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 1月21日、在ヒューストン日本国総領事公邸にて、天野哲郎総領事の着

任の挨拶を兼ねた新年会が開催されました。 ヒューストン日本商工会から

薙野太一第一副会長を含め、役員、特命理事、常設委員長・部会長、常

任委員、補習校校長・運営委員会運営委員等多くの会員にご参加いただ

いたのを始め、日米関係者約140名が出席し新年を祝いました。 

 冒頭、昨年12月22日に着任されたばかりの天野総領事は、「赴任前、

ヒューストンを含むテキサス、オクラホマ全体は、米国のダイナミズムの一

大中心地であり、日本でも関心が高い地域であると聞いてきた。そのような

所に赴任した事は光栄であり、政治・経済・文化を始めとする様々な交流

関係の更なる発展のために、これから全力を尽くしていきたい。日米同盟

の強化は、日本外交の基軸であり、今年も引き続き二国間の協調に力を

注ぎたい。総領事館としては、日本企業、在留邦人の皆さまのより一層の

発展のため、皆様と手を取り合って歩んで参る所存であり、引き続きご協

力賜りたい」旨、新任の抱負を述べました。 

 続いて、来賓を代表し薙野ヒューストン日本商工会第一副会長から「同

会 名誉会長にご就任頂いた総領事のご支援を頂きながら、日系企業間

の親交と相互援助、日本語補習校の円滑運営、米国企業･政府組織との

親善･通商の促進に尽力して参りたい」とのご挨拶をいただいた後、武智

真二グレーターヒューストン日本人会会長のご発声による乾杯が行われ、

2016年の無事安全と各界の益々の発展が祈願されました。 

文責：総領事館 
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平成28（2016）年 1月 商工会常任委員会 議事録 

日 時 ：  平成28年1月20日（水） 9：00～ 9:45 

場 所 ：    United Way of Greater Houston CRC   Auditorium JK 

出席者 ：  名誉会長、常任委員28名、正会員6名、オブザーバー１名、 

       事務局長 

欠席者 ： 常任委員79名（うち会長委任38名、代理委任6名、無回答35名） 

司 会 ： 木村健洋 幹事 

 

１．商工会会長連絡 （本多之仁 会長） 

 天野総領事を新名誉会長にお迎えし、いよいよ2016年の商工会の活動

がスタートした。今年は、年始早々からテロ事件、エネルギー動向、為替

や株等、様々な面で問題が連日のように起こっており、弊社を含む会員企

業の予算作成、事業計画の見直しへの取り組みにも影響を及ぼしてい

る。このような状況下、本日は、当委員会後にGreater Houston Partnership

(GHP)より経済の専門家をお招きし、ヒューストンを取りまく諸環境につい

てご講義頂くので、引き続きご参加いただきたい。また、2016年の商工会

の活動に関しては、前半のスケジュールが徐々に固まってきており、ソフト

ボール大会（3/27）、ジャパンフェスティバル（4/16 ・17）、ピクニック（5/15）

等の準備がすでに進められており、本日、各担当理事よりご報告がある。

本年も当会活動への益々のご参画・ご支援をお願い申し上げる。 

 

２．総領事館連絡 （天野哲郎 総領事） 

 髙岡望総領事の後任として、昨年12月22日にヒューストン日本国総領事

に着任した。これまでの皆様のご支援に改めて厚く御礼申し上げるととも

に、引き続きご指導ご鞭撻をお願い申し上げる。前任地のフィリピンから当

地に着任する以前より当地の経済繁栄については耳にしており、今後も

日本とテキサス州との政治・経済・文化を始めとする様々な交流関係の

益々の発展のために尽力して参る所存である。年明け早々、油価や株価

の下落、爆弾・襲撃テロ事件と続き予断を許さない状況にあるが、ピンチを

チャンスに変えるよう前向きに取り組んでいきたい。当地においても安全に

生活するために警戒心を持って行動することが大切であり、総領事館では

引き続きアンテナを高く張って情報収集に努め、皆様に正確な情報を提

供していきたい。また、1月21日には、公邸に於いて新年祝賀会を開催す

るので、皆様にはぜひご出席賜りたい。 

 

３．幹事報告  【追認事項】 （木村健洋 幹事） 

＊木村健洋新幹事の選任について 

 金子公亮幹事のご帰任に伴い、木村健洋氏を金子幹事の残余期間を

補充する新幹事とすることが12月の理事委員会にて承認され、定款4条第

3項に基づいて木村健洋氏が新幹事に就任した。また、本会では当該理

事委員会の承認が過半数の票をもって追認された。 

 

４．会計幹事報告 【追認事項】 （峯山裕二 会計幹事） 

＊日本庭園25周年記念事業への寄付について   

 2017年に25周年を迎える日本庭園の記念事業については、昨年度8月

度常任委員会にてHermann Park Conservancy（HPC）の代表者によるプレ

ゼンテーションがあり、寄付の依頼は事務局を通して会員企業へ送付済

みである。一方、商工会としては、例年日本庭園のメンテナンスのために

贈呈している4,000ドルに追加して同記念事業への寄付を別途実施するこ

とは、日本企業・その他団体及び政府組織とアメリカにおける同等組織と

の親善を促進する意味で、当会の設立趣旨に則した地域貢献であると判

断する。10月度常任委員会においては、当該寄付を当初の予算には入

れず、後日その額を検討した上で修正予算を組む予定であることを報告

した。続いて11月度理事委員会にて寄付額を検討した結果、単年度予算

の範囲内であるとともに他の寄贈者による寄付額を考慮に入れた上で、当

会のプレゼンスを保ちつつ突出しない金額として3万ドルが提案され、過

半数の票をもって承認された。また、本会では当該理事委員会の承認が

過半数の票をもって追認された。

５.2016年ジャパンフェスティバル関連報告 （新開瑞穂 正会員：藤井

一彦 特命理事代理） 

 2016年4月16日（土）と17日（日）にハーマンパークに於いてフェス

ティバルが開催される予定。商工会は従来通り「キッズ縁日」を担当す

る。会員企業の皆様には、ボランティアとスポンサーの依頼にもぜひご

協力頂きたい。詳細に関しては、後日決定次第、皆様にメールにてご

連絡させていただく。 

 

