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 少しずつ日の短さを感じるようになってきた10月、ヒューストン日本商工会も新会長以下新しい体制で新年度（平成27(2015-2016)年度）

を迎えました。 

 最初の行事である10月度常任委員会・本年度年次総会・懇親会が10月28日(水)、ダウンタウンのFour Seasons Hotelで開催されました

ので、ご報告いたします。なお、商工会については、正団体会員数は106社と昨年の98社より8社増え、正個人会員数も653名と62名増

で、名誉会長を含めた名誉会員数は9名と変わらず、準会員は35名と4名増となり、会員総数では697名と58名増となっています(年次総

会開催日の10月28日と昨年10月1日比較)。 

 当日午後5時からホテル2階のConroe Roomで開催の常任委員会では本多新会長挨拶、引き続いて髙岡在ヒューストン総領事の総領

事館連絡があり、幹事報告、会計報告、9月に実施の第3回宇宙セミナー開催報告と今年度の宇宙セミナー予定、また、間近となっている

テキサス州六者交流会関連報告や各委員会からの報告、事務局連絡が行われました。この会計報告の中では、商工会の昨年度決算の

報告と承認、新年度予算案の承認が行われ、新年度の始まりが確認されました。 

 引き続いて、6時から同Roomで、正個人会員と準会員も参加されての年次総会が行われました。年次総会では、髙岡総領事と本多新

会長のご挨拶、旧年度役員・特命理事・委員長・部会長による年間活動報告、新年度理事委員紹介と続き、常任委員選任報告を最後に

終了しました。 

 7時すぎからの懇親会では場所を2階のHighland Roomに移して、立食形式で行われました。幹事による開会の辞の後、本多新会長の

ご挨拶と乾杯の音頭で始まり、ビュッフェスタイルの食事とワインな

どを楽しみながら、50名を超える参加者がご歓談され、親交を温め

られました。談笑の輪があちこちに作られ、和やかな雰囲気のなか

楽しいひと時が過ぎていきました。会の最後では、髙岡総領事のご

挨拶、薙野第一副会長の閉会のご挨拶をいただき、新年度最初の

行事が滞りなく終了しました。 

 本多会長を始め新理事委員の皆様、全ての会員と配偶者の皆

様、本年度もどうぞ宜しくお願い致します。 

本多之仁会長  髙岡望総領事  

懇親会  

総会  
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平成27（2015-2016）年度10月 商工会常任委員会・年次総会 議事録  

開催日時：2015年10月28日（水） 

開催場所：Four Seasons Hotel (1300 Lamar Street) 

【常任委員会】17:00～17:40< Room – Conroe> 

１．開会の辞 （金子公亮 幹事） 

２．商工会会長挨拶 （本多之仁 会長） 

 当会は10月より新年度を迎え、総会員数は約700名で過去最高を記録しているが、当

地の経済状況と同様、今後の会員数の推移に関しては見通しが定かではない。会員企

業の皆様には、ぜひ個人会員の登録をしていただき、今年度も引き続きご支援ご協力

をお願い申し上げたい。 

３．総領事館連絡 （髙岡 望 総領事） 

 ヒューストンが日本と中南米諸国を結ぶ重要な乗り換え拠点としての役割を果たすよう

になり、先週、山崎参議院議長が中南米訪問の途次IAHに立ち寄られた。また、先週

は、熊本市の姉妹都市であるサンアントニオで本館主催で在日米軍経験者に対しレセ

プションを行った他、熊本県のPRマスコットキャラクターである「くまモン」がサンアントニ

オを訪問、市議会、テキサス大学アントニオ校や Spurs のゲームなど訪れた。また、11月

2日に愛知県の森岡副知事がテキサス州のアボット知事と会見する際にアシストする予

定である。この機会に、もし日系企業より州に対するご要望などあれば州知事にお伝え

したいので、ぜひご連絡いただきたい。 

４．幹事報告 （金子公亮 幹事） 

＊会計幹事交代について【追認事項】 

 加藤前会計幹事の帰任に伴い、9月度理事委員会の開催日より期末までの2週間に

欠員補充をする必要が生じたため、8月度常任委員会にて今年度の会計幹事として選

出された峯山会計幹事が同期間会計幹事に就任することが同理事委員会にて承認さ

れ、当該理事委員会の承認が当会で過半数の票をもって追認された。 

＊理事委員の紹介  

 金子公亮幹事より本年度の理事委員会を構成するメンバーとして、名誉会長（総領

事）、役員（7名）、特命理事（4名）、常設委員長（6名）、常設部会長（5名）、事務局長の

紹介があった。詳細は商工会ホームページ掲載の組織図参照。 

５．会計報告 （峯山裕二 会計幹事） 

＊JBAH 2014-2015年度決算案の報告及び承認、2015-2016年度予算案の承認につい

て  【承認事項】 

 旧年度は、$19,000の黒字予算に対し、約$86,000の黒字決算となった。その主な要因

は、会員数増加に伴う会費収入の増加に対し、委員会会場費や電話代の経費削減、ま

た臨時職員の期中採用による未消化の支出によるものであった。新年度予算について

は、引き続き会員増加による会費収入の増額、また支出面では職員給与計算や雇用税

の支払いを補習校から独立して行うことによる新たな経費や事務経費の増額を見込み、

約 $52,000の黒字予算とした。以上の報告を受け、決算案・報告案が過半数の賛成を

得て承認された。尚、2017年に開園25周年を迎える日本庭園への寄付金については、

現予算には計上せず、今後協議の上、別途承認を受けてから予算を修正することとす

る。 

＊JBAHF 2014-2015年度決算案、及び2015-2016年度予算案について 

 旧年度は、会員増加に伴う寄付金増加により$3,300の赤字予算に対し、約$3,500の黒

字決算となった。新年度予算については、実績に基づいて$3,700の赤字予算とする。当

決算案と予算案の承認に関しては、Foundationの役員（JBAH役員が兼任）により、後日

書面決議される予定。尚、2011年に別口座として設立された東日本大震災義援金ファ

ンドの残高約$65,000は、今年5月に日本赤十字社へすべて送金し口座は閉じられた。 

６．2015年第3回宇宙セミナーの開催報告と今年度の予定について （久留靖史 対外

交流特命理事） 

 前年度の第3回宇宙セミナーは、9月20日にスペースセンターヒューストン（SCH）にお

いて開催され、71名（20家族）が参加した。午前中のトラムツアーに続き、午後には金井

宇宙飛行士を講師として迎えて参加体験型イベント「宇宙飛行士にチャレンジ！」が行

われた。今年度においても、前年度と同様に年3回のセミナー開催を予定しており、その

うちの2回はSCHにて開催、また1回は補習校オーディトリアムにて開催する予定。日程

等の詳細に関しては、今後、実施計画が決まり次第、事務局を通して会員各位へご案

内するので、奮ってご参加いただきたい。 

７．テキサス州六者交流会関連報告（猿川 秀 正会員：本多之仁 会長代理） 

 11月6日と7日に開催予定の当交流会には、住友商事社が主幹事となり、JAXA社、中

部電力社、JTB社、事務局の協力のもとに準備が進められている。六都市より計135名が

参加し、初日はスペースセンター見学と講演会、懇親会、そして翌日にはゴルフ大会が

開催される。現時点では、支出は全て参加費によって賄われる予定。有意義な会となる

よう幹事団が一丸となって取り組んでいきたい。 

８．委員会・部会報告 

①スポーツ委員会 （高田裕二 物資・化学部会長） 

＊第553回テキサス会「商工会会長杯」開催について 

 来る11月15日（日）にThe Battleground Golf Courseでゴルフコンペを開催予定。会員

各位にはすでにご案内を送付済みで、現在のところ25名の参加申し込みがある。引き

続き参加呼びかけの他、賞品用の寄付のご協力もお願いしたい。 

②企画・調査委員会 （黒川淳二 委員長） 

＊2015-2016年テキサス経済概況について 

 総領事館・JETROの協力で発行される「テキサス経済概況」につき、本文は隔年

毎、付表は毎年改訂している。今回は全面改訂をし、近日中にホ－ムページに掲載

される予定なので、是非ご活用いただきたい。 

＊為替講演会開催について     

 12月10日（木）午後2:30よりUnited Way CRCにて為替講演会を開催する。三菱東

京UFJ銀行のグローバルマーケットリサーチ為替アナリストである石丸伸二氏を講師と

してお迎えし、「米国およびカナダ、メキシコの金融情勢、為替相場の見通し」につい

て解説いただく。ご案内は、近日中に事務局より送付予定。ふるってご参加いただき

たい。 

③生活・情報委員会 （大内裕子 委員長） 

＊古本市開催報告 

 去る10月3日（土）に本年度第1回目の古本市を三水会センター会議室にて開催し

た。収益金の$1,074は、前年度同様、児童書を購入するために使用される。絵本読

み聞かせの会を中心としたボランティアの皆様、古本をご寄付下さった皆様、また古

本市にご参加くださった皆様に感謝申し上げる。当委員会では、今年度の新しい試

みとして幼児教育等についてのセミナー開催も検討している。引き続きご支援いただ

きたい。 

９．事務局連絡 （小林浩子 事務局長） 

①2015-2016版 商工会会員名簿改訂作業進捗報告 

 現在、今年度の会員名簿の改訂作業を会員情報管理用データベースの更新作業

と並行して進めている。来週より名簿のドラフト確認依頼の配信を始めるので、引き続

き皆様のご協力をお願いしたい。 

②年間行事・会議予定のお知らせ 

 今年度の行事・会議開催予定日等を商工会ホームページに掲載しているので確認

をお願いしたい。今後もスケジュールを随時アップデートしていくので、ご担当行事の

予定が決まり次第、事務局へご連絡いただきたい。 

③会員消息 

 本日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員653名（正団体会員数106社）、準

会員数35名で、総会員数は697名である。詳細は、別紙「会員消息」参照。 

 

