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ど、出席者と双方向で対話しなが

ら、講演というよりは異文化コミュニ

ケーションの講義のような形で大変

ユニークな講演をしていただきまし

た。出席者は真剣に講演に聞き入

り、時折講師から出される質問や、

課題に戸惑いながらも活発に議論

を繰り広げ、まさに全員で盛り上がる講演会となりました。 

引き続いて、サンアントニオ日米協会の横尾信明会長による乾杯のご発

声。マイクの不調をものともしない横尾会長の肉声での力強いご発声でパー

ティが華々しく開始されました。 

パーティが開始されると、いよいよ恒例の六都市の代表による各都市紹介

です。今年も各都市が趣向を凝らした素晴らしいプレゼンテーションの数々。

司会者の静止を振り切って、時には10分を超える熱の入った紹介に、参加者

の爆笑と感嘆の声が絶えない大変盛り上がった発表会となりました。トリを飾っ

たのはサンアントニオ。わが街サンアントニオの素晴らしさをユニークなプレゼ

ンで訴え、大きな拍手喝采をもって各都市紹介が締められました。 

そして続いては参加企業の皆様より提供を頂いた豪華景品の抽選会。皆様

に目玉の日本往復航空券3本を含む、豪華景品が配られました。 

盛り上がった会の最後は、次回開催都市エルパソへの六者会バナー授与

式。 

サンアントニオ卯木会長の総括のあと、エルパソ日本人会田野平勝広会長

から、来年の開催に向けた力強い宣言を頂き、30分近く超過した交流会はお

開きになりました。 

お開きの後も、参加者は各自サンアントニオの名所リバーウォークに繰り出

し、二次会三次会と大盛り上がりでした。 

4. ゴルフコンペ 
翌日は素晴らしい好天の下、サンアントニオの名門コース、The Quarry Golf 

Course を借り切っての100名の大コンペ。 

一人の遅刻者を出すこともなく、謎のバットマンのユニークな司会の下、8時

きっかりにショットガンスタート。ここでもサンアントニオ実行委員会メンバーの

開催能力が、いかんなく発揮されました。 

結果はマッカレンの浜本有将様が、素晴らしい成績での優勝。参加者の方

に豪華賞品が振る舞われ、前日同様の大盛り上がりのコンペとなりました。 

今回の交流会では、サンアントニオ日本企業会の組織力、実行力により、参

加者の皆様には改めてサンアントニオの素晴らしさを実感、体感いただけたか

と思います。開催に際しご協力を頂きました多数の方々に深く感謝を申し上げ

ます。 

来年は再びエルパソにて、皆様にお会いできることを楽しみにしておりま

す。 

（文責: サンアントニオ日本企業会準備事務局 福田 幸裕） 

@San Antonio 
第２4回 テキサス州六者交流会開催 

 

毎年恒例のテキサス州六者交流会（通称 六者会）が、今年は11月1日、2
日にサンアントニオにて開催されました。今年で24回目を迎えるこのイベント

は、毎年六都市の持ち回りで開催されています。今回の参加者は史上最高の

192名となり、各イベントで大いに親交を深めていただきました。 

1. 工場見学ツアー 
今年の六者会の一つの目玉であるトヨタテキサス工場の見学を盛り込んだ

ツアーは大人気で、定員40名をはるかに超える136名の参加となりました。正

午過ぎに、ハイアットリージェンシーホテルに集合したメンバーは、3台の観光

バスに分乗して出発しました。大勢の参加者があふれるホテルロビーで、整然

とグループ分けをし、時間通りに秩序を持ってバスに乗り込むメンバーの姿

に、ホテルの従業員も驚いておりました。 

バスにはサンアントニオ事務局のメンバーが添乗し、即席ガイドさんとして活

躍していただきました。 

皆様を乗せたバスは、トヨタテキサス工場のビジターセンターに到着し、トヨ

タテキサスの卯木仁副社長（サンアントニオ日本企業会会長）から歓迎の挨

拶。その後3組に分かれてビデオ、展示コーナー、工場トラムツアーと約1時間

半のプラントツアー。アメリカの市場で大人気のフルサイズ・ピックアップトラック

のタンドラ、コンパクト・ピックアップトラックのタコマの生産ラインで、トヨタ生産

方式を生で感じていただきました。 

2. レセプション 

 ハイアットリージェンシーホテルの会場前ロビーで17時

に始まりました。参加者は、早速ロビーに設けられた

バーで飲み物を片手に名刺交換を開始、交流会が始ま

る前から各都市のお話で大盛り上がり、ロビーは異様な

熱気に包まれました。 

3. 交流会 
 18時きっかりに開会宣言、卯木サンアントニオ日本企

業会会長の挨拶、ご来賓の在ヒューストン日本国総領事

館福島秀夫総領事からのご挨拶を頂いた後、ゲスト講師であるUTSA日本語

講師の福田真樹子先生による講演会となりました。 

福田先生は、「成人の第二言語学習者の口頭言語と読み書き能力の発達、

および異文化間能力の獲得」をテーマに研究をされており、今年テキサス州の

外国語教師の中から1名だけが選ばれるTeacher of the Yearを日本語教師とし

て初めて受賞される快挙を成し遂げられ、テキサス州で大活躍されている日本

人のお一人です。 

今回は「人間力のKAIZEN」と題し、六者会メンバーがアメ

リカで仕事や生活をするうえで必要な異文化理解能力や、人

とのコミュニケーションに必要な自身の能力を再確認し、自分

自身を客観的に見つめ今後の生活の中でどのような心構え

をしたらよいかについて、パワーポイントによる具体的な写真

の例を使い、参加者に議論の内容を紙にまとめていただくな

右から近藤第一副会長、丹羽会長、

福島総領事、本多副会長 (JBAH) 

ゴルフコンペ参加者 

福田先生 

卯木会長 
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 令和元年度（2019-2020） 11月度 商工会理事委員会 議事録 