６.委員会・部会報告 

①スポーツ委員会  （木村健洋 幹事:  薙野太一 第一副会長兼ス

ポーツ委員長代理） 

＊2016年商工会ソフトボール大会関連報告  

 1月6日に事務局よりご案内を送付の通り、今年のソフトボール大会は 

3月27日に開催する予定である。場所は昨年同様 Houston Sportsplex

となる。昨年は19チームのエントリーを頂いたが、今年は本日現在14

チームが登録済み。締め切りは1月29日となっているので、引き続き

奮ってお申し込み頂きたい。尚、本大会は総領事杯として、カップ授

与に総領事の日程もご調整頂いており、この場をお借りして御礼申し

上げる。 

＊第554回テキサス会「総領事杯」関連報告 

 第554回を迎える次回テキサス会は、「総領事杯」ということで総領事

館と日程調整を進めさせて頂いている状況である。昨年は4月下旬に

開催しているが、 詳細については間もなく事務局を通してご案内する

予定。ご参加とともに賞品の寄付にもご協力をお願い申し上げる。 

 

②文化委員会 （山下俊二郎 副会長兼文化委員長） 

＊商工会・日本人会共催ピクニック関連報告 

 毎年恒例になっているピクニックは、5月15日（日）に昨年度と同様

Jones Creek Ranch Parkにて開催される。従来は、「母の日」に開催さ

れていたが、今年度はその一週間後の開催となるのでご注意いただき

たい。開催案内、ラッフル賞品の寄付依頼は、後日、事務局よりメール

にて配信するとともにガルフストリームにも告知を掲載する予定。また、

幹事会社の割り振りに関しては、例年名簿順に持ち回りとなっており、

今年度は名簿の87番（Sumitomo Corp. of Americas）から最後の107番

（Willis Towers Watson）、そして1番（ANA）から8番（Chubu US Gas 

Trading LLC）までとさせていただく。第一回幹事会へのご案内は、後

日事務局を通して配信するので、ご協力をよろしくお願い申し上げる。 

 

③企画・調査委員会 （黒川淳二 企画・調査委員長） 

＊「ヒューストン経済動向」講演会開催案内  

 本日、常任委員会終了後、同会場にて当地の有力経済・商工団体

であるGHPのエコノミストであるパトリック・ジャンコウスキー氏をお招き

し、ヒューストン経済の現状および今後の見通しについて解説いただ

く。また、スーザン・アシマキス 氏（会員サービス部門シニア・バイス・プ

レジデント）からは、GHPの活動内容についてもご紹介いただく予定。

委員会に引き続き、ぜひご参加いただきたい。 

 

＊「メキシコビジネスセミナー」講演会開催案内  

 2月26日（金）14：00より、Norris Conference Centers at Westchaseにて

同セミナーを開催する。講師としてジェトロ・メキシコ事務所で調査業務

を統括している中島伸浩次長をお迎えし、エネルギー改革の動向を含

め、メキシコ経済・産業の現状及び今後の見通しにつき解説頂く。メキ

シコビジネスに対する関心が高まっている中、メキシコの経済・産業動

向を把握するには有益な機会となるので、会員企業代表者様のみなら

ず事業ご担当者様他皆様の奮ってのご出席をお待ちしている。 
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 ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

Rigaku Americas Corporation 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。  

 Rigaku Americas Corporation（RAC）は日本のX線分析機器メーカー

（株）リガクの米国販売会社です。 

 RACは、社長の志村晶がグローバル化を標榜し1973年に母校MITが

あるボストンに米国子会社を設立したのが始まりで、その後M&Aを経て

1999年にヒューストン郊外のThe Woodlandsに拠点を移し、現在に至っ

ています。 

 X線分析機器は大きく分けると、物質の構造解析を行う回折、組成を知

る蛍光に大別できますが、リガクはいずれの分野でも市場リーダーで、

米国でもライス大学、ExxonMobil、DuPont、 P&G他多数のお客様を有

します。 

 米国では、米国販売子会社RACの他、その持株会社Rigaku Americas 

Holdingの傘下に、ラマン分光とレーザー分光の携帯分析メーカー

Rigaku Analytical Devicesなど多数の関連会社をボストンなどにもち、グ

ローバル展開するリガクの中核子会社として活動しています。 

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。 

 私は、1980年代にボストンとシリコンバレーにそれぞれ2年間住み、テ

キサスに住むのは初めてですが、30年振りに米国に住むThe Wood-

landsは大変住み易いところだと感心しています。 

 私のアパートは、The Woodlandsの開発を1970年代に始めたGeorge P 

Mitchellか ら 数 え る と5代 目 の 投 資 家 で あ るHughes LandingがLake 

Woodlands沿いに大規模開発の中心となっており、レストラン街の展開な

どを目にすると、米国の投資のダイナミズムを痛感しています。 

 テキサス州についてはこれまで住んだマサチューセッツ州やカリフォル

ニア州とは異なり、州に誇りとこだわりを持ったところと感じます。 

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。 

 私は、大学卒業後三菱商事入社、MIT留学、米国ベンチャーキャピタ

ル出向、ダラスに本社があったi2 Technologiesの日本子会社社長、ロー

ソンCIO、慶應大学教授という経験を経て、MIT繋がりで2012年にリガク

に入社し、社長室長、営業本部長を経て、2015年4月に米国子会社社

長就任と、振り返ってみれば自分でも予想できなかった経歴を持ちま

す。 

 還暦を迎えた昨年に、若い時代の夢であった米国生活が再び出来る

ことを大変有り難い（It’s a miracle.）なことと感謝しています。 

会員消息 ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞ 
④生活・情報委員会（小林浩子 事務局長： 大内裕子 生活・情報委

員長代理） 

＊「テキサスでの子育ての楽しみ方」セミナー開催案内  

 生活・情報委員会の初めての試みとして、1月29日（金）10:00より三

水会センター会議室にて同セミナーを開催する。講師として、プリス

クールや補習校での教師経験をお持ちのカルデロン智子先生をお迎

えし、ヒューストンでの子育て事情やチャイルドケアについてお話しい

ただく。小さなお子様連れの方も歓迎する。お申し込み期日は過ぎた

が、若干名の追加申し込みは受付可能。 

 