【年次総会】（18:00～18:50）＜Room – Conroe（2階）＞ 

１．開会の辞 （金子公亮 幹事） 

２．総領事ご挨拶 （髙岡 望 総領事） 

 着任以来の過去二年間を振り返ると、日米経済関係強化の流れの中でアメリカ側

においても日本の重要さに関する意識が強まってきたことを実感できる。会員企業の

皆様には、以下の3点について意識を高めて頂きたい。(1)日本企業の活動のアピー

ルのため、今後も開所式や起工式等のイベントの際にはアメリカの政治家を招待する

等、あらゆる機会を用いて日本のプレゼンスを高めていくことができるような企業活動

を企画していただきたい。(2)米国の一般市民にも日本との関係の重要さを理解して

もらうために、経済の繁栄をいかに文化交流に結び付けるかを課題とし、ジャパンフェ

スティバル、日本庭園、ヒューストン日米協会、アジアソサエティーの活動等、協力を

検討して頂きたい。(3)上記(1)(2)のためにも、日本の本社におけるテキサス、ヒュース

トンの重要性の認識が必要であり、各社におかれてはこのアピールをお願いしたい。

総領事館においても、引き続き当地の日系企業への協力支援を強化していきたい。 

３．商工会会長挨拶 （本多之仁 会長） 

 2013年10月に在ヒューストン総領事館にご着任以来、当会をご支援くださった髙岡

総領事は、12月にご帰朝されることとなり、この場をお借りして敬意と感謝の意を表し

たい。先の常任委員会で本年度予算が満場一致で承認され、当会は、実質上、本日

より新体制で出発する。低油価の影響を受けてビジネス環境では厳しい状況下にあ

るが、このピンチをチャンスに変え、今年度も会員間の情報や意見交換、懇親、人脈

構築の場を当会の活動を通して提供できるよう運営していきたい。 

４．旧年度役員・特命理事・委員長・部会長による年次報告 （金子公亮 幹事） 

 金子幹事の進行で、旧年度役員・特命理事・常設委員長及び部会長による年次報

告が行われた。 

５．新理事委員会紹介 （金子公亮 幹事） 

 金子幹事より本年度の理事委員会を構成するメンバーの紹介があった。詳細につ

いては商工会ホームページ掲載の組織図参照。 

６．常任委員の選任報告 （金子公亮 幹事） 

 金子幹事より、商工会定款第四条第一項(d)号（2010年8月度常任委員会において

一部変更）に基づき、正団体会員の企業責任者106名を常任委員として選任すること

が報告された。 

（総会終了後は別室へ移動） 

【懇親会】（19:00 ～19:15）＜Room: Highland＞ 

１．開会の辞 （金子公亮 幹事）２．商工会会長挨拶・乾杯 （本多之仁 会長） 

３．総領事挨拶 （髙岡 望 総領事）４．閉会の辞 （薙野太一 第一副会長） 
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 ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

北川＆イベート法律事務所 
Kitagawa & Ebert Business Law Firm  

北川 リサ 美智子 

弁護士  
California, Texas,  

New York, Georgia  

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。  

 弊社では全米に渡り、多くの日系企業様の訴訟、雇用法、契約、会社法、M & 

Aのお手伝いをさせて頂いており、33年間のビジネス法の経験が御座います。訴

訟に成功しており、幅広い経験と必勝法を提供しております。 

http://japanuslaw.com/jp/index.html (サービス分野) 

http://www.japanuslaw.com/jp/rep_clients.html (クライアントリスト) 

 弊社は米国における数々の日系企業様のお手伝いをさせていただいておりま

す、ビジネス（訴訟、雇用法、契約）弁護士事務所でございます。 

 私はカリフォルニア州、テキサス州、ニューヨーク州、ジョージア州の弁護士資

格を所有しており、連邦最高裁判所の他、第9連邦高等裁判所、連邦地方裁判

所（CAの中央区・南区、GAの北区）、連邦税務裁判所、連邦請求裁判所の認定

登録弁護士でもございます。幾つかの大型国際法律事務所で経験を積んだ後、

1993年に北川＆イベート法律事務所を創立。私及びイベート弁護士ともに

Martindale-Hubbell Peer Review において“AV PREEMINENT”（法的能力・道

徳性）評価を受けております。 

 私はアメリカと日本の両国で教育を受けており、日本では1981年に東京大学

で研修し、京都大学大学院法学部では歴代4名のアメリカ人弁護士卒業生の

中で3番目の卒業生（1986年・修士）でした。アメリカではロヨラ大学法学部 

(1982・法学博士) ならびに南カリフォルニア大学商学部(1979・学士)を卒業し

ております。当時の文部省、更にはAmerican Association of Japanese Univer-

sity Women (AAJUW)、そしてその他多くの奨学金を受けました。1982年には

カリフォルニア弁護士資格認可の最年少弁護士のうちの一人でした。 

 ジェームス・イベート弁護士はカリフォルニア州、テキサス州、ジョージア州、

ネバダ州での弁護士資格を所有の上、公認会計士でもあります。チームには

カリフォルニア州、ワシントンDCでの弁護士資格を所有しております弁護士兼

弁理士も在籍しており、法人様のご案件では多角度からご協力させていただ

いております。 

 私共法律事務所の勝訴がWall Street Journal, Chicago Tribune, Reuters各誌

にて紹介されました。 

 多数のセミナーを開講しており、アメリカ及び日本のビジネス法に関する執

筆も精力的に行なっております。 

 弊社では全米に渡り数々の日系企業様のアメリカでの更なる飛躍のお手伝

いをさせて頂いております。この度ダラスオフィス（5851 Legacy Circle, 6th 

Floor, Plano, Texas 75024）をアポイントメント制にてオープン致しました。弊社

ではバイリンガルの親切なチームを備えております。ヒューストン日本商工会に

入会させて頂きまして大変嬉しく存じます。 

 今後弊社で貴会のお役に立てることがございましたらお申し付け下さいま

せ。 

 今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。 

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。 

 日系ビジネスがテキサスで発展・拡大しております。テキサスはエキサイティ

ングです。 渋滞が意外に大変でした。  

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。 

 私は海釣りマニアですのでヒューストンが海に近いので嬉しいです。いつか

ヒューストンでの釣りを実現させたいものです。 旅行と温泉巡りも大好きで

す。  

 10月17日、秋晴れのもと第39回ヒューストン日本語補習校運動

会が開催され、今年は赤組の勝利で閉幕となりました。今年もま

た例年と同じような手作り感いっぱいの運動会でした。 

 当日は、早朝から教職員・中高生・ボランティア保護者による用

具の運び出し、テントの設営、放送器具の設置などが行なわれ、

開始時刻までに準備完了するよう手際よく作業が進んでいきま

す。 

 午前中は小学生がメインの競技が続きますが、どの競技にも中

高生が入り運営を手伝っております。幼稚園児から高校生まで参

加する運動会は日本でも見当たらず、海外の補習校でしか経験

できない貴重なイベントだと言えるのではないでしょうか。 

 午後からは騎馬戦やリレーなどの中高生参加の競技が多くなり

ますが、今度は小学生が一所懸命中高生を応援しております。

自然と応援することの大切さと応援されることの喜びを感じていま

す。 

 今日運動会に参加している子供達が大人になり、将来再びどこ

かの海外で暮らし、彼らの子供達もまたこのような運動会に参加

することがあるかもしれません。そうなれば、これは、運動会という

日本の文化が世代間を通して引継がれている、と言っても過言で

はないでしょう。 

 準備・運営に携わっ

た先生方、保護者の

皆様、中高生の皆様、

本当にお疲れ様でし

た。より良い運動会を

目指し、今後もご協力

宜しくお願いします。                                          

（補習校運営委員会） 
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商工会新副会長挨拶 
ヒューストン日本商工会  

【職務内容】 

 スポーツ委員長、六者交流会担当  

【抱負】 

 此の度、第一副会長を務めさせて頂くことにな

りました薙野です。昨年7月末にMitsui & Co. 