 会員限定 



ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

3 

池田 聡さん 

ena 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

enaの前身である「国立学院予備校」が開校したのは1972年。以来、

東京国立市を核に受験教育を展開、1987年からは、その成果を海外の

子どもたちにも提供すべく、活動範囲を世界へと広げてきました。現在、

世界9か国にena国際部として25校舎展開しています。海外で指導する

ようになり、さまざまなご要望に応えるなか、私たちは「受験指導」とはち

がう教育にも深く関わるようになりました。北米のenaが、日本国内の方針

から離れて小学低学年教育にも力を入れるようになったのは、その一端

です。こうした活動を通じて、私たちは単なる「塾」としてではなく、海外

に住んでいる子どもたちに貢献できる「教育機関」として存在する必要

性を痛感しています。海外に住む子どもたちは、それぞれにちがった背

景があり、多様な個性が育っています。私たちが指導するにあたって

も、画一的なカリキュラムではなく、柔軟性をもったコース・デザインが必

要です。そのため2010年より、小学校低学年にはベネッセの『グリムス

クール』を導入、高学年は『受験クラス』と『基礎クラス』に分けるなど、指

導内容の多様化を図りました。このように「受験指導塾」を超えた教育機

関となるよう努力を積み重ねておりますが、われわれの拠りどころが「受

験」にあるという信念は変わりません。とかく、特殊訓練めいたものとして

揶揄されがちな「受験勉強」ですが、教育の本質は一つです。各教科の

本質をつかみ、お子様の個性を見極めて身につけさせる指導、それが

enaが目指す授業です。 

2020年度新学期からは、新たにKATYに校舎を構え、小学1年生から

中学3年生までを対象に受験教育だけではなく、日本標準の日本語教育

を提供し、ヒューストンを中心に地域に貢献できることを願っております。 

 

２．ヒューストン／テキサス州の印象についてお聞かせください。 

2007年からのサンフランシスコ校勤務を経て7月にヒューストンに赴任し

ましたが、その第一印象は、圧倒的な緑と生き物の多さです。緑がどこま

でも続いている様子が目に飛び込み、セミの大合唱の中、トカゲが走り回

り、空には大きなチョウやトンボが飛び回っている！！ヒューストンに到着

したその日、空港から市内のホテルまでの間、車中でその光景に感じ

入っていたことを今でも思い出します。ご存じの方も多いかと思いますが、

ここ数年、カリフォルニア州は記録的な大干ばつを経験し、水不足がピー

クの時は、学校の芝生を地域ぐるみで人工芝に変えるところもあったほど

です。きっとそんなところから来たせいかもしれませんが、ヒューストンの日

ごろの雨の降り方も激しく感じ、その豊富な水を起源に生命の息吹を強く

感じます。 

 

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。 

アメリカで小型機のライセンスを取り、ループ、スピン、ハンマーヘッ

ド・・・とアクロバットの世界を楽しんでいました。月に数回程度しか飛べま

せんでしたが、庶民でもそれができるのがアメリカです。こんなアメリカが

私の一番好きなところです。ただ、娘が生まれてからは、生活環境が大き

く変わり、残念ながら飛べなくなっていました。もうそろそろ落ち着いてき

たので、また、再開したい

ともくろんでいますが・・・。

まずは、重量オーバーの

体に鞭を打ち、下手なテ

ニスを続ける方が現実味

がありそうです。 

 

 11月10日(日)に商工会・日本人会共催の第565回テキサス杯「商工会

会長杯」ゴルフトーナメントがOakhurst Golf Club にて開催されました。今

回は商工会丹羽会長をお迎えし、総勢45名が参加。すばらしい晴天に

も恵まれ、全参加者が午後1時ごろ無事にホールアウトできました。 

 ゴルフトーナメント開催の冒頭、丹羽会長より本年全英女子で優勝され

た渋野日向子選手が試合中にパクパクしていた、『タラタラしてんじゃ

ねーよ』という日本で人気のお菓子が全プレーヤーに振舞われ、多くの

方がゴルフプレイの合間にお菓子をパクパクされながら、コースと自己の

戦いに挑まれていたことかと思います。 

 ゴルフトーナメントですが、今回も前回同様にダブルペリア方式で行わ

れました。そしてKaneka America Holding Inc.の吉松雅敏さんがグロス

100、ネット70で男性の部優勝及び総合優勝の2冠を獲得、また、女性の

部ではToray International Americaの立石亜季さんがグロス101、ネット

75.8で優勝。また、Yamato Transport USA の牧山吉喜さんがグロス75で

ベストグロスを獲得、丹羽会長から多くの賞品を授与されました。 栄え

ある賞を受賞された方、じゃ

んけん大会で賞品を獲得さ

れた皆様おめでとうございま

した。   

 最 後 に 、 今 回 も 会 員 企

業、日本人会、日系レストラ

ンの皆さまから当日に至るま

で多くのご寄付を頂き、大

会を盛り上げて頂きました。

総合優勝者・男性優勝者  
吉松雅敏 様 (左） 

女性優勝者  
立石亜季 様 (右）  
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また参加者の皆さまのご協力のもと、無事にトーナメントを開催すること

が出来ました。この場をお借りし、皆さまに厚く御礼を申し上げます。次

回、第566回テキサス会「総領事杯」は2020年6月頃に開催予定です。   

 多くのご参加をお待ち申し上げております。 

(文責: 運輸・サービス・金融・貿易部会) 

第565回テキサス会「商工会会長杯」 
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Kaveri Indian Kitchen  
(5959 Hilcroft Ave.,  Suite B 

Houston, Texas 77036） 

す。最後は伝統的なデザー

ト、ライスプディングとバーミ

セリキール（スパゲッティより

細い麺の入ったミルク味の甘

いスープ）で締めました。 

 

 隣 接 す る イ ン ド 料 理 店

Udipi（ベジタリアンのみ）と

同じオーナーが経営するレ

ス ト ラ ン で 、 店 内 に はNo 
Reservations 等のトラベル番

組に出演したアンソニー・ボーディンが、Udipiのシュガーランド店へ

訪れた際の写真が飾られています。残念ながらボーディンは昨年、他

界してしまいましたが、世界各国を巡りながらローカル食、ローカルの

人との交流を紹介する面白い番組だったそうで、これまで日本へも何

度か訪れており、ご存知の方も多いかと思います。 

 

 十分お腹一杯になって、これで10ドルを少し超えるくらいですから大

満足。月曜はお休みですが、その他の平日は9:00am-5:00pmまで(誰

が9:00に来るのか？火曜日のみ11:00am-3:00pm, 5:00pm-10:00pm)、

土日は11:00amから10:00pmまで営業しています。気になられた方、

一度足を運んでみることをお

勧めします。 

 

（文責： 松澤 進一） 

 