７．事務局連絡事項 （小林浩子 事務局長） 

①年間スケジュール 

 春の行事日程が確定してきており、年間スケジュールを年明けに更

新したので、HP上でご一覧いただきたい。その他の行事をご担当の

理事の皆様には、日程が確定次第、事務局までご連絡いただきたい。 

②会員消息 

 1月20日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員662名（正団体

会員 107社）、準会員35名で、総会員数は706名である。詳細につい

ては、別項「会員消息」欄参照。 

 

８．その他 

＊2017年開園25周年にあわせた日本庭園施設拡充についての進

捗報告 （加藤眞人 他団体対応・日本庭園特命理事、Doreen 

Stoller , Executive Director of HPC) 

 加藤特命理事よりHermann Park Conservancy のDoreen Stoller氏

のご紹介があり、Stoller氏より日本庭園25周年記念事業の進捗状

況として、施設拡充工事が昨年11月に開始されたとの報告が

あった。また、すでに寄付を贈った会員企業と商工会への御礼

とともに、さらに寄付を募る依頼があった。 

 

 
★よろしく！～新規入会です  
●正個人会員入会（カッコ内、配偶者名） 

・ITOCHU International Inc.                    小川浩二 

・Mitsubishi Corporation (Americas)       栁内澄人 / 肥田峰子(佳大) 

・Mitsubishi  Heavy Industries America, Inc. 江田昌之(志野) 

・Nippon Steel & Sumitomo Metal U.S.A. Inc. 國弘哲也 

・Sumitomo Corporation of Americas 戸高大志  

    

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

●正個人会員退会 

・JGC Energy Development (USA) Inc.                 千葉洋（由喜子）  

・Nippon Steel & Sumitomo Metal U.S.A. Inc.      難波岳大（佳弥） 

・Sumitomo Corporation of Americas                     熊谷誠 

・Toshiba International Corp.                                  木下裕安（紘子） 

 

●替わりました～メモのお願い 
●常任委員交代 / 住所等変更 

・Aon Risk Services, Inc.                       

                         (旧)山岡元久 → （新）山下デニス 

                   (新)1420 Fifth Avenue, Suite 1200, Seattle, Washington 98101 

                    (新)TEL:206-749-4836 (新)FAX:206-749-4860  

 

  President 

 横溝 陽一  
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１．GHPの活動内容 

 GHPの目的は、ヒューストンを、世界で最も生活しやすく、働きやすく、ビジネ

スをしやすい場の一つにすることである。GHPは、ヒューストンの成長と方向づ

けにともに取り組んでいく、コミュニティに関心があるビジネスリーダーのための

場である。また、メンバーの献身的努力を通して、GHPはヒューストン特有の課

題に取り組み、地域の成長と成功を支援している。1840年以降、GHPは、この

ヒューストンを、生活、労働、ビジネスのための最高の場所とするよう努めてい

る。 

 ヒューストンが直面する最優先課題としては、1. 世界的なエネルギー・ハブと

して抜群のリーダーたる地位をさらに高めていくこと、2. 新しい成長集積地へと

多様化すること、3. 貿易・物流拠点としての役割を拡大すること等が挙げられ

る。 

 経済発展のために、雇用の創出と維持、海外からの直接投資や国際貿易の

促進に取り組んでいる。 

 GHPにはEconomic Development Division、Member Engagement Division、

Public Policy Divisionがあり、経済、教育、地域等について、地域・州・連邦に

働きかけを行うなど幅広く活動している。GHPの活動詳細や入会については、

GHPのホームページ(https://www.houston.org/)を参照願いたい。 

 