(U.S.A.), Inc. Houston Officeに着任致しました。

商工会では、昨年10月より前任を引継ぎ副会長

職をお引き受け致しました。いずれも着任後1年

強が過ぎましたが、まさにアッという間です。

Houstonは、ハイドロカーボン（石油・ガス）由来の

ビジネスでは、米国に限らず世界的な中心で、

昨今の石油価格の下落が地域に与える影響は

小さくありませんが、他方、当地はいまやサービ

ス業、製造業、金融業など産業基盤も広く深く、

その活力は衰えることがありません。それに呼応

して、日系企業の活動は拡大し、当商工会の会

員社数・ご登録者数も堅調に増加しています。そ

の様ななか、日本語補習校運営と支援、スポー

ツ･その他イベントを通じた本邦内またはヒュース

トンとの交流・親交の更なる発展の一助となれる

様、微力ながら頑張る所存ですので、皆様のご

支援をどうぞ宜しくお願い致します。  

【自己紹介】 

 スポーツ全般が好きです。大学までサッカーば

かりやっていました。いまはゴルフを楽しんでい

ます。週末のフットボールTV観戦も楽しみになっ

てきています。 

 8年に一度の米国大統領選挙戦を間近に見聞

出来てラッキーです。 

 

【職務内容】 

 ジャパンフェスティバル副幹事として、ボラン

ティア、スポンサーシップ募集、当日の運営につ

いて、幹事会社カネカ様の補佐をいたします。 

【抱負】 

 ジャパンフェスティバルでは、商工会担当の

“キッズ縁日” <金魚すくい、スーパーボールす

くい、ヨーヨー釣り、輪投げ、ガラポン> に、毎年

多くのヒューストン市民が集まります。親子が一

緒に楽しくでも真剣なまなざしで遊ぶ姿は、何

処も同じです。金魚を捕った子供たちの笑顔を

見るたびに、日本文化を紹介する喜びをいつも

感じております。 

 キッズ縁日は、商工会会員、家族の皆様のボ

ランティアによって支えられています。今年

ヒューストンにいらした会員、家族の方々、まだ

参加したことのない方、ぜひボランティアにご参

加いただきたく、よろしくお願いいたします！ 

【自己紹介】 

 若い時に赴任していたシカゴのチームを応援

し て い ま す。Cubs、White Sox, Blackhawks、

Bears、Bulls。 生で観たマイケル ジョーダン

が、はるか昔の伝説のスターとして語られている

ことに 年月を感じてし まいます。また、今 年

も”Cubs Win World Series!” は夢と潰えました

が、めげずに来年も応援します！ 

【職務内容】 

 会長補佐兼ジャパンフェスティバル副担当 

【抱負】 

 商工会副会長兼ジャパンフェスティバル副担

当として本多会長の商工会運営を補佐すると

共に、同フェスティバル主担当のカネカさんを

サポートする副担当の一社として、微力ながら

商工会の発展とヒューストンコミュニティーでの

プレゼンス向上に寄与できればと願っておりま

す。 

 当商工会は過去3年、シェール革命を背景と

した日本企業の増員や新規拠点設立により飛

躍的に会員数が増大しています。それだけに

同会の果たす役割への期待も従来以上に高

まっていると思いますし、ヒューストンコミュニ

ティーにおける日本（日本企業と日本人）のプレ

ゼンス向上も重要となっていると考えます。会員

とご家族の皆様が、安全で有意義なヒュースト

ン生活を過ごすことができるよう商工会役員の

一員として努力してまいる所存ですので、よろし

くお願い致します。 

 
 

【自己紹介】 

 2011年5月にNYに赴任し、翌年の4月から

ヒューストンで勤務していますので米国勤務

は既に４年半になろうとしています。元々化学

品分野の仕事に従事しておりましたので、

ヒューストンは米国のなかでも最も馴染みがあ

りますし、最初の当地への出張が1986年夏で

したので、かれこれ30年近くも関わっていま

す。多くの皆様がそうだと思いますが、私自身

も当地をこよなく愛しています。 

 家族の事情で残念ながら単身赴任ですが、

出張のない週末は好きなゴルフを通じて多く

の方々と楽しい時間を過ごさせて頂いており

ます。 

 今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

【職務内容】 

 文化委員長（ピクニック担当） 

【抱負】 

 皆様こんにちは。このたび副会長と文化委

員長を拝命いたしました山下でございます。

昨年は1,100人近い方々が参加された大イベ

ントであるピクニックの担当ということで、身が

引き締まる思いです。  
 昨年ご担当されたカネカ様やこれから組織

される幹事団、そして事務局の方々にも支え

ていただきながら皆様に喜んでいただけるよ

うに精一杯頑張りたいと思いますのでよろしく

お願い申し上げます。 

【自己紹介】 

 当社は、2013年4月にNYからヒューストンへ

拠点を移し、現地法人として新しくスタートを

切った訳でありますが、社員18名のうち私を

含む12名が今年4月に来たばかりで、ようやく

ヒューストンの生活にも慣れてきたところで

す。私自身は、そのNY事務所から日本へ帰

任し、20年ぶりに今回の赴任となりました。20

年ぶりですから、英語が出てこないばかりか、

最近は日本語も出てこないので、どうしてくれ

るんだと文句を言っておりますが、誰も聞いて

くれません。 

 JBAHにて皆さんとの新しい接点も出来るか

と思います。せっかくの機会ですので、出会

いを大切にして、充実したヒューストンライフ

にしたいと思っております。どうかよろしくお願

いいたします。 

 

 
 
 

鈴木 一 

副会長 
Kuraray America, Inc. 

髙杉 禎 

副会長 
Mitsubishi Corpora-
tion (Americas) 

山下 俊二郎 

副会長 

Tokyo Gas America 
Ltd. 

薙野 太一 

第一副会長 

Mitsui & Co.(USA), Inc. 
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 毎年ご好評を頂いております新年晴れ着撮影会を下記

の日程にて開催いたします。色とりどりの振袖、落ち着い

た訪問着の他、男性用の羽織袴に女性用の袴、花嫁の

打ち掛け等ご用意しております。 

 ご家族揃って、またお友達同士で、もちろんお一人での

撮影も歓迎です。 

 家族写真、ご卒業、成人式そしてご結婚等などの記念と

なる写真を撮る機会となります。 

 なお参加費は、Showing Japanの活動費とさせていただ

きます。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

日時： 1月9日（土） 10時15分～4時15分   予約制 

場所： 三水会センター 

参加費： 着付けのみ15ドル  髪のセット10ドル 

 

お申し込み方法： ホームページをご覧ください。  
        http://showingjapan.wordpress.com/ 
お問い合わせ： showingjapan@live.jp 

ショーイングジャパン  

 晴れ着撮影会のお知らせ 

 気持ちのいい秋晴れとなりました10月3日

（土）、三水会センター会議室にて、生活・

情報委員会が主催する古本市を開催いた

しました。今回は、皆様からの沢山のご寄

付と図書館の棚卸しにより、大変人気のあ

る子供向けの絵本、小説、婦人向けの料

理や手芸の雑誌、ビジネス書などが所狭し

と並びました。また、前回より始めました日

本語の教材は、ひらがな練習帳などダン

ボール二箱分の寄付が集まりました。こち

らは、日本語を勉強している現地の高校生

や、日本語を教えている方にも大変喜んで

いただきました。会場には、アニメのコス

チューム姿で熱心にお気に入りの漫画本

を探す高校生や、ルイジアナから来てくだ

さった方の姿もあり、「次の古本市はいつご

ろですか？楽しみにしています」といった

励ましもいただきました。性別や年齢を問

わずたくさんの方にいらしていただき、ボラ

ンティア一同、大変嬉しく思っております。 

  売り上げは寄付金の31ドルを含め1,074

ドルになりました。これまで同様、全額子ど

ものための本を購入させていただきます。

今回は要望の多い、漫画日本史・世界史・

伝記などを予定しています。シリーズが

揃って、お子さんたちに沢山読んでもらえ

るように、今からとても楽しみにしています。 

  まだ古本市にいらしたことのない方も、

次回は是非、お気に入りを探しに来て下さ

い。懐かしい本に出会えたり、読んでみた

かった本との出会いがあるかもしれませ

古本市開催のご報告 

ん。開始後30分を過ぎるとゆっくりとお

買い物をしていただけるようです。そし

て、読み終わった本がありましたら、どう

ぞ三水会センターへお持ちください。

寄付は随時受け付けております。寄付

の本は、図書館の蔵書、あるいは古本

市に提供されます。2年以内の雑誌や

月刊漫画などは古本市、それより前の

ものはフリーコーナーに置かせていた

だいております。また、CDやDVDもフ

リーコーナーに設置し、沢山の方に喜

ばれています。 

 今回募集いたしましたボランティ

ア3名の方にもお手伝いただきまし

た。今後もボランティアを募集いたしま

すので、古本市を手伝ってみたいと

思っていらっしゃる方は、どうぞご参加く

ださい。  

  たくさんの方のご協力で、今回の古

本市も無事に開催することができまし

た。古本をご寄付くださった皆様、お越

しくださった皆様、お手伝いくださった

皆様、本当にありがとうございました。                     

古本市ボランティア  

      絵本読み聞かせの会 百足ひとみ 

 今年度のヒューストン日米協会GALAは10月31日土曜日、

Omni Hotel and Resorts Galleria Houstonにて開催致しまし

た。 前日よりの悪天候で道路状況が心配されたものの、幸

い午後には回復し、会場は約200名の皆さまで満席となりま

した。今年は “Journey Through Japan: from Antiquity to 

Today”をテーマとし、日米両国の経済面、文

化面での友好的な交流が今後益々意味深い

ものとなることを願うものです。 

 宴の冒頭、在ヒューストン髙岡望総領事より、

日米両国の良好な関係及びテキサスの各分野

における活動をご紹介いただくとともに、参加

者への歓迎のご挨拶を頂きました。会食も半

ば、場の空気も和んだところで今年のGALAの

名誉会長である功刀秀記氏（ANA執行役員 

米州総支配人 ニューヨーク支店長) より、

ヒューストンを新たな拠点として日米の交流が

更に発展することへの期待をユーモアを交えてご披露いただ

き ま し た。最 後 にkeynote speaker、Harris County Judgeの

Edward M. Emmett氏は日本でのご自身の体験を交えて日

本及び日本文化を高く評価され、参加者一同深く感じ入るも

のがありました。 

 宴に並行して行われたサイレント・オークションでは、ご協力

各位、各社よりご提供いただきました航空券、宿泊券、ギフト

カードや製品など、60点を超える品物が並びました。いずれ

も好評にて完売いたしました。このようにテーブルの販売及

びサイレントオークションともに皆さまの温かいご支援を頂

き、深く感謝いたします。 

  ヒューストン日米協会では気持ちを新たに、アメリカ、テキ

サス州と日本との友好、交流、そして協力に一層貢献するべ

く鋭意活動致して参ります。今後とも引き続きヒューストン日米

協会をよろしくお願い申し上げます。 

ヒューストン日米協会 会長 William H. Weiland 

ヒューストン 

日米協会 

GALA 開催報告 
Edward M. Emmett氏 

功刀秀記氏 
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Hermann Park Japanese Garden 