 インド料理というと、バターチキンカレーや

タンドリーチキンを思い浮かべるかと思いま

すが、これらはインド北部料理と言われてい

ます。今回ご紹介するのはインド南部料理

で、北インドの料理に比べて主食は米、野

菜、豆や魚を使った料理が中心です。そん

な南インドの料理をビュッフェ形式で楽しめ

るのが、インド・中近東・中央アジアのレスト

ラン、食料品店が並ぶHillcroft沿いにある、

Kaveri Indian Kitchenです。 

 

 平日昼の店内、

ドアを開けると、一

組の客がいるだけ。店員がいません。。。奥の厨

房につながるドアから店員を呼び、席と飲み物を

決めると早速、料理を取りに行きます。野菜や豆

を使った料理から、魚・チキン・ラムのカレー、チ

キンのビリヤニ（香辛料の効いたピラフ）と白米も

そろっています。ひととおりの料理を取って席に

座ると、ナンのサービスも。ホカホカでモチモチ、

焼き立てです。ナンが美味しいと食事も進みま

復活 

 

次回は恐らく来年の春先に行われると思いますが、皆様、御滞在

中に一度是非、御参加下さい。 

（文責： Mitsubishi Heavy Industries America, Inc. 黒崎 誉章） 

11月23日午前8時半より、本年2回目となる日本庭園のボランティア清

掃が行われました。ハーマンパーク内にある日本庭園は、日米両国の友

情のシンボルとして、両国の費用負担により、1992年に完工・開園され、

海部元総理による揮毫、茶室、枯山水庭園を園

内に配置し、ヒューストン近隣では数少ない、日

本の風情を感じる憩いの場として、四季折々の

風景とともに、多くの来訪者を迎えています。 

普段は、民間の公園管理団体と現地コミュニ

ティーのボランティアを中心に清掃活動が行わ

れていますが、春と秋の年2回、日本コミュニ

ティーのボランティアによる清掃活動が行われて

おり、今回の清掃活動では、弊社の日米関係者

とその家族約50名を含む、過去最多の総勢128
名の方々に参加頂き、事前の機材準備から清掃完了後の後片付けまで、

非常にスムーズに作業が進み、予定時間より

30分早く清掃活動を終えることが出来ました。 

 公園管理者の方から参加者に対し、その手

際の良さ、ボランティア精神の高さに感謝の言

葉を頂きました。当日は晴天には恵まれました

が、朝方は若干の冷え込みもあり、一部の参加

者や子供達は、震えながら清掃活動に取り掛

かったものの、箒や熊手を手に、皆が次第に

作業に没頭し、気が付けば体は温まり、あっと

いう間に3時間が経過し、枯れ葉・落ち葉の積み上がった大きな山（成果

物）を見て、皆一様に笑顔と達成感に浸り、最後はドーナツを頬張って満

足感に浸る、大変幸せな時間を過ごすことができました。 

丹羽会長夫妻 

名川日本庭園担当特命理事 

日本庭園清掃 
～ヒューストン日米協会主催～ 
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ヒューストン日本語補習校 

社会科見学 

 
Toshiba International Corporation  

 11月2日（土）、ヒューストン日本語補習校の小学部4年生児童50名と引
率の先生5名が、社会科工場見学として弊社（東芝インターナショナル米
国社）の本社・工場を訪れました。当日は、前週までのテキサスらしい暖

かな陽気とは打って変わり突然秋が訪れたような気候でしたが、寒ささえ

も吹き飛ばすように元気な児童たちを、ハイタッチしながら本社へ迎え入

れました。 
 

1980年から約40年、この地に工場を構えてモノづくりを行ってきた弊
社にとっては、この社会科見学を受け入れるのは5年ぶり、記録がある限
りでは十数回目のことで、地域社会への貢献・還元活動の一つとして、ま