２．ヒューストン経済の現状と今後の見通しについて 

(1)米国での位置づけ 

 ヒューストンエリアは、9つの郡と125以上の市・町からなり、人口はハリス郡と

ヒューストン市に集中している。 

 ヒューストンの経済規模(GDP)は$525B（billions、2014年）に達し、ニューヨー

ク($1,558B)、ロサンゼルス($866B)、シカゴ($610B)に次ぐ、米国第４の都市で

ある。2009年以降経済成長が続いている。Houston - Sugar Land - Baytown地

域の総生産は2010年の$380Bから2040年には$1,154Bと成長が見込まれてい

る(2009年見通し)。 

(2)雇用 

 1990年以降の雇用を見ると、2016年にかけてほぼ一貫して増加しており、こ

の間131万人の雇用が創出された。原油価格が下落してからも、2014年12月

以降、総雇用者数は13,800人増加している。主に増加している業種はLeisure 

and Hospitality(+18,500人)、Healthcare(+13,100)、Construction 

(+4,300)であり、減少しているのはManufacturing(-16,700)、Mining and Log-

ging(-7,600)、Transport, Warehousing, Utilities(-5,900)である。 

 2016年 は、Manufacturing(-9,000人 )、Exploration & Production(-7,000)、

Oilfield Service(-2,000)、Wholesales Trade(-2,000)、Real Estate(-1,000)で雇用

が減少するという予想である。一方、Health Care(+9,000人)、Construction

(+7,000)、Government(+5,000)、Hotels, Rest.& Bars(+5,000)、Retail(+5,000)で

は雇用が増加する予想である。 

 雇用増減の推移を見ると2014年(12月、対前年同月)は+104,700人、2015年

(11月、同)は23,700人、2016年は21,900人(予想)となっており、原油価格が下

落する中でも雇用全体としては増加傾向である。 

(3)人口 

ヒューストン都市圏は649万人(2014年)の人口を有し、ニューヨーク(2,009万

商工会講演会 

 ヒューストン経済の 

    現状と今後の見通し  

Business Seminar  

 講演会「ヒューストン経済の現状と今後の見通し」は、商工会で本年度予定す

る3回の講演会のうちの第一回目の講演会で、1月20日(水)、商工会常任委員

会に引き続いて、United Way of Greater Houston CRC オーディトリアムで開催

されました。 

 講演会では、まず、1,200社が加入し当地を代表する経済・商工団体であるグ

レーターヒューストン・パートナーシップ(GHP)の会員サービス部門SVPのスー

ザン・アシマスキ氏が、GHPの活動を紹介しました。続いてGHPの調査担当

SVPのパトリック・ジャコウスキー氏による「ヒューストン経済の現状と今後の見通

し」についての講演がありました。その中で、ヒューストン経済の米国における

位置づけや、雇用・人口・主要産業の動向を踏まえ、短期的にはエネルギー

産業は厳しい状況にあるが、ヒューストンには多様な産業があり、今後も成長が

期待できるとの説明がありました。具体的な講演内容は以下の通りです。 

Business Seminar  

人)、ロサンゼルス(1,326万人)、シカゴ(955万人)、ダラス-フォートワース(695

万人)の各都市圏に次ぐ、米国第5位の人口を有している。 

また、2010年から2014年の人口増加者数は、2位のダラスフォートワース

(+52.8万人)、3位のニューヨーク(+52.6万人)を抑え、ヒューストン都市圏

(+57.0万人)がトップである。 

(4)主要産業 

 ヒューストンの主要産業は、エネルギー、金融、製造、医療である。 

 ヒューストンには、エネルギー関連3,700社以上、米国oil & gas関連上場

企業134社のうちの40社、主要パイプライン会社20社の内15社、9つの精油

所(2.3百万バレルの能力)がある。 

 また、ヒューストンには、多様な製造業があり、2014年の生産高は$80.5B

である。特に化学産業分野では、米国にある生産能力の38.6%、400以上の

石油化学工場、47,000人以上の雇用があり、見通しも良好である。さらにグ

レーターヒューストンエリアには多くのプロジェクトが計画されている。貿易に

ついては、5,700社以上の国際取引のある会社があり、ヒューストン-ガルベ

ストンエリアの輸出入額は2014年で$252Bとなっている。ヒューストン-ガルベ

ストンエリアの輸出額は2014年$120Bである。 

 医療の分野では、ヒューストンは世界で最大のメディカルセンターである。

106,000人の雇用と56の機関があり、年間7.2百万人の患者が訪れ、5,000人

の医師、15,000人の看護師、5,700人の研究者を有している。人口増の傾向

もまた、Health Care産業の成長に寄与している。年に95,000人の新生児が

生まれ、年65,000人の移住者がおり、年18,000人のシニアが増えている。 

 現在、直近の原油価格はバレル$40(WTI)を下回っており、米国のリグ(石

油掘削装置)稼働数をみると2014年1900台から2016年1月には700を割り込

んでいる。また、シェール産業の負債は$200Bに登る。原油価格で見ると、

1980年台半ば、1990年台初期、2001-2年（9.11テロ、エンロン事件）、2008

年Great Recession(油価$136.96→$39.51)に次ぐ、困難期になっているが、

前述の通りヒューストン全体でみると雇用は増加傾向を維持している。 

(5)ヒューストン経済の将来 

 2016年の雇用は21,900人の増加の予想である。ヒューストン都市圏の人

口も地域の生産高も増加が見込まれている。エネルギー産業は短期的に

は厳しい状況にあるが、多様な産業があることから、ヒューストンは今後も長

期的な成長が期待できる。 

 

スーザン・アシマスキ氏 

パトリック・ジャコウスキー氏 



加えて5人の子育て経験をお持ちの智子先生ですのでリアルな小ネ

タも豊富でユニーク、あっという間に1時間が経過していました。その

後は茶話会という形でリラックスした雰囲気の中で、参加者同士で交

流を図って頂きました。その間も智子先生へ質問や相談は途切れる

事はなく、最後まで真摯に対応して下さった姿が印象的でした。 

 私自身も、現在初めての育児に奮闘しております。英語の壁が立

ちはだかる場面や現地コミュニティに入りきれていないゆえに情報を

思うように得る事ができず切なさを感じる瞬間もあり、家族・親戚・昔か

らの友達が身近にいない異国での子育てに不安と迷いを日々感じて

います。テーマに沿ったお話の中で勉強させていただいたのはもち

ろんですが、「ハッピーなお母さんがハッピーなテキサス生活の主人

公なんですよ」「今は、ハッピーなお母さんになるチャンス、自分でで

きることを探して、そして子育ての中で新たな自分を発見してみましょ

う」と講演を通じ、沢山の応援メッセージとエネルギーをいただきまし

た。講演会の締めくくりは「たとえ10分でも、家事ではない自分磨きの

時間を作ってみてください。駐在生活が終わったときに何か残るもの

があるといいですね。」という言葉でした。智子先生がそっと背中を押

してくださった様に感じます。きっと参加者の皆様もそんな風に前向

きな気持ちになれたのではないでしょうか。ご多忙の中、講師を引き

受けてくださったカルデロン智子先生にこの場をお借りして厚く御礼

申し上げます。 

 最後に少しだけ宣伝を。《お助けマップ》はヒューストンでの駐在生

活が有意義なものとなりますようにという願いを込めて10年前から婦

人部(現在は休部)が中心となって作成され、現在は有志の奥様方に

よるボランティアチームで運営しております。今回のようなイベントの

開催に関しては次回以降まだ未定ですが、ご意見等ありましたらご

連絡いただけますと幸いです。併せて一緒に活動してくださる方（子

連れでの参加も大歓迎）からのご連絡もお待ちしております。 

（文責：小島） 

お助けマップメールアドレス： otasukemap@jbahouston.org 
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商工会新役員挨拶 
ヒューストン日本商工会  

木村 健洋 

幹事 

Mizuho Bank, Ltd.  

 

【抱負】 

 前任の金子の日本への帰任に伴いこの度幹事職を拝命することとなりま

した。まだ右も左も分からないまま任にあたることに不安で一杯であります

が、当会の意思決定が円滑に行われるよう各種委員会の事前準備をしっ

かりやることと、イベントには極力参加して活動内容を良く知ることを先ずは

心がけたいと考えております。 

 皆様にご迷惑をおかけすることの無いよう、１日でも早くキャッチアップす

る所存であります。ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。 

【自己紹介】 

 2014年2月から約2年弱のNY駐在を経てこの度2015年12月より当地の駐

在となりました。生まれて初めて降り立ったGeorge Bush空港の係官がNYと

違ってフレンドリーで感動しました。 

 きっと楽しいヒューストンライフになるものと確信しております。 

 学生時代は剣道をしておりましたが社会人になってから一度も竹刀を

握っておりません。バットにするのかテニスラケットにするのかゴルフクラブ

にするのか、はたまた釣竿にするべきなのか当地にて握りしめるものを何

にするのか思案中です。 

今後何かとお世話になることと存じますがどうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

【職務内容】 

商工会の財務記録以外の記録管理・報告 

常任委員会・理事委員会の司会進行 

峯山 裕二  

会計幹事 

Deloitte&Touche LLP  

 