 正面の門をくぐり、藤棚と池を右手に見ながら前に進むと、突き当たり

に茶室があります。これは、先にも触れましたが、1990年にヒューストン

で開催されたG7（経済サミット）に出席された海部元首相が、建設中の

日本庭園に日本政府から四阿（あずまや）（現在茶室として使用）を寄

贈する旨確約され、その後資材や労務者一切を日本から持ち込み、現

地で組み立てたものです。屋根は銅板張り、ヒノキ作りで釘は使用せず

に建設されました。以前、茶室の窓ガラスを心無い悪戯で割られたこと

があります。修理のため調べてみると、それはただのすりガラスではな

く、二枚の透明ガラスの間に和紙らしきものが入っており、同様の物を

苦労して日本で探し求めた事もありました。 

 このように日本建築の粋を集めた茶室でしたが、残念ながら時間的余

裕がなかったからでしょうか、当然あるべき茶庭や周辺の整備は未完

成のままのように見え、池のほとりに建屋だけがぽつんと座っていまし

た。 

 そこで、三箇所ある茶室の入り口外側に踏み石を入れ、四目垣をめ

ぐらせ、また鉄砲袖垣や竹穂垣などを建物に添えました。蹲（つくばい）

や石灯籠も日本から取り寄せました。茶庭には苔を求めましたがまだ成

功しておらず、熊笹も生育に苦心しています。 

 

 
 

 また、隣接する小高い丘に無目的に建てられていた待合所（あずまや）

から茶室までの間に石畳を敷き、池から流れ出る小さな流れに石橋をか

け、“ししおどし”も設けました。流れを渡った茶室の手前に作った竹垣

が、結界を示しています。今回の作業で池の修理が予定されていますの

で、それが終われば茶庭の中のせせらぎの川底に小砂利を敷き、水生植

物を植え、流れを浅くしてせせらぎの音が聞こえるように仕上げる予定で

す。 

 

  

 一方、茶室の窓を開け放した向こうには、テキサス原産のピンク色の御

影石で石組みをした池が広がり、滝組から水が音を立てて流れていま

す。手前の州浜には姉妹都市千葉市から送られた月見灯篭が座り、周辺

の小高い丘は百日紅（サルスベリ）で覆われています。建設当初は背も低

く、木々の隙間もあって遠く後方のライス大学の森が望まれていたはずで

すが、10数年伸び放題とした結

果、樹木が高々と天まで覆い圧

迫感で庭園を狭くみせていまし

た。そこで、2年がかりで伸びす

ぎた太い幹を切り倒し梢を低く

し、すき間をつくりました。つま

り、日本特有の『透かし』と『借

景』を試みたわけです。丘の上

のあちこちに生え茂っていたトロ

ピカルなシダなどはほとんど取り

除き、ツツジなどに植え替えて

います。 

 

 そして今回、Fannin Streetに面しているこの丘の向こう側が、丘陵を利用

した枯山水の庭と大きな冠木門（かぶき門- 正式名称はFannin Gate）建設

予定地となっています。池の修理や庭園周りの改修などの市による全体

の工事は、11月第1週目から始まり来年5月初めまで6ヶ月続く予定です

が、日本庭園関係は、日本からの輸入を含める資材の購入や現場の下準

備作業が先行し、建設作業は来年春頃になる予定です。 

Hermann Park Conservancy                                                                                       
理事   南  邦夫 

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あた

り、現在に至る様々な改修工事の模様を、前月号まで3回にわたって

お伝えしてまいりました。最終回の今回は、茶室と茶庭まわりの改修の

軌跡をお送りいたします。（編集部） 

其の四 

屋根は銅板張り、ヒノキ作りで釘は

使用せずに建てられた四阿（茶室）  

BEFORE 

AFTER 

踏み石や垣を添えた茶室 

池のほとりにぽつんと建っていた  

日本から取り寄せた蹲（つくばい）や

石灯籠も配置  

BEFORE 

AFTER 

隣接する小高い丘に無目的に建て

られていた待合所（あずまや）  

茶室まで続く石畳を敷いた  

BEFORE 

AFTER 

１０数年で高々と天まで伸びた樹木が厚

い壁となり、池の上に覆いかぶさり、圧迫

感で庭が狭く見える 

↑ 大掛かりに剪定した百日紅も翌年

には枝葉が低い形で再生し、空が広く

なった 

↓日本特有の『透かし』と『借景』を

施した樹木 

AFTER 

AFTER 

BEFORE  
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 まず初めに、現在、ISSに長期滞在中の油