た日本企業がヒューストンの地で頑張っているところを補習校に通学する

児童に見てほしいという想いで実施してまいりました。過去の受け入れ時

には弊社の主力製品である産業モータやインバータ、UPS（無停電電源
装置）等、多岐にわたる製品の製造工程を見学してもらっていましたが、

今回は初めて省エネルギーと地球環境問題への貢献を目指して、総合

電機メーカの一端である弊社が注力するハイブリット自動車向けのモー

タ・発電機に焦点を当てた見学コースを準備いたしました。 
 

まず初めにオーディトリアムにて東芝全体、および弊社の概要説明を

行った後、モータとは何か、ハイブリッド自動車向けのモータとは何かを

説明しました。今回訪問してくれた児童たちが小学校で電気の性質とは

たらきについて学ぶのは数年後とのことでしたので、準備段階において

はいかにわかりやすくその仕組みや機能、用途を説明するかに苦慮しま

した。モータが動く仕組みについては、乾電池、磁石、クリップ、銅線と

いった身近な材料で作った簡易モータの実験を動画に撮って説明し、

用途例の説明には扇風機や掃除機といった身近な家電を例にとって説

明を行いました。米国生活故か、時代の流れか、東芝がかつて白物家

電を作っていたということをあまり知らない児童たちに、その場にいた大

人たちが世代間ギャップを感じる一幕もありました。 
 

オーディトリアムでの説明の後には、屋外で実際のハイブリッド自動車

を前にして、どこにハイブリッド自動車用モータが使われているかを見て

もらいました。ハイブリッド自動車用モータとは、車の走行時の力を利用

して電気を作り、その電気で車を動かす電気モータのことで、ガソリンで

動かすエンジンと共に駆動装置の一部としてボンネット部に搭載されて

います。ハイブリッド自動車は従来のガソリン車と比べてガソリンの消費を

少なくすることができる地球と環境に優しい車で、ハイブリッド自動車用

モータはそのコンセプトの主要部品として使われているのです。なかな

か見えにくいところにあるのですが、順番にボンネットをのぞき込んでも

らい、車に搭載されている実物を見た後には「うちの車はハイブリッド自

動車なのかな？」「電気を充電する電気自動車とは違うの？」といった

発言が飛び交い、具体的な製品のイメージを持ってもらうことができたよ

うでした。 
 

そして保護メガネをかけて、いざ稼働中の製造ラインの見学へ。通常

土曜日は休日ですが、どうしても児童たちに稼働している製造ラインを

見せたいという想いを製造現場勤務のローカル従業員が快く受け入れ

てくれたため実現することができました。ラインには様々な装置やロボッ

トが自動で作業を行う工程、人手で作業が行われる工程、人と機械が

それぞれ得意なこと・苦手なことを補いあい協力して行う工程があります

が、児童たちの興味を引いたのはやはりロボットが細かく正確に作業を

する工程でした。中にはロボットの作業時間を時計で測ったり、愛着を

持ってくれたのかロボットに対して「よし、しっかり働いている」というコメ

ントをくれた児童もいました。様々な工程がある中で、一貫しているのは

一つの作業工程の後には必ず検査工程があることです。順に工程を追

いながら説明をすると「えー！また検査ー？！」という声が上がりました

が、自動車に搭載する主要部品とあって、万が一不良品があれば人命

に係わる問題となってしまいます。不良品を出さないように同じものを同

じ品質で作り続ける仕掛け、工夫が沢山ちりばめられていることを説明

すると、熱心に耳を傾けて「どうやって前の作業の検査をするのか」等、

積極的に質問をしていました。 
 

工場見学を終えてオーディトリアムに戻ってからは最後の質問タイム

です。児童たちは躊躇なく手を挙げて、「100年前の車がハイブリッド自
動車でなかったのはなぜ？」「電車にはモータは使われていないの？」

といった子供らしい質問から、「なぜカリフォルニアからヒューストンに移

転してきたの？」という時勢を読んだような質問、「東芝は今後どういう新

しいものを作っていくのですか？」という若干大人たちの間で緊張感が

走る質問まで、時間を目一杯使って質問をしてくれました。

最後には児童の代表者数名から見学に対する御礼の挨拶

や、印象に残ったことなどの感想をいただき、対応した従業

員一同嬉しく思うとともに大変な励みとなりました。 

ハイブリッド自動車用モータ製造工場にて  
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エネルギー問題や地球環境問題を語るうえで、テキサスはその豊富な資源と、それらに

支えられるエネルギー産業の拠点という点において、特異な位置づけにあると言えます。そ

んな土地での日々の生活スタイルも、日本での生活に比べると、夏でも建物の中は寒いくら

いに空調がついていたり、大型のピックアップトラックが多く走っていたり、児童たちに対して

は積極的な働きかけをしない限り省エネ・環境意識を醸成することは難しいのではないかと

思います。一方で「ハイブリッド自動車が自分で電気を作れて充電しなくていいならハリケー

ンの時に安心だね」という一人の児童の言葉は、ヒューストンに住む子供ならではの発言

で、ヒューストンっ子ならではのエネルギーに対する感覚を持っているのだと、逆に教えられ

るものでした。 
 

児童たちにとって今回の社会科見学が、普段の便利な生活が資源や電気によって賄わ

れていることや、資源は有限であり、電気は常にそばにあるわけではない、というエネル

ギー・環境問題への気づきとなり、また技術革新がこういった問題解決の一助となることに興

味・関心を持ってもらえたならば、これほど総合電機メーカ冥利に尽きることはありません。 

（文責： 東芝インターナショナル米国社 栗田愛子） 

駐妻のヒューストン日記  
第183回 太田智子 さん 

～ティーンエージャーを連れての駐在～  

 今回のヒューストン駐在は、アメリカのニューメキシコ州、英国のスコット

ランドを経て三回目の海外生活になります。三回目というとベテラン感が

ありますが、私は相変わらず英語が上達せず英語でのやり取りは主人

任せの日々。今回の駐在でこれまでと違って気を遣うのは、ティーン

エージャーとなった息子達のことです。 

 我が家には高校二年生の長男と中学三年生の次男がおります。過去

二回の海外生活では年齢も低かったので学校生活などでは特段悩み

もなく伸び伸びと生活していました。そして今回の海外赴任の話が決

まった時には、一緒に行くのか、日本に残るのか、家族で何度も話し合

いました。特に長男は高校進学が決まったタイミングでしたので、せっか

く入った高校を辞めてアメリカの高校に転校するかどうかかなり悩んだよ

うです。反対に次男はスコットランドの学校が楽しかった為、英語圏の学

校に行くことにあまり抵抗がなかったと言っていました。 

このような形で始まった今回のヒューストン駐在で、子供達にとってこ

れまでの日本の生活との違いが多くありました。まず初めに、子供が自

力で移動出来ないということでしょう。日本では、朝出かけたら帰るまで

自分で行動して帰ってくるのが普通でした。学校帰りに友達とスタバに

寄ったり、週末は映画を見に行ったり自由な生活を楽しんでいたと思い

ます。しかし移動に車が不可欠なヒューストンでは、運転出来ない子供

が補習校、習い事、友人宅等へ行く際には親の運転する車で行くことに

なります。これが年頃の子供達にとってかなり負担のようです。 

次に学校生活ですが、気が合えば誰とでも分け隔てなく遊んでいたエ

レメンタリーの時と違い、どうしても人種や英語ネイティブかどうか、スポー

ツや活動をやっているか等で付き合う範囲が決まってくる場合があるよう

です。長男も学校生活に溶け込む為に、今まで興味のなかったアニメを

見るようになりました。日本人だと分かると必ずアニメの事を聞いてくる子

が多いからだそうです。また日本のお友達のSNSから垣間見えるきらきら

した日本の学校生活が羨ましく思える事もあると言っていました。 

しかし色々制約が多いにもかかわらず、二人は一度も帰りたいと言わ

ずにアメリカ生活をそれぞれ楽しんでいるようなので、母としてうれしい限

りです。次男は初めて参加したハーフマラソンで二時間を切って完走し

ました。長男も仲の良いお友達と毎日のようにスカイプで話しています。 

私も当初、アメリカのハイスクールの複雑なカリキュラムがなかなか理解

できず困りました。そんな時、息子の同級生のお母さま方に色々と教えて

頂き、大変お世話になりました。ランチ会での情報交換にどれだけ助けら

れたことでしょう。同じ年ご

ろの子を持つ親の悩みな

ど聞いて頂き、感謝してお

ります。何かと頼りない母

ですが、これからも出来る

限りのサポートをしていき

たいと思っています。 

見学中も積極的に質問する児童たち  

ニューメキシコ ホワイトサンズ 

ハイタッチで元気よく 児童代表からお礼の言葉  ボンネットをのぞき込む児童たち 
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 昼休みが終わり、補習校借用