【職務内容】 

資金及び財務報告書の管理、会計業務 

【抱負】 

  この度、会計幹事を拝命いたしましたDeloitte &Touche LLPの峯山です。会計

幹事として、会計業務及び資金管理を担当させて頂きます。近年の会員数増加

に伴い、当商工会の規模も大きくなり、管理する会計の規模も大きくなってきて

おります。皆さまからの会費や寄付がどのように使われているのか、なるべく分か

りやすく説明するとともに、今後どのような活動に使っていくべきか、皆様とともに

考えて、当商工会の今後の発展に寄与していきたいと考えています。締めるとこ

ろはきっちり締めて、活発な活動を行って参りたいと存じますので、皆様のご支

援・ご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。 

【自己紹介】 

  私は2015年8月にヒューストンに着任し、当地には約4年間在任する予定で

す。今回が初めての海外赴任となり、当地での生活には少しずつ慣れてきたと

ころですが、色々と四苦八苦しております。一方で日本において知り合うことが

出来ない方々と巡り合うことが出来るのは海外赴任の大きな醍醐味だと感じて

おります。皆さま方ともコミュニケーションを深めて、ヒューストンでの生活を大事

に過ごしていきたいと思っています。日本ではさいたま市に住んでいたこともあ

り、Jリーグの観戦に良く行ってましたが、ヒューストンでは色々とプロスポーツが

あり、こちらも楽しみにしています。ゴルフもビギナーでへたっぴなのですが、皆

さんと楽しんでいきたいと思いますので、是非宜しくお願いいたします。 

今後何かとお世話になることと存じますがどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 1月29日（金）午前10時より三水会センター会議室

にてカルデロン智子先生を講師としてお迎えし、

「テキサスでの子育ての楽しみ方」をテーマに講演

会が開催されました。可愛らしいお子様方とボラン

ティアスタッフも含めて約30人が注目する中で、智

子先生は終始笑顔を絶やすことなく優しい口調で

お話しくださいました。今回の開催の背景には、お

助けマップの子育て関連ページのアクセスやスクー

ルに関する問い合わせが多かったことがございま

す。商工会員数の増加に伴い未就学児を帯同し子

育てに奮闘するお母さん達も増えているのではな

いか、お母さん方を少しだけ支援できるイベントを

開催しましょう、そんな意見があがり秋頃より生活・

情報委員会とお助けマップチームの共催で準備さ

せて頂きました。 

 講演会では、チャイルド・ケアに関する説明からは

じまり、乳幼児期の脳の発達、英語環境、現地のス

クールの詳細等をお話し頂きました。ナニーとベ

ビーシッターの違い、米国での認可園の基準、運

営形態の異なるスクールの特徴など初めて知る情

報に参加者の方々も必死にメモを取っていらっしゃ

いました。現地のスクールと補習校での教員経験に

～テキサスでの子育ての楽しみ方～ 
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 1月16日(土)、日本語補習校にて日本人会の2016年度の年次

総会と新年会が開催されました。 

 総会ではまず、2015年度の活動報告とより充実した2016年度

の活動計画が発表され、イベント数も参加者数も年々増加して

いることが確認されました。また、会計報告では会員数も増加の

傾向にあり、ジャパンフェスティバル等での収益を会員の皆様を

はじめ、ヒューストンの日本人コミュニティーに還元できる予算を

作成しました。尚、活動計画も予算も満場一致をもって承認可

決されました。 

 新年会は、雨天にも拘らず、過去最高参加者数の約200人を

大幅に上回る約300人の方に参加いただき盛況な会となりまし

た。(受付担当の皆様、ご苦労様でした！) まずはオペラ歌手の

杉谷さんをリードに参加者全員での国歌斉唱、そして武智会長

が開会の辞・来賓のご紹介をされました。その後、12月に着任さ

れた天野総領事のご挨拶を頂き、日本商工会の本多会長の乾

杯の音頭で懇親会に移りました。 

 食事は恒例のお雑煮、お汁粉、安倍川餅、あんころ餅、磯部

餅、お漬物、から揚げ、綿菓子をはじめ、去年から日本人会のイ

ベントでは定番となった岩谷産業のたこ焼き製造機でのたこ焼

きも大人気でした。今年は若田宇宙飛行士ご家族が「是非たこ

焼きのボランティアを」とのことで、記念撮影の要望に応えながら

の大奮闘。また、威勢のよいボランティアによるつき立てのお餅

を女性陣が非常に慣れた手つきで仕上げる作業は全米No.1で

しょう。キッチンではもち米の蒸し係が新型の蒸し器で序盤は悪

戦苦闘でしたが、試行錯誤の上、徐々にグレードアップ。終盤

はお見事な蒸し加減になりました。 

 イベントも盛り沢山で、ショーイング・ジャパンに

よる日本舞踊、テキサス沖縄文化協会による勇ま

しい琉球國祭り太鼓（エイサー）の演舞が披露さ

れました。続いて新年会の目玉ともいえる福引大

会。今年も多くの団体・企業の皆様から豪華な景

品のご寄付を頂き、ANAの日本往復航空券やカ

メラ付ドローン、商品券等が当たりました。その

後、ヒューストンの若手グループによる迫力ある

和太鼓の演奏。そしてじゃんけん大会。じゃんけ

ん大会では若田宇宙飛行士と全員が対戦し予

選で選ばれた6人が決勝進出。1位に若田さんの

サイン入りパネル、2位はAmerican航空ご提供の

航空券、3位は清水歯科ご提供のホワイトニング

券が授与されました。最後は松村副会長の閉会

のご挨拶で会は終了しました。 

 今回、準備段階からお手伝いくださった多くの

ボランティアの皆様、会場を盛り上げてくださった

パフォーマーの皆様、景品のご寄付に協力頂い

た方々に改めて心から御礼申し上げます。今年も日本人会では懇親を深め、皆様がわくわくす

るようなイベントを開催しますので、是非ご期待下さい。                                                  

（日本人会幹事長、八木謙一） 

グレーターヒューストン日本人会 

1月16日、新年の嚆矢、杵うつ音が今年も補習

校にこだましました。 

 