井亀美也飛行士の活動の様子、宇宙飛行士

がISSで毎日行う運動の様子、地上サバイバ

ル訓練や海中訓練の様子を撮影した写真を

用いて、宇宙飛行士の訓練、ISSでの業務に

ついて説明した後、宇宙飛行士に必要な能

力を試す課題（知識力／想像力／記憶力／

持続力）にチャレンジいただきました。 

- 「知識力」を試す課題では、JAXAを含む世

界5機関／15カ国が協力して運用中のISS計

画と、ISSの日本の宇宙実験棟「きぼう」、日

本が開発・運用を手掛ける宇宙船「こうのと

り」に関する問題に取り組んでいただきまし

た。「こうのとり」がISS後方5kmの位置から、

少し“減速”して、飛行高度を下げることでISS

に“最終接近”していく手法は、直感では理

解が難しかったと思われます。また、宇宙環

境では、骨量減少、筋萎縮、免疫低下など、

加齢現象と類似した身体変化が短期間で進

むことを利用し、マウスを使った実験で加齢

疾患研究に貢献していくこともクイズを通して

学んでいただきました。 

-「想像力」を試す課題では、問題用紙にらせ

ん状に記載されたマス目に合せて、制限時

間内に、事前に定めた条件を守りながら、し

りとりを繋げていく課題に挑戦していただきま

した。難易度の高い問題でしたが、2家族が

パーフェクトを達成し、家族のチームワークを

存分に発揮していただきました。 

-「記憶力」を試す課題では、制限時間の中

で16ケタの数列、JAXA宇宙飛行士の顔写

真と名前を暗記するという問題に挑戦してい

ただきました。お子様が一生懸命記憶問題

にチャレンジしている様子がとても印象的で

した。 

- そして「持続力」を試す課題では、制限時

間内で折り紙の完成個数を競っていただきま

した。折り紙は実際の宇宙飛行士選抜でも

実施された課題で、2009年の選抜試験で

は、金井飛行士だけが、課題である折鶴を時

間内に100個折りきりました。本セミナーで

は、折り紙のお題として、スペースシャトル、

ねずみ、かめの３種類を用意し、個々の難易

度によって得られる点が変わると共に、全種

類作成するとボーナス点が加算される方式

で競いました。課題であるスペースシャトル

は、本日のツアーで試験設備を見学してお

り、ねずみは今後日本がISSで行う主要な実

験テーマの一つであり、かめは、現在ISSに

滞在中の油井亀美也飛行士の名前に含ま

れることから、それぞれ課題として選ばれまし

 例年、多くの商工会員の皆様にご参加頂いております宇宙セ

ミナーを今年度も引き続き開催しております。 

 今年度最終回となる第3回宇宙セミナーを、9月20日（日）に開

催いたしました。 

 今年度の第3回は、NASAジョンソン宇宙センター

の施設見学ツアーと、親子／グループ単位で宇宙

飛行士に必要な能力を試す課題にチャレンジする

参加型イベント「宇宙飛行士にチャレンジ！」を開

催し、20家族71名の方々にご参加いただきました。

JAXAからは、駐在職員に加えて、2017年11月から

国際宇宙ステーション(ISS)で約半年間の長期滞在

が発表されたばかりの金井宣茂宇宙飛行士が参加

し、宇宙飛行士ならではの説明を交えながら、本セ

ミナーを盛り上げました。 

 午前9時15分にスペースセンターヒューストンの会

議室に集合し、金井飛行士及びJAXA職員の自己

紹介後、さっそくスペースセンターヒューストンから

出発するトラムに乗って、NASAジョンソン宇宙セン

ターの施設見学ツアーを行いました。JAXAヒュー

ストン駐在員事務所の高田所長代理の日本語での

案内により、ISS運用管制室、宇宙飛行士訓練施

設、サターンVロケットが展示されているロケット

パーク等を、約2時間かけて見学しました。ISS運用

管制室では、実際にISSのリアルタイム運用管制を

行っているNASA管制員の様子を見学し、宇宙を

より身近に感じていただきました。また宇宙飛行士

訓練施設では、ISS実機大モックアップを間近で見

てISSの大きさを実感するとともに、現在開発中の

新しい宇宙船ORION、月面や火星面で使われる

可能性のあるローバーや居住モジュールのモック

アップを見て、NASAが進める将来の宇宙開発を

具体的に御理解いただきました。また、ツアー中

は、金井飛行士からの宇宙飛行士ならではの話を

交えながら、ISSでの実験、宇宙飛行士活動状況、

サターンVロケットのパワーなど、活発な質疑応答

がなされました。 

 その後、昼食をはさみ、午後からは、同じくスペー

スセンターヒューストンの会議室にて、参加型イベ

ント「宇宙飛行士にチャレンジ！」を開催しました。

特別審査委員長は、金井飛行士が担当しました。 

た。お父さん、お母さんが難易度の高いス

ペースシャトルを、お子様がかめを担当する

等、チームワークよく真剣に取り組む様子が

見受けられました。 

 ここまでの全ての課題に対する得点チェッ

クを行い、上位2家族による決勝戦が行われ

ました。なお、上位2家族は同点1位、3位の

家族も1位との得点差はわずかに1点という

非常に僅差となりました。 

 決勝戦は、一昨年前から継続して行って

いる、ISSにおける船外宇宙活動（EVA）を

想定した「EVAロープトライアル」が出題され

ました。これは、トライアル参加者自身を

EVA中の宇宙飛行士と想定し、ISS船外部

品を見立てた部品を交換する模擬問題で

す。大事なことは、船外活動中に手から部

品が離れてしまうと、二度と取りに行けない

ため、ISS船外で部品を交換する場合は、2

本のロープを利用して、万が一手が放れて

もパーツが飛んで行かない状態（ロープに

繋がれた状態）を常に保つことです。今年

は、昨年までの、ISS船外部品に見立てた部

品を別の場所に移動するという課題から難

易度を上げ、2つの部品の設置場所を入れ

替える、という課題に挑戦しました。移動先

に別の部品があらかじめ設置されているた

め、2つのうち1つの部品を一時的に別の場

所に置き、その上で、もう1つの部品を移し、

その後、仮置きした部品を移すというTemp 

Stow(一時的な設置)という考え方にたどりつ

くまで試行錯誤が続きましたが、どちらのご

家族も一生懸命に取り組み、僅かの差で豊

田さん家族の優勝となりました。 

 本イベントの最後に表彰式を行いました。

金井飛行士から優勝した豊田さん家族、そ

して準優勝の三輪さん家族に賞品の贈呈

が、また参加された全てのご家族に「修了

証」が授与され、金井飛行士とともに記念撮

影が行われました。 

一日を通して、参加者からの質問が活発

に出され、金井飛行士、JAXA職員との会話

が多く弾み、親子で宇宙にどっぷりと浸かっ

ていただき、思い出に残る楽しいイベントに

なったことと思います。来年度の宇宙セミ

ナーもぜひご期待ください。 参加型イベント「宇宙飛行士にチャレンジ！」に挑戦中！ 

優勝した豊田さん家族と金井宣茂宇宙飛行士 
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アメリカ 最新事情 
Information Technology 

ITに関する最新事情を寄稿いただく新連載（３ヶ月に１回程度掲載予定）。個人ユーザーま

たは小規模オフィスの方に有益なアメリカ特有の情報をご提供できればと思いますが、もし

ご関心のある事項がありましたら、筆者または編集部までお寄せください。（編集部） 

1) アンチウィルスソフトは常に最新の状態とする。 

2) TV番組や映画を無償で閲覧出来る無名のサイトが提供するビデオ閲

覧プログラムはダウンロードしない。 

3) 送金しない。ランサム（身代金）を支払っても何も解決しない。ハッカー

はトレースされる心配から連絡をして来ることはない。よくあるランサムの 

金額は＄300だが、数千ドルの事例もある。 

4) ランサムウェアに感染してしまった場合、通常は他のPCにて修復用のプ

ログラムをダウンロードする必要があるので、専門家へ依頼するか、技

術的に自信ある方は修復プログラムをUSBメモリから起動させるという対

応が必要になる。（対処方法は様々ある） 

5) 定期的にデータのバックアップを取得する。上記で解決できない事も想

定し、最悪の事態ではバックアップからデータのリカバリを行う。 

＜Windows 10ランサムウェア＞ 

 マイクロソフトが2015年9月からアップグレード資格のあるユーザー対象に

Windows 10の無償アップグレードを配布していますが、これに便乗して、正規

の手続きを装った「ランサムウェア」も登場しています。偽装されたメールにより

届いた通知のアップグレードのリンクへ行くとランサムウェアがダウンロードさ

れ、PCの情報が全て暗号化されます。お金を支払えば暗号を戻す鍵を渡すと

いう警告画面が表示され、他に何も出来ない状態となります。対策は次の通り

です。 

1) メールによる通知を信用しない…専門知識があればメールのヘッダー

情報（OutlookではFile ⇒ Propertyにて表示）により正規のメールかどう

か判断できる。アップグレードしたい場合は、 MicrosoftのWebサイトから

Upgradeをリクエストする。 

2) 絶対にお金を支払わない。暗号を解読する鍵は送られて来ない。 

 この記事を読まれて「こんな事にひっかかる人がいるのか？」と思われるで

しょうが、予期できない事が突然起こるとパニックになり、送金後に詐欺の被害

者となってから専門家に相談する人が意外に多い事に驚かされます。あるPC

修理専門業者の話では、男性はアダルトサイトで、女性は日本や韓国ドラマの

不法ダウンロードサイトで被害に遭う事が多いとのこと。彼らがそんなPCを修理

する時は、PCのWEBカメラに目隠しテープを貼ってから作業するという話には

笑えます。殆どの被害者は、身代金を払った後に騙された事を認識してから

相談に来るそうです。 

3. 近年増加の情報漏えいと自衛手段 
 近年、政府機関や大手金融機関・流通企業等から数百万～数千万人規模

の個人情報が流出する事件が続発しています。これだけあると筆者自身のロ

グイン情報もかなり心配です。このように莫大な件数の個人情報が漏えいして

いるため、自分のログイン情報がハッカーの手中にあり、いつの日かCyber 

Crimeの標的となる可能性が高いという前提から以下を実践していただきたい

と思います。 

1) パスワードの使い回しをせず、WEBサイトごとに設定する。    

筆者は、固定の数字・記号に、WEBサイトごとのURLの文字を織り込む

作り方により、WEBサイトごとに、書留や暗記も不要な複雑かつ独自のパ

スワードを設定している。例えばwww.ABCDE.com では、URLのABCDE 

の最後から3文字取りEdc、好きな記号として@（または#, $, % 等）、覚え

やすい数として326、ABCDEの最初の2文字のabをつなげて、独自のパ

スワードはEdc@326ab と言う具合（@326の部分は各web共通）。 

2) バックアップを頻繁に行う。ウィルスだけでなく、単純にPCの故障に備え

てバックアップがあれば安心。PCはリカバリーディスクと言われる復旧用

のメディアを作成する事もお勧め。 

筆者： 新村 賢 MultiNet International Inc. 代表 

 89年渡米、商社のIT Managerを経てMultiNetを94年に設立（ガルフ今年４

月号で会社紹介）。日系企業向けのITソリューションプロバイダーとしてITシス

テム構築、情報セキュリティー対策、ERPと幅広いコンサルテーションと技術サ

ポートを提供。2014年JBAH準会員として入会。 www.multinet-usa.com     

ご質問はメールで masaru@multinet-usa.com。  

Windows 10ランサムウェアの画面例（デザインは様々） 

 これからIT関連の記事を寄稿させて頂く事になりました、MultiNetの新村です。このような

機会を頂き、ありがとうございます。皆さんのお役に立てるような情報を発信できるよう努め

ます。よろしくお願いいたします。第1回は皆さんが気がつかないうちにCyber Crimeの被害

者となったり、コンピューターウィルスに感染したりする事への対策についてお話します。 

1. よくある勘違い 

 「アンチウィルスソフトを入れていれば安心」 … 最近のウィルス感染事例の多くはウィル

ススキャンで防ぐ事が難しく、Webサイトから一方的に送り込まれる「マルウェア」とか「スパイ

ウェア」と言われるMalicious Code（悪意のあるプログラム）が主流となり、一日30万件以上

の新種や亜種と言われる派生バージョンのウィルスが発見されています。感染するとPCに

保存されたファイルやメールを盗まれたり、「キーロガー」というキーボードの入力履歴を記

録してハッカーへ送りつけるプログラムにより、銀行やショッピングサイトを含む様々なログイ

ン情報が盗み出されます。他にも「トロイの木馬」という時限爆弾型や遠隔操作を可能とす

る「バックドア」等、呆れるほどの種類があります。 

 他の感染経路としてよく知られる「標的型攻撃」は、差出人を詐称したメールにウィルス感

染ファイルを添付したり、巧妙に偽のWebサイトに誘導したりして上記のようなウィルスに感

染させるという手口です。 

 まだ被害に遭ってない方も以下に注意しましょう。 

1) メールの添付ファイルを無造作に開かない。 

2) 拡張子と言われるファイル名の最後の文字列（例 .doc .pdf .xls 等）を確認。見慣れ

ない拡張子の場合は開かない。添付ファイルを開く前にPCへ保存しウィルススキャ

ンする。 

3) 内容が怪しいメールのリンクをクリックしない。 

4) 特にお金に関する内容には要注意、身に覚えのないInvoice、注文、未払いへの催

促等 

 