校のグラウンドに集合した生徒

達を迎えてくださったのは、阿部

所長はじめ4名のJAXA職員の

皆様。3基の発射台は、既に芝

生の上に設置されて打ち上げの

準備は万端です。 
 
 今年の水ロケットの特徴は、パ

ラシュートが付いているところです。今年、地球近傍小惑星「リュウグウ」

への着陸およびサンプル回収をした「はやぶさ2」の活躍は耳新しいとこ

ろですが、惑星への着陸は、「上空20km…飛行機の飛ぶ高さの2倍ぐら

いの所から、甲子園球場の“マウンド”に降りるようなもの」（JAXAの津田

雄一プロジェクトマネージャの言葉）と例えられるほど難しいものでした。

その成功に気を良くしたのか、今年の水ロケットは、「コーンで示された目

標地点に、パラシュートを開いた水ロケットをどれだけ近づけられるか」が

目標です。前回までは、「どれだけ遠くに飛ばせるか」だったのに、いき

なりハードルが上がっています。果たしてうまくいくのでしょうか？ 
 
 理科担当の宮城先生から発

射に当たっての注意を聞き終わ

るや、生徒達はロケットに早速

水を入れ始めます。水の量、発

射の角度、空気圧、先端のコー

ンの形、中の錘の重さ、フィンの

形や大きさなど、どれもが重要

なファクターとなるのが水ロケッ

トの醍醐味です。生徒達がビ

ニールのゴミ袋を使って作った

パラシュートは、形も大きさも

様々で、「本当に開くの？」とい

う問いには、誰もが「さあ、やっ

てみないと」と答える有様。それ

でも、自分達が作った水ロケット

を、互いに自慢げに見せ合って

張り切っています。 

 やがて3つの発射台に水

ロケットがセットされ、全員

のカウントダウンが始まり第

一回目の打ち上げです。全

員の期待の目が注がれる

中、しかし、3機とも目標とは

程遠いところに墜落。飛行

時 間 が 短 す ぎ て、パ ラ

シュートが開く余裕もありま

せんでした。こうして何度か

打ち上げるうちに、目標を

はるかに超えて飛ぶロケット

もありましたが、結局パラ

シュートが開いたロケットは

皆無。目標地点に一番近

かったロケットは、15.5mで

した。 
 
 実験中に、小学部の児童

たちもやってきて、一緒に

カウントダウンをしたり、水

ロケットの仕組みについて

中学生に質問したりして、

思いがけない交流もできま

した。 
 
 毎年、少しずつ趣向を

変えながら続いているこの

水ロケット発射実験は、中

学部生徒だけの特権であ

り楽しみでもあります。物

を作る喜び、物の仕組み

に対する知的好奇心、仲

間と作り上げる楽しさはも

ちろん、出来上がったロ

ケットを遥かな大空に向け

て飛ばす爽快感は何物に

も代えがたい体験です。 

 

 このような素晴らしい機会を与えて下さるJAXAの皆様に、補習校一同

心から感謝を申し上げます。来年もよろしくお願いいたします！ 

  

 (文責: 補習校中学部2年担任 佐藤暁子)  

2019 補習校中学部 水ロケット発射実験「はやぶさ2」に続け！ 

角度も重要なファクター 

発射台にセット  

コーンまでの距離を測る  

ポンプで圧を加える  小学部の児童たちの質問に答える  

水を量って入れる  

発射の瞬間  

3機同時に発射  

JAXAの皆様  

 11月23日（土）、上着なしではいられないほどの朝の肌寒さも昼に

は和らぎ、雲ひとつない青空が広がる絶好の水ロケット打ち上げ日

和となりました。 
 今年は、中学部2・3年生が混合で4つのグループに分かれ、3年生

をリーダーにして各グループ2機の水ロケットを作成しました。前の週

に製作を始めた水ロケットはこの日、立派に完成された姿で補習校

に持ち込まれました。 
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― あそぼーかい  ― 

はじまりのあいさつ 

 日本では11月15日といえば『七五三』。七歳、

五歳、三歳の子どもの健やかな成長を祝う日本

の年中行事です。着物や袴を着て、神社などへ

お参りをすることをお話しました。マスコットキャ

ラクターのトラおくんとトラ子ちゃんとの会話や質

問を交えながら説明すると子供達は興味深そう

なお顔で真剣に聞いてくれました。また、この季

節に美味しい食べ物、好きな食べ物を訊くと「焼き芋」「栗」「ぶどう」「いち 

ご」などと、元気に答えてくれました。 

 

紙芝居 『どんぐりぽとん』 

 「大きなどんぐりの木があったよ。やさしいかぜ

がふんわりふいたら、ぽとーんと、どんぐりがお

ちた。」 

 そこへ、ねずみ、りす、くま。どうぶつたちが

やってきて、森のごちそうをいただきます。 

 最後にどんぐりは虫さんのお家になりました。

詩のようなリズムにのって豊かな秋の実りを感じ

る紙芝居です。次に何が出てくるか予想したり、「わぁ、くまだ！」と驚いた

りしている様子にとてもほっこりとした気持ちになりました。 

 

今月のうた 『松ぼっくり』 

 ヒューストンでもこの時期よく見かける松ぼっくりの歌を歌いました。 

♪松ぼっくりがあったとさ 高いお山にあったとさ 

 ころころころころあったとさ おさるがひろって食べたとさ♪ 

広く知られた、歌いやすくて優しい雰囲気の歌です。お散歩の時間に

ぴったりの歌ではないでしょうか。 

からだあそび 『大きな栗の木の下で』 

 ♪大きな栗の木の下で〜♪とお馴染みのふり

つけで大きく体を動かして歌いました。次に♪

小さな栗の木の下で〜♪と小さな三角をつくり

ながら元気よく体を動かしました。 

 

11月のお誕生日会 

 11月のお誕生日のお友達が前に出てきて、名前と年齢を大きな声で答え

てくれました。みんなでハッピーバースデイの歌を歌いました。お誕生日の

メダルを選び、胸をはってメダルをかけている様子はとても微笑ましい姿で

した。 

 

工作 『折り紙のどんぐりに顔を描こう』 

 折り紙で作ったどんぐりにクレヨンを使って顔を一生懸命描いていました。 

  