《準備編－蒸し－》 

運営委員A：餅米の蒸し具合はどうですか？ 

運営委員B：あれっ、火力が強すぎたのかな？

煎餅みたいにカリカリになっていますよ！ 

運営委員C：子供たちがやってきました～。 

運営委員D：えっ！！ 

 その後、次第に蒸しのコツをつかんだ運営委

員たちは、手馴れた様子で次々と蒸しあがった

餅米を臼に運び込んだ。 

《準備編２－こね－》 

お父さんA：子供たちが来る前にある程度餅

をついておきましょう。 

お父さんB：（杵で餅米をコネる）これでよい

んですかね。うまく餅米がつぶれませんね。 

お父さんC：う～ん。とりあえず続けましょう。 

お父さんD：疲れてきました。こりゃぁ会社の

仕事のほうが楽だね。筋肉痛間違いなし

だ。 

 ４人のお父さんが杵を手に臼の周りを回りながら餅米をこねる。だんだん

息が合ってくる。まるで職人。滑らかになった餅を次は力強くつく。お父さ

んの腕の見せ所だ。もうすぐ餅になるところで、子供たちの登場を待つ。ま

さに日本の伝統、餅つきの始まり。 

《いよいよつきあがり》 

 お母さんたちが、手際よく餅を丸めてのりでまく。

他にきな粉とあんこをまとわせた餅もお皿にのせ

て、子供たちの待つテーブルへ。 

子供たち：いただきまーす。 

 

《さあ餅つき》 

子供たち：お早うございま～す。（サポー

トしてくれるお父さん達に、元気よく）よろ

しくお願いします。 

先生：一人3回、お餅をついてみましょう

ね。 

子供A：どうやってつくの？ 

子供B：この木（杵）重たいよ。先が餅に

くっついちゃうよ。 

子供C：うまくお餅にあたらないよ～。 

子供D：先生、おなかすいた。 

ふと気がつくとエプロン姿の宇宙飛行士、若田さんと大西さんが子供たちの

餅つきをサポート。ヒーローの登場に餅つきは俄然盛り上がる。エプロンと三

角巾の宇宙飛行士に会えるのは、ヒューストンの醍醐味（？）。餅のつき方か

らUFOの話まで、気さくにお話くださる若田さん、大西さんに感謝。 

 つきたての餅に子供たちも満足の様子。よ

い一年に向けての力餅となったことでしょう。 

 朝早くから準備に関わられた先生、ボラン

ティアの方々に感謝。ありがとうございました。 

（文責：補習校運営委員 吉田 哲臣） 

ヒューストン日本語補習校 
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着付けをします。髪セット部隊も手際よく、おしゃべりでお客様の緊張をほぐしながら素

敵に仕上げていきます。撮影部隊は着物の最終チェックをしながら、立ち位置やポー

ズのアドバイスをし、思い出に残るお写真のお手伝いをします。受付・ご案内部隊は常

に全体の流れに気を配り、お客様をなるべくお待たせしないよう努力しています。 

 私は主に男性の着付けを担当しました。いささか緊張気味に着付けにいらっしゃる

お父様、今回で3回目ですと慣れた感じのお父様、そしてご家族全員での撮影に少々

興奮気味のお父様も。いずれのお父様からも撮影を楽しみにされていらっしゃる空気

が感じられ、こちらも嬉しくなってきます。男性には奥様、お嬢様のお支度により時間

がかかり、お待たせしてしまうことも多く申

し訳なく思っておりますが、どなたにも快

くお待ちいただき、感謝しております。 

 撮影が終わって安堵された笑顔を見る

と、喜んでいただけたこと、今年もそのお

手伝いができたことを良かったなと思いま

す。この晴れ着撮影会が皆様の良き年

の始まりとなりますようお祈りしておりま

す。  

（原 里枝）  

Q  A  ＋ 

ヒューストン 

日本語補習校 

教員 

募集中 

 今年で43年を迎えるヒューストン日

本語補習校では、今後児童生徒の増

加が見込まれるため、現在教員を募

集中です。 

 現場の教員の方に登場していただ

き、職場としての補習校について、教

員の立場からの体験や思いをお伝え

してまいります。 

 これを読んで、ひとりでも多くの魅力

ある先生が仲間に加わってくだされば

幸いです。 

 第10回目は、 山鹿先生にお聞き

しました。  

 

山鹿 恵里 先生 

勤務年数： 20年くらい？ 

ビザの種類：グリーンカード 

Q. 補習校に勤められたきっかけはどのようなことですか？ 

A. ずばり、生活のためではありますが、日本で学んできたことや

経験があり、私にとっては「学校」＝「一番動きやすい場所」かもし

れません。 

Q. どのような教員になりたいと思っていますか？ 

A. 個々の子ども達の個性や特性を見抜く目、育てる力、何事に

も冷静に判断し対処できる思考を持ちたいですね。教師としてと

いうより人として。 

 

Q. 現在、何を教えていらっしゃいますか？ 

A. 小学4年生、国語、算数、社会です。 

Q. 補習校で勤務を始めて、期待どおりだったことと意外だったこ

とは何ですか？ 

A. 日本での教諭経験がありますので、それほど意外だったと感じ

たことはありません。補習校の学習は日本の教育課程に沿って行

われますので、日本に帰国しても、子ども達はさほど混乱すること

なく、順応することが出来ると思います。3教科だけですが。 

Q. 補習校での、教員としてのやりがいや喜びを感じた経験を教

えてください。 

A. 子ども達の発言や行動、作品の中にその子独特の個性や物

事の捉え方、想像力の豊かさを目にした時、あるいは耳にした時、

ワクワクします。 

Q. 補習校で、大変だったことを教えてください。また、それをどの

ようにして乗り越えましたか？ 

A. 平日は仕事をしており、課題点検、教材研究、授業準備等の

時間を捻出するのが大変です。乗り越えましたかと問われるなら、

「現状は、何とかぎりぎり間に合っています。」と返答します。 

Q. これから応募される方へのメッセージをお願いいたします。 

A. 人生何事も経験、経験が人を育てます。がんばってください。 

 新年明けましておめでとうございます。毎年恒例となりました新

年晴れ着撮影会が、2016年1月9日（土）三水会センターにて開

催されました。当日は風の冷たい曇り空にもかかわらず、着付け

56名、髪セット33名と沢山の方にご参加いただきました。撮影会

を円滑に、そして楽しく過ごしていただくため、私達Showing 

Japanは着付けの練習を行い、当日は総勢18名で臨みました。

また、事前の準備と事後の片づけもメンバーが手際よく行いまし

た。 

 この撮影会はご好評をいただき、年を重ねるにつれ予約も早

めに締め切りになるようになりました。着付け部屋は直ぐに満員

になり、熱気で暑いくらいです。着付け部隊は、振り袖のお嬢様

達にそれぞれ違った帯結び、帯締め結びをして個性を生かした

Showing  Japan 

Gulf    Stream 

 

