Eilanホテルに集合。3台の観光バスに乗り

一路トヨタ自動車テキサスのプラントツアーに向かいま

した。バスには、サンアントニオ日本企業会のメンバー

がガイドとして添乗し、町の歴史、建物の紹介、観光地

リバーウォークのできた経緯、トヨタの工場での注意事

項などをご説明し、皆様を和やかな雰囲気でお迎え致

しました。メンバーには、以前実際にサンアントニオで

ガイドをやっていた人もおり、皆、晴れ舞台のつもりで

張り切っておりました。皆様を乗せたバスは、まずトヨタ

の工場の敷地内にあるビジターセンターに到着しまし

た。 トヨタ自動車テキサスの尾上CORPORATE AD-
VISORからの歓迎の挨拶があり、その後、ビデオ、展

示コーナー、工場トラムツアーの3組に分かれてそれぞ

れの順で約1時間半のプラントツアーにはいりました。 

今年新しくなった大型トラック、タンドラと、中型トラック

のタコマがトヨタ生産方式で造られている組立ラインを

見ていただきました。お土産は、スペースシャトルを

引っ張るタンドラのステッカーでした。 

２. レセプション 
 またバスでホテルに戻り、一時間ほどの自由時間の

あと、17時45分からレセプションが始まりました。サンア

ントニオ シンフォニーの弦楽四重奏の奏でる演奏の

中、皆様は名刺交換から始まり、すぐにそれぞれの都

市のお話で盛り上がっていました。演奏していたのは、

「ともだちカルテット」という名前で、ビオラ奏者（岡田さ

ん、日本人）チェロ奏者（奥様が日本人）、バイオリン奏

者2人（元山形フィルハーモニー楽団員と、叔父様が

東京でバイオリンの製造販売をしている方）という皆さ

んで、すべて日本にゆかりがある方々で構成されてい

ました。 

３．交流会 
 交流会の始まりは、尾上サンアントニオ日本企業

会々長の挨拶、今年10月に着任された在ヒューストン

の髙岡総領事からのご挨拶、乾杯で会食に入りまし

た。六都市の紹介プレゼンテーションでは、各都市代

表で発表された方々のお話がお上手で、会場にいる

第18回テキサス州 

六者交流会開催  

 

130名のご出席者は皆、スクリーンに集中して、笑い

が絶えない40分でした。各都市共に、治安の程度、

補習校の維持については共通の話題になります。皆

様やはり自分が住んでいる都市のランキングは気に

なるところでした。エルパソが米国内で一番安全な都

市と順位つけられる一方で、そのメキシコ側の隣接都

市ファーレスでは、以前より傾向は良くなってきたとい

うものの、毎日誰かが殺人事件に巻き込まれ、路上強

盗、恐喝が常時発生していると聴いて、多くの皆様か

らため息のような重苦しい反応も聞こえてきました。そ

の後、講師でお招きしたサンアントニオ シンフォニー

の副指揮者 藤本亜希子さんにアメリカでの奮闘記を

ご講演頂きました。中学時代から米国在住で、心理

学専攻から音楽の道に入り、色々な楽団の指揮者を

経験しながら、昨年からサンアントニオシンフォニーと

契約したとのことでした。これまでの経験や言葉が通

じないため苦しかったときのことも明るく話され、「オー

ケストラのステージで唯一音を出さない音楽家」として

のプロ意識というものを感じた講演でした。交流会の

最後は、日本航空様からのシカゴ~成田往復航空券

（プレミアムエコノミー）、JTB様の旅行券、Eilanホテル

のお食事券などが当たる特別抽選会でまた盛り上が

りました。懇親会がお開きになってもレセプションルー

ムでグラス片手にお話を続けられる方も多くいらっ

しゃいましたが、ホテルがドリンクバーを片付けたた

め、仕方なく解散になったのが夜の10時頃でした。 

４．ゴルフ会 
 翌日は、前夜からの小雨がやまず、肌寒い中、ラ・

カンテラ・リゾートコースで懇親ゴルフ会を開催しまし

た。途中から天候も回復し、皆様は思い思いのスコア

で楽しまれました。結果は、ダラスからご参加の田中

さ ん が見事 優勝 さ れまし た（お めで と うご ざい ま

す！）。午後3時には解散し、無事にすべてのイベント

を終了しました。 
 
 最後になりましたが、この行事運営に際し、関係の

皆様にご協力をいただき、心から感謝いたします。 
 
 来年はエルパソでの開催予定です。皆様とまた再

会できることを楽しみにしております。 
 

（記録：サンアントニオ日本企業会事務局 小嶋邦義）  

交流会最初の名刺交換 

トヨタ自動車テキサス  正面ホール 

NBA/Houston Rockets 
http://www.nba.com/rockets/  
NFL/Houston Texans @ Reliant Stadium 
http://www.houstontexans.com 