 最後に七五三の千歳飴をお渡ししました。ニ

コニコ嬉しそうに受け取り、持ち帰りました。 

 異国の地ヒューストンでも日本の童謡や伝統

行事、昔ばなしを伝えたい、そして忘れないで

欲しいとの願いを込めてあそぼーかいを開催

しています。 

 初めてのちびっ子もお待ちしています。あそぼーかいは月に2回、平日と

土曜日に開催しています。三水会センターのキッズルームへどうぞお気軽

にお越しください。 

＜読み聞かせの会＞ 

1月18日（土）   9時45分～ 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

 ＜あそぼーかい＞ 

1月31日（金）  10時30分～       

2月1日（土）   9時30分～  

＊変更がある場合もございます。三水会センター内のポスターやコミュニ

ティーサイト： ヒューストンなび＜hounavi.us＞でもご確認ください。 
＊スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ちの方やお問い合わせは、

下記アドレスまでご連絡ください。お待ちしております。 
あそぼーかい   mama.asobokai@gmail.com 
読み聞かせの会 houstonyomikikase@gmail.com  

ショーイングジャパン 七五三写真撮影会開催報告  

 即位礼正殿の儀から間もない11月2日、9日の両日、ヒューストンでは恒

例の七五三撮影会が行われました。今年は20組58名の方々にご参加い

ただき、比較的ゆっくりと撮影を楽しんでいただけたのではないかと思い

ます。 
 3歳のお嬢様方は「髪置」、お母様のお膝の上で髪の毛をセットしても

らったり、かわいいお手々でそっとお飾りを触ってみたり、どのお子様も初

めての体験にちょっぴり緊張。小さな胸のドキドキが私たちにもしっかり伝

わってきました。でも、お支度が整うにつれ、いつの間に

か気分はお姫様。撮影室に入って来た我が娘を誇らし

げに見つめるお父様方のお顔も印象的でした。 
 「袴着」にあたる5歳の男の子は、腕白盛りなのでしょ

う。凛々しい袴姿で“いいお顔”をしてくれるのは最初だ

け。格好いいポーズ、あっち向きポーズ、はたまた“変

顔”まで、私たちを楽しませてくれました。そういえば、い

つの間にか主役のはずのお子様がカメラマンになって

ご両親をパチパチ写していらしたご家族もありましたね。 
 「帯解」を迎えた7歳のお嬢様、大きいお嬢様は、もう

すっかりりっぱな淑女です。振袖をお召しになると、豪

華なお着物にも負けず堂々とかつ奥ゆかしい美しさが

漂っていました。 
 国際色豊かなご家庭、お友達同士の方々、祖父母様

より贈られたお着物をご持参下さった方、お祖母様もご

一緒の方、どのご家族も笑顔に満ち溢れ、私たちにも沢山の幸せを分け

ていただいた2日間となりました。頂戴いたしました参加費は今後のショー

イングジャパンの活動費として大切に使わせていただきます。ありがとうご

ざいました。メンバー一同、ご参加いただきましたお子様方のお健やかな

ご成長とご家族の皆様の益々のご多幸を心よりお祈りいたします。   
 

 （文責： 新宮典子）  

 朝晩の冷え込みが厳しくなり、落ち葉も目立ち始めました。11月のあそ

ぼーかいのあった15日（金）、16日（土）は両日共に特に寒い日となり心

配しましたが、元気なちびっ子がたくさん集まってくれました。 
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 前回の古舘健先生から血液内科がご専門の佐々木裕哉先生にバトンが移りました 。   