 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.misaki.rdy.jp%2Fillust%2Fwaku%2Fhon%2F4%2Fsozaitext%2F102.htm&ei=qj99VI_eGIqpNojkgLgG&bvm=bv.80642063,d.eXY&psig=AFQjCNH-6kViAOvZw9qW3eRGX


３．諜報機関、産業スパイも活用 

 最近の有名なケースとしては、イランの核協議の会場に使われた欧

州のホテルがイスラエルの諜報機関にハッキングされ、Wi-Fiを含む

全てのネットワークを傍受できるようにしていた事が発覚し、大きな外

交問題となりました。 

 Wi-Fiセキュリティーに限った事ではありませんが、産業スパイや政

府が特定の企業を狙ったケースとして、北朝鮮を皮肉する内容の映

画を製作した会社に腹を立て、その有名な配給会社をハッカー組織

がCyber攻撃し、メール情報を漏洩させた事により大きな事件に発展

した例もあります。 

 今日使われているWi-Fiの規格は、802.11という1997年に作られたと

ても古い規格です。セキュリティーの脆弱性もいたるところにあるとこ

ろが根本的な問題とも言えます。無線という事もあり、相手（被害者）

に気が付かれないようにアプローチできるのが、ハッカーにとって最

大の魅力と言えます。 

４． Steve Jobs氏の最初のビジネスはハッカーだった 

 前述のHoneypot（偽装されたWi-Fiアクセスポイント）のような小細工

用のツールは、ハッカーの世界では1970年代からビジネスとして成り

立っていました。かの有名なSteve Jobs氏も、最初のビジネスは公衆

電話を無料で使う事を目的とした、特定の周波数を発信する装置

（Blue Box ）の販売でした。アナログ時代のハッキングとしては画期的

と思われますが、単に少し電話技術を理解した、モラル感のない少年

達が小遣い稼ぎをしていたという感じです。 

 今日のハッカーはもっと進化しており、手口も巧妙になっています。

皆さんも被害者にならないようご注意ください。 

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。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 
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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） 

 

公衆のWiFiサービスを利用する時は、「つながった！」と、あたかもくじ引きが当たった感覚で接続する方も多いと思いますが、無造作に接
続しないで以下に注意しましょう。 

1) 正しいSSID （アクセスポイント名）を確認の上、暗

号化されていることを示す鍵マークつきのWi-Fiア

クセスポイントにアクセスする。アクセスポイントの

暗号化については右の表を参照してください。 

2) ログイン画面のURL（ブラウザーのアドレス）の始ま

りが「https://」である事を確認。（SSLという暗号化

技術によりログイン情報を暗号化したり、Webサー

バーが正しいサーバーかの認証をする）暗号化さ

れていない場合は要注意。 SSLは暗号化技術及

び証明書では最も標準的で、SSL対応していない

ログイン画面は用心してください。 

3) オンラインバンキング等のWEBサイトは、出来るだ

け使わない。 

4) 機密性のある仕事のメールやデータのやり取り

は、出来るだけVPN（仮想専用線）経由によりログ

イン情報や通信内容を暗号化する。 

出典：総務省ホームページ  
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/cmn/wi-fi/Wi-Fi_manual_for_Users.pdf 

  IT関連の記事を寄稿させて頂いておりますMultiNetの新村です。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ています。よろしくお願いいたし

ます。第1回はCyber Crimeの手口等のお話をしましたが（昨年11月号）、今回

もCyber Securityの続編として、Wi-Fi接続に関するセキュリティーについてお

話します。 

１.  必需品となった公衆Wi-Fiアクセスポイント 

 外出先、出張先でネットに接続という時に直ぐに思いつくのが、カフェ、ホテ

ル、空港でのWi-F利用などです。ネットワーク化が進む今日ではこのようなWi-

Fi接続は必需品となりました。 

 ホテル予約の大手Hotels.comの調査結果では、ホテルのアメニティーで最も

重要なものとして無料Wi-Fi接続を挙げています。大手のホテルチェーンで

は、信頼感のあるAT&Tなどの大手通信キャリアが提供するWi-Fiアクセスポイ

ントが多く導入されています。その背景には、単なる無料Wi-Fiではなく、出張

で利用する人たちが信頼できるセキュリティー、VPN接続が確実に出来るWi-

Fiであることへのニーズとブランドイメージがあると言えます。 
 

２.  Honeypot － ハッカーが仕掛ける甘い罠 

 最近Honeypot（甘い蜜が詰まった罠）と呼ば

れる、ハッカーが仕掛ける偽装されたSSID（Wi-

FiアクセスポイントのID）が、空港、ホテル、イベ

ント会場等にて仕掛けられている事があります

ので注意して下さい。「FreeWiFi会場名」といっ

た感じのSSIDは特に要注意です。 必ず会場の

公表するSSIDを確認してから利用してください。 

 出先でパスワード不要の「Open」状態のアクセ

スポイントに無用心に接続したらハッカーの仕掛

けるHoneypotだった、という場合、通信内容が

傍受されてしまい、メールや銀行等へのログイン

パスワードを盗まれたり、最悪のケースではマルウェア（11月号参照）やウィル

スに感染し、遠隔操作を可能とするウィルスを自分のPCに仕込まれたりする可

能性さえあります。このようなハッキングを目的としたWi-Fiアクセスポイントを設

置するための装置は、30ドル程度からアマゾン等の通販サイトで簡単に入手

できるのです。 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/cmn/wi-fi/Wi-Fi_manual_for_Users.pdf


 
ピーカンキッズ今後の開催予定 

 

＜あそぼーかい＞ 

3月3日（木） 10時30分～ 

3月5日（土） 9時30分～ 

4月9日（土） 9時30分～ 

 最新情報は、三水会センター内、日本語

補習校内のポスタ―、またはコミュニティー

サイトのヒューストンなび＜hounavi.us＞でご

確認いただけます。 

 