2. 身代金を要求するランサムウェアとは 

 マルウェアの中でも厄介なのがランサムウェア（Ransomware）です。感染すると自分の

PCが全て暗号化されてしまい、データを人質に取られてお金を求められる事からランサム

（身代金）ウェアと言われてます。以下は最近被害が多く報告されているランサムウェアの

事例です。 

＜FBIランサムウェア ＞ 

 WEBサイトを閲覧中に突然PCやスマホの画面が“FBIからの警告”画面に変わり、自分

のPCの情報（IPアドレス、プロバイダー名、都市名等）が画面に表示され、場合によっては

PCのWEBカメラで撮影された自分の顔が表示された状態となります。PCは暗号化され、操

作が出来ない状態となります。そして、著作権の侵害や非合法のワイセツなサイトを閲覧し

ていた嫌疑で、お金を支払わなければFBIに起訴されるとか、逮捕されるとかいう恐ろしい

内容の警告が表示されます。当然の事ながら殆どの人はパニックとなり、「身代金」を払っ

てしまうケースも多いです。対策は次の通りです。 

123.456.789.1

Houston, TEXAS

FBIと偽装したWebサイト例、デザインは様々、Webカメラで自分の顔を写される場合もある。 



Gulf    Stream 9 Gulf    Stream 

 

 

『しごとば （しごとばシリーズ）』  作・絵：鈴木のりたけ 

様々な職業の仕事場とそこで働く

姿を見開きいっぱいに図解した絵

本。細部にわたり丁寧に描かれた仕

事場には大人もわくわくしてしまいま

す。子供達が将来どんな仕事をした

いのか想像をふくらませながら、興味

を持って読んでくれると嬉しいです。

三水会センター図書館にはシリーズ

続編4冊まであります。 

 

『おすしのさかな』 監修：サンシャイン国際水族館・川澄 健     

            写真：古島万理子 

ヒューストンでも手軽にいただけ

るお寿司。「おすしはなにからでき

ている？」の問いに広い海を自由

に泳ぐ魚の写真。私達の口に入る

までの行程が写真と解説で子供達

にもすんなりと理解できることでしょ

う。海の恵みに感謝したくなる、そ

んな絵本になっています。 

『ぼく、だんごむし』 作：得田之久  絵：たかはしきよし 

虫嫌いな子供でも、身近にいる「だ

んごむし」なら一度は手に触れたことが

あるのではないでしょうか。そんな身近

な「だんごむし」の生活は知らない事だ

らけ。科学絵本では珍しい貼り絵によっ

て、小さな生き物の世界にぐっと引き込

まれる魅力ある1冊です。 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞ 

 12月 8日（火） 10時30分～ 

 12月12日（土）  9時30分～ 

2016年 

 1月 9日（土） 9時30分～ 

 1月14日（木） 10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：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 

読み聞かせの会は生活・情報委員会主催

の古本市の開催から、その収益で購入する子

供向け本の選定までをお手伝いしています。

古本市は皆さまからのご寄付や三水会セン

ター図書館で借りられることが少なくなった本

を出品し、その売り上げをすべて子供達の本

の購入に利用させて頂いています。購入に際

しては、皆さまからのリクエストや日本で人気

の本を参考に、また「読み聞かせの会」では読

むことが難しい細かい絵や文章の多い本等、

大きな子供達向けの本も選んでいます。昨年

度の2回の古本市の収益からは、大人気のサ

バイバルシリーズをはじめ、赤ちゃん向けから

小学校高学年向けの86冊の絵本と大型絵本1

冊を購入することができました。是非、三水会

センター図書館へいらしてお気に入りの1冊を

増やしていってほしいと思います。 

今月は、新しく購入しました本の中から、小

学校低学年向けの絵本の紹介です。お家で

読み聞かせをした後に、お子さんがもう一度

自分で絵本を開き、絵にじっくり見入ってくれ

る、そんな絵本です。お子さんと一緒にどうぞ

ご家族で楽しんでみてください。 

「読み聞かせの会」お薦めの絵本 

― 新しく購入した本から ―  

 

駐妻のヒューストン日記 

第13４回 増田紗矢子 さん 

 私の駐妻生活もこの年末で四年を迎えます。四

年前、当時八歳だった長女と生後二ヶ月だった

次女を連れ, Katyでの生活が始まりました。子育

てに明け暮れた四年間ではありましたが、子育て

や趣味のヨガを通じ多くの素敵な出会いを経験し

ました。 

 当時Katyに日本人は少なく、現地の情報も知り

合いもほぼゼロ。全てが手探り状態のスタートでし

たが、長女の学校のママ友、ご近所付合い、そし

て地元のプレイグループの仲間が私の生活の基

盤を作ってくれました。 

 まずKatyに来て驚いたのは、この街の国際色の

豊かさです。近所には長女と同じ小学校に通う子

供達が多く、国籍も、ノルウエー人、アイルランド

人、イギリス人、オランダ人と様々。また、アメリカ

人でも転勤族が多く、ほとんどが故郷を離れてこ

の街に辿り着いた家族ばかり。そんな人達が多く

集まっているからか、異国からやってきた私達家

族をすぐに受け入れて下さり、気づくと子供達は

放課後お互いの家を勝手に行き来する様になっ

ていました。また、親達もそんな近所の子供達を

きちんと見守り、年齢が上の子は下の子の面倒を

見る、という暗黙のルールが出来ていました。 

 近所のママ友とは、子供達をスクールバスで見

送った後コーヒーモーニングに招いたり招かれた

り。また季節ごとにリース作りを教えて頂いたりと楽

しいお付き合いが始まりました。  

 更に、近所のパパ、ママ達はプロ顔負けのイベン

トプランナー。年間を通じて様々なパーティーを開

催してくれます。毎回パーティーはとても凝ってい

て、子供も大人も楽しめるゲームが盛り沢山。ハロ

ウィンパーティーでは、真っ暗なガレージでお父さ

んが怪談を読んでくれた後に近所の夜道で宝探

し。所々に隠された宝物を、大きい子と小さい子が

一組になって地図を見ながら宝を探します。特に

毎年クリスマスは一番力が入っていて、様々なゲー

ムから始まり、去年のクリスマスパーティーでは、農

場からHayride(干し草用の乗車）を借りてきて、一

人のパパが運転手となり、近所をまわるHayrideツ

アーが行われ、子供達は大喜びでした。 

 ご近所付き合いでもう一つ楽しかったのが、

Bunko Night。Bunkoは簡単なカードゲームで、我

が家の近所では月に一度、夜に近所の奥様方が

少しお洒落をしてメンバーの家に集合し、お酒を飲

みながらカードゲームを楽しむという大人の時間で

す。Bunkoを始めたのは南アフリカ駐在十年を経験

されたアメリカ人奥様で、駐在時代にBunkoを知っ

たそうです。ホストは持ち回りで、カクテル、ディ

ナー、オードブルを用意します。カードゲーム自体

はとてもシンプルで、メインはおしゃべり。近所の奥

様方が総勢十五人でお酒を飲みながらの話題は

様々です。近所の不動産物件の話から始まり、政

治、経済、教育の話など。皆さん徒歩圏内のご近

所ですのでほろ酔い気分で帰っても運転の心配も

ありません。驚いたのは、メンバーの四人が長女の

学校の先生だった事で、私にとっては長女の小学

校の情報収集の場にもなり、また毎月様々なメン

バーの素敵なお家に伺えるのも楽しみの一

つになりまた。 

 今まで一番辛かったことは、家族ぐるみで仲

良くしていたノルウェー人家族が帰国してし

まった時でした。我が家の娘達と同じ年頃の

美しい三姉妹がいるこの家族のお家は、我が

家の四軒先のご近所。子供達は放課後毎日

の様にお互いの家を行き来していました。帰

国が決まった時はとてもショックでしたが、そ

の後も海を越えての交流は続いています。 

 この四年間でここでは語りつくせない沢山

の思い出がありますが、近所の方々に助けて

頂いた事は私達家族にとって忘れ得ぬ思い

出であり、私達のアメリカ生活を豊かにしてく

れた事に改めて感謝の気持ちで一杯です。 

ノルウェー人３姉妹と独立記念日に  

＜ アメリカでのご近所付き合い ＞ 
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上とされています。その原因は感染経路にあります。未だ決定的な感染経