第182回 

日本にいる家族が「がん」と診断

された時にできること   
医師（現MD Anderson Cancer Center研究員）   

佐々木裕哉  

はじめまして。神奈川県からヒューストンに参りました佐々木裕哉と申しま

す。現在はMDアンダーソンがんセンターの白血病科に所属し研究活動を

行なっています。さて、ヒューストンにお住いの皆様の中には、遠く日本にお

住いのご家族の健康状態をご心配している方が少なからずおられるものと

思います。私自身の勤務先ががんセンターということで、今回はがんを対象

にお話をさせていただきます。 
 
 
1. 日本にいる家族ががんと診断されたら 

がんの診断に関して多くの患者さんやご家族が青天の霹靂と表現されま

す。かくいう私も家族ががんと診断された際に動揺した人間のひとりです。

加え、太平洋を隔てた米国にお住いの皆様にとっては、近くで家族を支え

てあげられないもどかしさもあり、大変に辛い状況ではないかと察します。そ

のような状況の中、最初に是非ともしていただきたいことは「(可能な範囲で)
ご自身の気持ちを落ち着かせること」です。焦る気持ちのままですと正しい

判断が難しくなるからです。そしてご自身のお気持ちが少し落ち着いてか

ら、患者さんであるご家族にご連絡をしていただければと思います。その時

は「まずは落ち着いてね。一緒に頑張ろうね。」と声をかけて、患者さん自身

が安心して冷静な判断をできるようサポートすることが大切です。 
 
2. 家族にできること、医療者にできること 

がんに限りませんが、病気と闘う上で知っていただきたい大切なことがあり

ます。それは医療者には決してできない、家族だからこそできることがあると

いうことです。このように書くと「医療者は治療の具体的な内容にだけに関心

を持ち、メンタル面や経済的なサポートなどには関心がない」としばしば誤

解されてしまうのですが、そうではありません。近年のがん医療は「チーム医

療」といって、がんを治すことを中心に行うスタッフだけではなく、精神面や

経済的な側面を含む生活面をサポートする多様な職種のスタッフが患者さ

んを中心に据えた医療の実現に努めています。そのようにチーム医療が普

及した現代であっても、なおご家族にしかできないことがあります。それはが

んの診断から関わりが始まった面識の浅い医療者には到底代わることので

きないものです。その点に気づいていただき、離れていてもご家族だか

らこそできる支援があるのだということに自信をもってください。現代で

は、患者さんを支えるご家族もチーム医療の一員と考えるようになってい

ます。 
 
3. 標準治療という言葉を知ってください 

インターネットで見つけた情報を、日本のご家族に伝えるという方もい

らっしゃると思います。インターネット上の医療情報はまさに玉石混交で

して、例えば「がん＋完治＋最新の治療」などというキーワードで検索し

ます。すると、現在の医学で正しいと考えられている治療から患者さんに

とってデメリットとなるものまでヒットしてしまいます。そのような情報の渦の

中を丹念に見ていただくと、標準治療（標準療法）という言葉が見つかる

と思います。「標準」治療という語感は、「可もなく不可もなく」や「まあまあ

よい」というあまりポジティブに感じられないイメージを想起してしまうかも

しれませんが、実は標準治療こそが治療の王道です。これまでの研究の

蓄積により、一般的に治療効果が高く、安全性が高い最良の治療方法

を指し、この治療を皆さんに標準的に受けていただきたいという意味で

つけられた名称です。医療者が患者さんの治療を計画する際には、患

者さんのおかれた状況が標準治療の実施に適切であるかを判断すると

ころから始めていきます。心臓に持病をお持ちなど、何らかの理由で標

準治療が受けられない患者さんに対しては次善の方法が取られます（こ

こが医療者の腕の見せ所です）。初めから標準治療ではないものを探し

求めていくことは、結果的に健康上の不利益を被る可能性があることをご

理解ください。 
 
4. 正しい情報をどうやって見つけるか 

インターネットでがんの情報を探す場合、まず、「がんの種類（例： 胃

がん）＋標準治療」というキーワードでお調べになるのがよろしいかと思

います。上述のように「完治」「最新の治療」など一見魅力的なキーワード

を入れてしまうと、広告の影響などが強く出てしまい、認可されていない

（場合によっては危険を伴う）治療を検索してしまう可能性が高まります。

より簡便には、国立がん研究センターにより提供されている「がん情報

サービス（https://ganjoho.jp/public/index.html）」にアクセスするという方法

があります。これはがんの専門家の監修を経て作成された大変信頼のお

けるウェブサイトで、標準治療を含むがんの一般的な情報の多くはここで

得ることができます。また、患者さんのお住まいの近くにある「がん診療連

携拠点病院」においても比較的容易に正しい情報を得ることができま

す。 
 
5. 長い治療です。焦らず一歩一歩進んでいきましょう 

がん治療との付き合いは長いです。短期的な目標を理解しながら息

切れしないよう一歩ずつ進んでいきましょう。がんを手術で治療すること

になった場合でも、手術日が最終ゴールではなく、その後の通院なども

含めて付き合っていくことになります。ともに歩む（伴走ならぬ伴歩という

べきでしょうか）ご家族の支えはいついつまでもかけがえのないもので

す。最善を願いながらゆっくりゆっくり毎日を過ごしていただければと思

います。 

 次回は血液内科がご専門の田中智之先生です。同じオフィス

で一緒に仕事をさせていただいております。大変熱心

にご研究をされる一方で、ご家庭では理想のパパとし

て頑張っていらっしゃいます☆乞うご期待！！  
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今年のテーマは「落語とワインのコラボ」 
 
 11月16日、グレーターヒューストン日本医学会・日本人会の共催で、毎年

恒例となっているワイン試飲イベント「乾杯の集い」が開催されました。今年

も福島総領事のご配慮で総領事公邸を会場としてご提供いただきました。

また、今回は日本から三遊亭竜楽師匠をお招きして「落語とワイン」の夢の

コラボレーションが実現することとなりました。「ワインを飲む、落語を聴く、み

んなでワイワイ楽しむ」のどれか、あるいはすべてをお目当てに多くの参加

者が集まり、例年に勝るとも劣らない大盛況ぶりでした。 

 会の前半は三遊亭竜楽師匠による落語独演会。竜楽師匠は七か国語を

操り落語を世界各国で披露されているこ

とでお馴染み。そんな竜楽師匠がフラン

ス・アヴィニョン演劇祭に一か月泊まり込

みで参加された際の苦楽のエピソードな

ど、師匠ならではのお話に参加者の皆さ

んも興味津々でした。そして話はいつの

間にか落語の演目へ。今回は「西行鼓ヶ

滝」を披露していただきました。趣深いお

話の中に要所要所笑いどころがあり、ま

た竜楽師匠の表現力と話術に皆さん引

き込まれているご様子で、日本でさえなかなか味わうことが出来ない貴重な

経験となりました。最後は拍手喝采の中、独演会は幕を閉じました。 

 後半は皆さんお待ちかね、ワインの試飲会。今年は「フランスワインとカリ

フォルニアワインの対決」と銘打ってフランス産・カリフォルニア産のワイン

が、合計で60本用意されました。どちらのワインも大人気。赤ワイン・白ワイ

ン各種を少しずつ飲まれる方もいれば、お気に入りの銘柄を何度もリピート

される方もおり、それぞれの楽しみ方で美味しくワインを嗜まれていました。

三水会センター  

ホリデー休館日及び 

図書返却日のお知らせ 

クリスマスホリデーシーズンに伴い、三水会センター

(図書館)が下記日程で休館となります。なお、休館に伴

い図書返却日も一部変更されます。 

 

年末年始 

休暇期間 ： 2019年12月22日（日）～2020年1月6日（月） 

貸出変更 ： 2019年12月10日（火）～12月21日（土）  

4週間の貸し出し 

 

詳細は図書館カウンター及びホームページにてご確

認下さい。 

延滞された場合には休館日も延滞金に計上されます

のでご注意下さい。 

尚、悪天候などによる図書館の

急な閉館に際しては商工会ホーム

ぺージに掲載しておりますので、各

自お確かめいただきますようお願い

致します。 

ビジネスセミナー 

「航空・宇宙産業の最前線 
－三菱重工業の航空宇宙事業基幹プロジェクト紹介－」 

（主催：ヒューストン商工会） 

1月の定例講演会は、三菱重工業の皆様を講師に航空・宇宙産業の最前線に迫

ります。同社の北米事業及び航空宇宙事業を概括し、現時点での航空宇宙事業の

基幹プロジェクトである （1）ボーイング787向け複合材主翼、(2）スペースジェット、

（3）国産宇宙ロケットの推進状況、さらにワシントン州でのスペースジェット飛行試験

や、H3ロケット開発試験などの製造・開発現場の「今」を、映像なども交えわかりやす

くご紹介頂きます。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

日時： 令和二（2020）年1月24日（金）2:00 pm～4：00 pm（質疑応答を含む） 

会場： United Way Community Resource Center オーディトリアム  
50 Waugh Drive, Houston, TX 77007  
https://www.unitedwayhouston.org/ 