January 19 @  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 oth-
ers about their cause.  
http://www.chevronhoustonmarathon.com/ 
 
Until December 22@ Trader’s Village 2013 Holi-
day Market with Santa Claus: Santa is at Traders 
Village this weekend to meet and greet. It only $5 
to take pictures with Santa. Free to enter the mar-
ket. $3 to park your car. http://tradersvillage.com/
houston/events/2013-holiday-market-with-santa-
claus-5-photos 
 
January 3-12  @Houston Boat Show 通常の入場

料大人10ドル子供12歳以下4ドル。Reliant Center
駐 車 場 料 金＄5。1000以 上 の ボ ー トや Ｒ Ｖ(レ
ジャーカー)が展示される予定になっています。日

本ではなかなか見られないＲＶを見に行ってみま

せんか？www.houstonboatshows.com/ 
 
January 20 @ 10:00am  20th Annual Martin 
Luther King Jr. Parade@San Jacinto St & Elgin 
Street Houston Celebrating! its 20th Anniversary, 
the MLK Grande Parade is the third largest Parade 
in the U.S. behind The Rose Parade and The Ma-
cy’s Day Parade.  will view The Parade on TV.  
http://www.mlkgrandeparade.org/grande_parade 
.html 

スポーツ 

その他 

劇・エンターテインメント 

テキサス州六者交流会は、テキサス州6都市（ヒューストン、ダラス、サンアントニオ、オースティン、エルパ

ソ、マッカラン）の商工会・企業会等が、情報交換や親睦を目的に毎年秋に持ちまわりで開催するもので、

今年で18回目となりました。今年主催されたサンアントニオ日本企業会から交流会の記事をご寄稿いただ

きました。 

高杉第一副会長 活動報告 

尾上夫妻、藤本様、総領事夫妻  

ともだちカルテット （サンアントニオシンフォニー楽団員） 

総領事館より イベントのお知らせ 

今までガルフストリームの誌上でもたびたびご紹介してまいりましたが、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. 日本映画上映会 
 今年、2020年のオリンピックの開催が東京に決まったことを記念して、初め

ての東京オリンピックに関係する映画と、オリンピック競技である卓球を題材

とした映画を上映いたします。 

上映作品： Always三丁目の夕日 ‘64 （2012）、  

        ピンポン（2002） 
場所   ： ライス大学 
日時   ： 2014年1月下旬 

 ＊尚、映画は1日1本の上映で、2日間にわ

たっての上映会となります。日程と場所の詳細

は決まり次第、当館ウェブサイト（http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/
index_j.htm）で告知いたしますのでご確認ください。 

2. 第3回 Bentoコンテスト 
 今回で3回目を迎えるBentoコンテストとなりました。最終バトル

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い

でください。 
2014年1月23日（木）写真審査〆切 

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名の最終バトル出場者を決定い

たします。 
2014年2月1日（土） 最終バトル（弁当箱詰めコンテスト）、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。 
前回の映画上映会の様子 

前回のBentoコンテストの様子 

美術 

http://www.houstontoyotacenter.com/
http://www.houstontoyotacenter.com/
http://milleroutdoortheatre.com/
http://www.mainstreettheater.com/
http://www.houstonfirsttheaters.com/WorthamCenter.aspx
http://www.houstonfirsttheaters.com/WorthamCenter.aspx
http://www.alleytheatre.org/
http://www.thehobbycenter.org/
http://www.houstontexans.com/
http://www.chevronhoustonmarathon.com/
http://tradersvillage.com/houston/events/2013-holiday-market-with-santa-claus-5-photos
http://tradersvillage.com/houston/events/2013-holiday-market-with-santa-claus-5-photos
http://tradersvillage.com/houston/events/2013-holiday-market-with-santa-claus-5-photos
http://www.houstonboatshows.com/
http://www.mlkgrandeparade.org/grande_parade.html
http://www.mlkgrandeparade.org/grande_parade.html
http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/index_j.htm
http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/index_j.htm
http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/index_j.htm
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