路は確定していないのが現状ですが、衛生環境 (経口感染) が原因でない

かと示唆されています。日本においては、衛生環境が整っていなかった数

十年前と比較し、現代の清潔な生活においては、その感染率が低下傾向を

示しています。経口感染と言っても、成人においては夫婦間も含め、通常の

接触で感染することはごく稀です。なぜなら、多くは免疫が未発達の幼少期

に感染することが、ほとんどだからです。従って、幼少期においては親子内

での感染や感染者の吐物からの感染は否定できません。さらにピロリ菌にも

いくつのタイプがあり、中でも日本を含めた東アジアに多くみられるピロリ菌

は、欧米でみられるものより、胃十二指腸炎、胃十二指腸潰瘍、胃癌を発症

しやすいことがわかってきました。以上より、日本人にこれらの疾患が多い原

因は、1) ピロリ菌感染率が高いこと、2) 日本のピロリ菌の悪性度が高いこと

が挙げられます。 

ピロリ菌感染を確かめるには？感染していたらどうしたらいいの？ 

 胃を含めた上部消化管 (食道、胃、十二指腸) に不安がある方はどうすれ

ばいいのでしょうか。我々消化器内科からすれば、手っ取り早いのは上部

消化管内視鏡検査 (胃カメラ) を受けて頂くことです。特に自覚症状のある

方は、ピロリ菌感染の有無を含め、現在の病気の診断などにつながります。

ピロリ菌感染の有無だけチェックするなら、採血、尿素呼気試験 (薬を飲ん

で風船を膨らませる検査)、尿検査や便検査で行えますが、病院によって採

用している検査法に違いがあるのが現状です。 

 ピロリ菌感染が認められた場合は、除菌をした方がよいでしょう。これまで

日本では、胃潰瘍、十二指腸潰瘍や早期胃癌の治療後などの限られた疾

患でしか、ピロリ菌除菌に健康保険が適用されませんでした。しかし近年、

ピロリ菌除菌によりこれらの疾患を抑制する効果が認められるとともにこの重

要性が提唱され、除菌の裾野を広げるべく、2013年より軽微な胃炎でも除

菌に健康保険が適用されるようになったほどです。除菌法は至って簡単で、

3種類の薬剤 (抗生剤と胃酸分泌抑制剤) を1日2回7日間服用することで、

70~80%の患者さんが除菌に成功します。除菌が不成功に終わった場合は2

次除菌という形になりますが、ここまでで90%以上の患者さんが除菌に成功

されます。除菌失敗の原因として1)服用法を守らない、2)ピロリ菌が耐性菌

である(抗生剤が効きにくい)、3)薬剤が効きにくい体質である等があります。 

除菌後に病気やピロリ菌感染は再発するの？フォローアップは？ 

 除菌に成功した場合は、胃十二指腸潰瘍や胃癌になる可能性が低下しま

す。しかし、成功した人はこれらの病気にかからないという訳ではないので、

注意は必要です。例えば、ピロリ菌感染者は未感染者と比較して150倍くら

い胃癌になりやすいのですが、除菌を行った後でも未感染者と比較すると

50倍くらい胃癌になりやすいと言われております。一方でピロリ菌感染の再

発は日本の成人の場合、0.2～2% /年と報告されており、こちらの可能性は

低いと思われます。繰り返しになりますが、除菌が成功したらといって、胃癌

が発生しなくなるわけではなりません。従って、除菌後も長期的・定期的な

フォローアップは必要とされています。学会等も具体的な指標は掲げており

ませんが、日常臨床におきましては1～3年ごとの胃カメラなどが一般的では

ないでしょうか。 

最後に 

 ヒューストン在住の日本人の皆様、特にこれから人生の後半に向かってい

く40歳以上の方におかれましては、現在の自分の胃の状態やピロリ菌の有

無などをチェックされることが、健康に長生きするための予防医療として非常

に重要なことです。ちなみに私はこれまで2回胃カメラをやりました (ピロリ菌

は陰性でした)。そしてピロリ菌が陽性であった場合は、速やかな除菌をお

勧め致します。本稿が皆様の病気へのご理解の一助となれば、幸甚です。 

では皆様、これからだんだんと寒くなっていきますが、風邪などひかぬように

お気をつけ下さい。 

第133回 
 

 胃の悩み、ありますか？ 

             ～ピロリ菌を中心に～ 

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。 

前回の松下大輔先生から消化器内科がご専門の魚谷貴洋先生にバトンが移りました。  

 今回、テキサス・メディカルセン

ター最前線を担当させて頂く、魚

谷貴洋です。2014年4月より静岡

県の浜松医科大学消化器内科か

ら、ベイラー医科大学消化器内科

に留学をしております。こちらでは

Michael  E.  DeBakey  Veterans 

Affairs  Medical  Center で研究を

行って おり、専門は上部消化管 

(食道、胃、十二指腸)、特にヘリコ

バクターピロリ菌 (以下ピロリ菌) で

す。 

お腹が痛いは難しい？ 

 消化器病の自覚症状は、多岐に

わたります。患者さんの訴えで多

いのは、腹痛をはじめ 、嘔吐、下

痢、便秘、食欲不振、吐下血、腹部膨満感などでしょうか。この中でも消化器内

科外来や救急外来等で日常診療を行っていると、腹痛を主訴に受診される方

を多く見かけます。ただし、一概に腹痛と言ってもその原因疾患は多岐にわたり

ます。なぜなら腹痛の原因となる臓器は横隔膜より下のすべての臓器であり、こ

れらの患者さんの中には我々消化器内科が扱っている消化器疾患の他にも、

泌尿器疾患や婦人科疾患なども混在することがあるからです。我々は年齢と性

別から始まり、発症様式 (慢性～急性)、痛み方 (程度や性状)、増悪・軽快因

子、その他の身体所見や既往歴、表情及び姿勢などまで含めて観察し、診断

につなげます。例えば痛みの部位ですが、大まかにみぞおちは食道・胃・十二

指腸、右の肋骨の下あたりは胆嚢や胆管、おへその周りや下腹部は小腸や大

腸が原因であることがありますが、まれに側腹部痛で泌尿器科、下腹部痛で婦

人科疾患を含め重篤な疾患も隠れていることがあります (もちろん例外もありま

す) 。このように腹痛の診断は、ときに困難を極めるため、医療機関へ受診する

ときにはより具体的な訴えが必要です。 

胃十二指腸炎および胃十二指腸潰瘍、さらに胃癌の原因、ピロリ菌とは？ 

 さて、上述したような腹痛の中で、特に上腹部痛の原因となることが多いの

は、食道、胃、十二指腸です。そして日本人に特に多いのが、胃十二指腸炎、

胃十二指腸潰瘍、胃癌といった疾患です。例えば世界的に見て日本は、胃癌

の発症および死亡率ともに最も高い国の1つであり、日本国内においても、胃癌

は癌による死亡者数の主な原因疾患です。これらの疾患の原因は、胃に感染

し病気を惹起するピロリ菌感染にあります。 

 そも そもピ ロリ菌と いう細菌は、1982年にオーストラリアのWarren博士、

Marshall博士により発見されました。“胃には胃酸があるため、微生物はいない”

というこれまでの学説を覆した彼らの功績が高く評価され、2005年にノーベル医

学・生理学賞が授与されるほどの大発見でした。人類はアフリカ大陸、ユーラシ

ア大陸、そしてアメリカ大陸に移動してきたとされていますが、ピロリ菌もヒトの胃

内に感染しながら、5万8千年前にアフリカ大陸を発ち、3万年前に日本を含む

東アジアに到達したと考えられています。さらに近年の研究により、ピロリ菌は

胃十二指腸炎、胃十二指腸潰瘍、胃癌のみならず、胃のリンパ腫や一部の血

液疾患にも関連していることがわかってきました。 

日本人におけるピロリ菌感染の特徴 

 現在、我々日本人の30～50%弱 (アメリカ人、20%前後) がピロリ菌に感染して

いると考えられています。興味深いことには、日本人のピロリ菌感染率は世代に

よって大きく異なります。30歳代以下の比較的若い世代の感染率は10%台であ

るのに対し、年齢を追うごとに感染率は増加し、50歳代以降の感染率は50%以

 次回は小児外科がご専門の野村元成先生です。野村先生とは日

本人研究者の会で知り合いになりました。研究や臨床に深い造詣を

お持ちになるだけではなく、大阪より渡米されており、常に会話の最

後につける“オチ” が秀逸でいつも驚愕させられます。   

   （ベイラー医科大学研究員） 魚谷貴洋    
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 アメリカに入植した清教徒たちは、自分たちが故郷で食べ