定員： 65名 

講師： 丹羽 高興（にわ たかおき）氏  

三菱重工業常務執行役員 兼 米国三菱重工業社長 

岩佐 一志（いわさ ひとし）氏  

米国三菱航空機社長兼モーゼスレイクフライトテストセンター長 

中村 卓史（なかむら たかし）氏  

米国三菱重工業 投資・事業開発室 SVP 
 

お申込み： お申し込みは商工会ホームページ「会員専用ページ」 

からどうぞ。 

お問合わせ先： ヒューストン日本商工会事務局 
Tel. (281) 493-1512   
Email: sansuikai@jbahouston.org 

また、料理もとても充実しており、日本人会より提供されたチーズ・ハム等のワ

インのお供から、総領事の差しれの炊き込みご飯まで、バリエーションに富ん

だメニューでした。 

 「乾杯の集い」の最後を締めくくったのは恒例のワインクイズ。難易度が低

い問題から順に出題され、正解した方が次の難易度の問題に進むことが出

来る、勝ち上がり方式で行われました。最後

まで勝ち残ったワイン通の皆さんには、武智

会長より豪華賞品が手渡されました。正解し

て勝ち上がった方も、残念ながら間違えてし

まった方も、クイズを通して一体となって盛り

上がることができた、楽しいひと時となりまし

た。来年の「乾杯の集い」も、また新たなテー

マやコラボレーションを考えながら11月頃に

開催する予定です。来年も皆さん、奮ってご

参加ください。 

（文責： ヒューストン日本人会編集部） 
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他団体便り 
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編  集  後  記 
 ヒューストンに来て今年でちょうど30年になりました。調べてみたら20年前にはすでに

ガルフストリームの編集委員になっていました。最近復活した「食ぅすとん」もずっと続い

ている「ヒューストンウォーカー」も当時の読者の皆様のご要望にお応えすべく始まった

企画です。当地での生活を安全に、快適に満喫したいというのはいつの時代でも共通

の希望ですね。そのために役立つ情報を松澤委員長の指揮のもとにみんなで考え、

集めて毎月の記事にしています。時々私も記事を書いていますが題材は趣味のバー

ドウォッチング、音楽（オペラ）などになりやすいです。また、仕事の関連でIT事情や最

近参入したリクルーティング（就職斡旋）関連の記事も時々書く機会があるかも知れま

せん。当地で子供二人が大学を卒業(Hook ‘em Horns!) 、結婚式で花嫁のオヤジとし

て英語でスピーチ、など結構楽しい経験をさせていただき、おまけに2年前には協議離

婚も成立！また、今年の夏はヒューストン並みの暑さなのにエアコンが整備されていな

いラオスに3週間ほど行ってきました。このように結構盛りだくさんな生活をしております

ので今後の執筆活動にも役に立つのではないかと編集委員各位から期待されていま

す。11月から1月いっぱいくらいまでは寒い日があったりしますが基本的には当地の冬

は穏やかで好きです。鳥もたくさん当地で越冬しますので夏よりはるかに良い季節と

思っています。読者の皆様もぜひヒューストン生活を満喫してください。 （米元 錦城） 

 第49回JXTG童 話 賞 を

受賞した作品集「童話の

花束」を三水会センター

図書館にて無料配布して

おります。童話を読む楽し

みだけではなく、書く楽し

みも紹介してくれる素敵な

本です。ご興味のある方

はご来館の際にぜひお持

ちください。 

 

 「JXTG童話賞」は、毎年

「心のふれあい」をテーマ

とするオリジナル創作童話を募集し、選考委員による審査

の結果、入賞した作品がこの童話集に掲載されていま

す。JXTGグループ※（当会会員）様には、過去数年にわ

たり日本語補習校と三水会センター図書館に本書をご寄

贈いただき、深く感謝申し上げます。 

 

※JXTGグループ 
JX Nippon Oil Exploration (U.S.A.) Limited  
JX Nippon Oil & Energy (Americas) Inc.  
JX Nippon Chemical Texas Inc.  

■Jan 24-26 
Feline, Football & Fun @ Deer Park 
世界中から猫自慢が集まる国際キャットショー。猫が好きな人は必見で

す。入場料などの収入は、捨て猫保護などにも役立てられるそうです。 
http://www.gulfcoastfeline.org/ 
 

■Jan 24-26 
Parrot Festival 2020  
@ Double Tree Houston Intercontinental Airport 
年に一度のオウム好きの集まりです。専門家による講演や初心者向けの

飼育講座などがあります。 
https://www.parrotfestival.org/ 
 

■Jan 25 
Monster Jam @ NRG Stadium 
巨大なオフロードカーが駆け回る迫力のモータースポーツ。2月8、9日に

も開催されます。 
https://www.monsterjam.com/en-US/events/houston-tx/jan-25-2020-jan-
25-2020 
 

■コンサート情報  Jan 30, Feb 1-2 
Beethoven 7 by Houston Symphony @ Jones Hall 
マンガ『のだめカンタービレ』がお好きな方は是非。TVドラマのオープニ

ングでも使われたベートーベンの交響曲第7番を生演奏で楽しめます。 
https://houstonsymphony.org/tickets/concerts/beethoven-7/ 
 

■コンサート情報  Feb 1 
Celine Dion Courage World Tour @ Toyota Center 
歌姫Celine Dionのワールドツアー公演です。 
https://www.toyotacenter.com/events/detail/celine-dion-courage 

■クリスマス休暇特集 

クリスマス休暇に何をしようかお悩みの方は以下のホーム

ページ特集をご参考にどうぞ。 
https://www.visithoustontexas.com/events/holidays-in-
houston/#HolidayFests 
 

■公演情報  Jan 7-12 
Hello, Dolly! @ Memorial Hermann Broadway at the Hobby Center 
トニー賞受賞の名作ブロードウェーミュージカルがやってきます。7日

（火）から12日（日）の6日間で全8公演。お見逃しなく。 
http://www.thehobbycenter.org/?q=node/2503 
 

■Jan 11-12 
67th Annual Charity Cat Show  

@ George R Brown Convention Center 
Houston Cat Clubが主催するキャットショーです。 
https://www.houstoncatclub.org/ 
 

■Jan 19 
19th Annual MLK Battle of the Bands Competition  

@ W. W. Thorne Stadium 
高校生のマーチングバンド競技会です。迫力のブラスバンドと行進をお

楽しみください。前日の18日にはYouth Paradeが、翌日の20日はGrand 
ParadeがMidtownを練り歩きますので、こちらも是非ご覧ください。 
https://www.mlkgrandeparade.org/ 
 

 内容が変更になる場合もありますので、お出かけ前に各自で最新

の情報を主催者のサイトにてご確認ください。 

 

「童話の花束」 
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