てきた小麦を育てようとしましたがうまくいかず、食糧難に陥

ります。そこで、先住民がトウモロコシの栽培を教え、飢餓を

救ったことから、サンクスギビングにはトウモロコシの料理が

定番となりました。また、この季節の一番の収穫はパンプキ

ン（カボチャ）ということで、今回は、コーンとパンプキンの料

理をご紹介します。 

コーンブレッド 

 トウモロコシを粉にして焼いたパンで、卵と水を混ぜて焼く

だけの、インスタントの粉で作るのが一番簡単。口に入れた

とき、ホロッと崩れてしっとりしているのが上手く焼けているも

のです。粉をかき混ぜすぎたり、焼きすぎたりするとパサパサ

でいまいち。粉の中に、つぶしていないコーンを入れる変り

種もあります。 

 今回は、やみつきになるとっておきの「超しっとりコーンブ

⑪特別版 サンクスギビング定番料理 ２  

 アメリカ人にとって11月といえばサンクスギビング。日本の

ゴールデンウィークのように連休となり、家族が集う祝日で

す。これは、17世紀に清教徒がイギリスからアメリカに入植し

た際、農業を始めとする食糧確保の手助けをしてくれた先住

民に感謝して、一緒に収穫を分け合ったのが起源です。 

 このコーナーでは、過去2回、サンクスギビングで食べる定

番の料理をご紹介してきました。（詰め物なしのターキー

http://www.jbahouston.org/gs/Nov13.pdf、ドレッシング、

グ リ ー ン ビ ー ン ズ http://www.jbahouston.org/gs/

Nov14.pdf）今回は、その続きとして、脇役の料理をご紹介し

ます。  

レッド」の作り方をご紹介します。 

＜超しっとりコーンブレッド＞（6-8人分、準備時間

5分、焼き時間30分） 

●材料● 

Self-Rising Cornmeal 2カップ 

（コーンの粉のこと） 

牛乳 2カップ 

卵（大） 1個 

砂糖 大さじ1 

バター 1/3カップ 

※ホールカーネルコーン（粒

のコーン） 1缶（オプション） 

●作り方● 

1. オーブンを華氏425度に温めておく。 

2. バター以外をボウルに入れてざっくり混ぜる。

（かき混ぜすぎないように） 

3. バターを焼き型（8インチのバット）にいれ、オー

ブンで均等に溶かす。 

4. 2を3に流し入れる。 

5. オーブンに入れ、25分間、または黄金色にな

るまで焼く。 

6. 焼きあがったら、すぐ型からはずして冷ます。 

※缶詰の粒コーンは、オプションです。入れると、

プチプチ感が楽しめます。 

パンプキンパイ 

 9月の終わりころから、店先に並び始めるオレン

ジ色のパンプキンは、アメリカの秋の風物詩です。

このパンプキンを使ったパンプキンパイは、サンク

スギビングの定番スイーツ。これがなければサンク

スギビングのご馳走をしめくくれない、というアメリ

カ人が多い必需品。ハロウィーンでパンプキンの

ランタン（提灯）を作り、くり抜いた中身は蒸したり、

茹でたりして保存し、サンクスギビングのパンプキ

ンパイに使う人もいます。 

 今回は、缶詰のパンプキンを使って簡単にできて

美味しいパンプキンパイのご紹介です。 

＜Ｌｉｂｂｙの簡単パンプキンパイ＞（準備時間5分、

焼き時間65-75分） 

●材料● 

Libby`s Easy Pumpkin Pie Mix 1缶（30oz.の缶） 

エバミルク（Evaporated Milk 5ｆｌ.-oz.の缶） 2/3

カップ（少し余るので、全部入れても大丈夫） 

卵 大２個 （かき混ぜておく） 

9インチのパイシェル（4カップ入るもの）－パイ生地

のものなら焼いていないもの、グラハムクラッカーの

シェルでも良い 

●作り方● 

1. オーブンを華氏425度に温

めておく。 

2. パンプキンパイミックス、エ

バミルク、卵を大きなボウルに

入れてよく混ぜ合わせる。 

3. 2をパイシェルに流し込む。 

4. オーブンにいれ、15分焼く。 

5. 15分経ったら、温度を華氏350度に下げ、50-60

分、更に焼く。 

6. ナイフでパイの真ん中に十字の切込みを入れ

てみて、ナイフに何もついてこなければ焼き上が

り。 

7. オーブンから出して、ワイヤーラックの上で2時

間くらい冷ます。 

8. ホイップクリームや、アイスクリームを添えて食

べるのもおいしい。 

※すぐ食べない場合は、冷蔵庫に入れて保存す

る。 

 いろいろなお店のパンプキンパイを食べ比べる

のも一興です。楽しく美味しいサンクスギビングを

お過ごしください。            （佐藤暁子）  
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運動誘発性喘息（Exercise Induced 

Bronchoconstriction, EIB）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  

 食欲の秋、読書の秋、運動の秋...皆様過ごしやすくなってき

た中、ヒューストンでの秋をどのようにお過ごしでいらっしゃい

ますでしょうか。暑い季節もようやく過ぎて、多くの方々が屋外

で走ったり、運動を楽しんだりされていらっしゃることと思いま

す。こういう季節の変わり目には上気道感染に罹患しやすくな

ることに加えて、喘息も悪化しやすくなります（ガルフストリーム

2015年1-3月号で喘息について触れておりますので、よろし

かったらそちらもご覧下さい）。今月は喘息とは別に、運動誘

発性の喘息（EIB）について述べたいと思います。 

 右の図にありますように、運動誘発性喘息は喘息と併発する

ことも多いのですが、喘息である必要はないのです。例えば症

状が軽く、運動を始めると息が苦しくなっても1-2分歩いたら症

状が無くなってしまった、などという病歴があると、運動誘発性

喘息を疑います。ですが、この程度ではなかなか医療機関を

受診しないことも多いでしょうし、たとえ受診されても医師が運

動誘発性喘息を疑わないと鑑別しにくいのが難しいところで

す。 

 運動で誘発されるので運動誘発性と名前がついております

が、特に冷たい空気を吸ったり、気道が乾燥したり、長時間運

動を継続したりすると症状が出やすくなります。冬のマラソンな

どはちょうどこれに

あてはまります。 

 短時間型の気管

支 拡 張 薬 は4時 間

おきに使用するの

が適応内使用方法

です が、運動 誘発

性喘息の患者さん

は運動の20分前に

まず吸引しておき、

その後運動中呼吸

が苦しくなればその

都度使っていくこと

も検討します。また

常時コントロールす

る薬剤の選択としては、普通の喘息以上にロイコトリエン受容体拮

抗薬を考慮したりもします。 

 小さいお子さんは疲れ知らずで走り回っていることが多いのです

が、あまり積極的に運動したがらない小児では、運動誘発性喘息の

可能性も考えます。無意識に呼吸が苦しくならないように運動をし

ないようにしている場合もあるからです。上記のような運動誘発性喘

息が疑われるような症状があれば、医療機関の受診を強くお勧め

致します。 

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。 
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 ハロウィン・夏時間も終わり、サンクスギビングのある11

月になりました。お店ではクリスマスコーナーのできてい

るところも見受けられ、このまま、一気に新年まで突き進

んでしまう勢いを感じる今日この頃です。みなさんも、サ

ンクスギビング、クリスマス、年末年始の冬休みの計画に

余念がないのではないでしょうか？ 

 さて、今号のガルフストリームは、新年度になって恒例

の「ヒューストン日本商工会常任委員会・総会・懇親会」

のご報告に始まり、「会社紹介」、10月のとても天気の良

い日に行われたと伺っている「ヒューストン日本語補習校

の運動会」は元気いっぱいの写真と一緒に、役員紹介

では4人の「副会長のご挨拶」一挙掲載、1月の「晴れ着

撮影会」の告知記事、今回も盛況であったとの「古本市」

のご報告、10月末開催の「日米協会のGALA」の報告記

事、4号連続掲載となった「日本庭園の改修工事」、ま

た、金井宇宙飛行士も参加して大いに盛り上がったとの

「宇宙セミナー」のご報告、新連載となる「アメリカIT最新

事情」の第一回のサイバーセキュリティーについて、そし

て、「駐妻日記」、「ピーカンキッズ活動報告」、「テキサ

ス・メディカル」、「珍食材啖訪 んなもん食っとん？！」、

「アレルギー」、「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。 

 今号も「ガルフストリーム」を宜しくお願い申し上げま

す。なお、ガルフストリーム編集委員会では、一緒に編

集に携わっていただける方を募集しています。興味のあ

る方は事務局までお問い合わせください。 （佐藤大地）  

 

♦November 12-19; Houston Cinema and Art festival var ious location at Museum Distr ict. 

Admission $12.  The festival showcases films by and about artists in the visual, performing, and 

literary arts. It also includes over 50 narrative and documentary films.  http://

houstoncinemaartsfestival.org/ 

♦November 26th: 66th Annual H-E-B Thanksgiving day parade @Downtown Houston.  The 

H-E-B Thanksgiving Day Parade will welcome the holiday season by celebrating all things Hou-

ston, including a salute to the world-acclaimed Texas Medical Center.  http://www.houstontx.gov/

thanksgivingparade/ 

♦November 28-December 20: Holiday Market with Santa Claus@Fun Events at Trader ’s 

Village opens10am to 5pm. Santa is at Traders Village this weekend to meet and greet. Kids of all 

ages can have their photo taken with Santa for $5. Free admission, $4 for the parking. http://

tradersvillage.com/houston/events 

♦December 4-6; Dickens on the strand @Downtown Galveston.  The annual holiday street 

festival, based on 19th-century Victorian London, features parades, non-stop entertainment on six 

stages, strolling carolers, roving musicians, bagpipers, jugglers and a host of other entertainers. 

Please see the admission fees at: http://www.galvestonhistory.org/events/dickens-on-the-strand/

dickens-on-the-strand 

♦December 5th Tamale Festival: @Navigation Esplanade 2600 Navigation Boulevard Hou-

ston, TX 77003.  Join us for a full day of Tamale Fun, eating, Live music, arts and crafts, festive 

entertainment, Tamale Eating Contest is the fun thing to watch! Admission fee is $5.  Please see the 

following website: n http://tamalefestivalhouston.com/ 

 三菱東京ＵＦＪ銀行、ヒューストン商工会、ＪＥＴＲＯの共催により下記のとおり為替講演会が開催さ

れます。三菱東京ＵＦＪ銀行の石丸アナリストが米国のマクロ経済動向や金融市場の動向を踏まえ、

ドル円相場の見通しについて解説してくださいます。またカナダおよびメキシコの金融情勢、為替動

向等についてもご紹介いただきます。奮ってご参加ください。 

 日時： 平成27（2015）年12月10日（木）2：30 pm～4：00 pm 

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

 講師： 石丸伸二氏（三菱東京UFJ銀行 グローバルマーケットリサーチ ニューヨーク駐在 

            為替アナリスト） 

 申込方法：下記ホームページアドレスにアクセスしてお申し込みください。 

        https://www.secure-cloud.jp/sf/1446739562tFIVNTLm 

  問い合わせ：ヒューストン商工会事務局 Tel:281-493-1512  sansuikai@jbahouston.org 

為替講演会開催のご案内 
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