＜読み聞かせの会＞ 

3月4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 

4月16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 

 最新情報は、三水会センター内、日本語

補習校内、日本食品店「大道」内のポス

ター、またはコミュニティーサイトのヒュースト

ンなび＜hounavi.us＞でご確認いただけま

す。 

 

＊変更がある場合もございます。上記の各

最新情報をご確認ください。 

＊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  

Gulf    Stream 9 Gulf    Stream 

ちびっ子たちはどこが伸びるのか、絵をじっと見つめて真

剣な様子でした。 

●今月のうた “アイアイ” 

・・・申年にぴったりの歌で

す。ちびっ子たちは歌いな

がら、手の動きを自然につ

けていました。 

●今月のからだ遊び  “い

とまき”  ・・・曲に合わせ

て、腕をぐるぐる回したり横

に伸ばしたり…。この遊び

を知っているちびっ子も多

く、みんなで盛り上がりまし

た。 

●1月のおたんじょう会 

・・・ 1月生まれのちびっ子は２人だけでしたが、『今日が

お誕生日です！』と元気に教えてくれた女の子がいまし

た。おめでとうございます！ 

●工作「ぬりえ」 “冬” 

・・・  こたつ、雪だるま、温

泉につかるサル、雪の中の

犬。好きな絵を選んで色塗

りをしました。 

 

初めてのちびっ子もお

待ちしています。「あぞぼーかい」は月に2回、平日1回と土

曜日1回開催しています。 

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。 

 

新年を迎え、最初の「あそぼーかい」が、1月9日

（土）に開催されました。少し寒い朝、ママに抱っこさ

れた赤ちゃんから間もなく補習校に通う予定というお

子様まで、元気なちびっ子たちがたくさん遊びに来て

くれました。年齢が上のちびっ子たちはキッズルーム

に入ると一人できちんと座り、中には恥ずかしがり屋さ

んもいましたが、みんな「あそぼーかい」の始まりをワク

ワクしながら待っている様子でした。第2回目は14日

（木）に行われ、「あそぼーかい」が初めてというちびっ

子にもとても楽しんでもらえました。 

1月のテーマは、“のび～るもの”。今年の干支・申

とお正月には欠かせないお餅から連想する伸びるモ

ノを探してみました。 

●はじまりのあいさつ・・・トラお君、トラ子ちゃんとお正

月の挨拶を交わしました。『あけましておめでとうござ

います』という言葉は知っているけれど、まだまだ言い

馴れていないせいか、はじめは声も小さく遠慮がちで

したが、２回目は大きな声で元気に出来ました。 

●今月のお楽しみ

「紙芝居」  “のーび

たのびた”  ・・・動

物・生きもののどこ

かが伸びるお話で

す。今年の干支の

サルも出てきます。

 

駐妻のヒューストン日記 

第137回 島野 里奈  さん 

 2014年7月、二人の子どもと共に東京から参り

ました。家族での海外生活は今回が初めてで

す。渡米の際は、経由地のロサンゼルス空港で

乗り継ぎに失敗、幸先の悪いスタートでしたが、

渡米から1年半が経った今、心身共に軌道に乗

り始めることができました。この波に乗って駐在

生活を更に充実させていきたいと思っているとこ

ろです。 

 これまでの駐妻日記を振り返ってみて、子ども

が現地の生活を楽しめるようになることが駐在生

活を充実させる一つの鍵であると思いました。子

どもはすぐ慣れるとよく聞きますが、異文化への

適応や外国語習得の能力には個人差があるこ

と、誰でも現地に馴染めない時期を経験すること

を、長男を通じ実感しました。我が家の長男は、

2014年9月にPRE-Kからヒューストンでの学校生

活を開始し現在Kinderに在籍しています。渡米

当初は、アメリカに突然連れてこられ現地の学

校に放り込まれた感覚があったと思いますし、毎

朝「幼稚園に行きたくない」という日々がしばらく

続きました。英語力をつける為、塾に通わせたり

周囲の方にも相談したりしましたが、入学後半年

を過ぎた頃より徐々に幼稚園でコミュニケーショ

ンが取れるようになり、一緒に遊べる友達ができ

るようになったことで、状況は好転しました。学校

が楽しみになり、英語学習に意欲がでるようにな

り、現地に溶け込む姿勢も見え始めました。ま

た、友達のバースデーパーティーに呼ばれた際

は、自ら文章を考えカードいっぱいにメッセージ

を書いている姿もありました。軌道に乗り始めた

らペースも加速し、今では楽しく通園していま

す。今から振り返ると、馴染めずにいた時期は試

行錯誤し、子どもに様々な要求をしたものでした

が、その時期は子どももメンタル的にハード、ペー

スをセーブし見守ることも大切だったのではない

かとも思っています。 

 一方、長女が保育園デビューをしたのは、長男

がPRE-Kに通うようになった後の半年後です。1歳

半の人見知りの時期に突入していましたが、たっ

た数日で慣れ教室に着くと自ら親の元を離れ遊

び始めるようになったのもすぐでした。先生も陽気

で気軽に声をかけてくださり、長女も楽しく通園し

ていることが見てわかります。子どもと渡米したか

らこそ気づいたアメリカと日本の違いは、小さな

子どもに対してのまなざしが温かいことです。こ

ちらに来て、子どもと街を歩いているときに声を

かけられることが多くなりました。私が子どもに手

を焼いている時、見ず知らずの方が子どもに声

をかけてくださり、子どもの機嫌がなおったことが

ありました。にこにこしている長女は、すれ違い

ざまに「ハーイ、キューティー！」と声をかけられ

さらにご機嫌になりました。街や保育園で長女に

掛けられる「キューティー」という言葉は、長女の

代名詞のような言葉になりました。自分のことを

「キューティー」と言うことがあるだけでなく、私た

ちが「ハーイ、キューティー」と声をかけると、

「Here.」や、「ここよ～！」という返しもあります。

本人がキュートであるか否かは別として、

「キューティー」という言葉には、単なる「声かけ」

だけでなく、言葉の中に込められた「温かさ」を

子どもは感じている証だと思っています。日本で

は、他人の子どもに気軽に声をかける光景はあ

まり見られませんが、アメリカでは、たまたま居合

わせた方が声をかけてくださり、時には手伝って

くださり、そのさりげない気遣いにはいつも感謝

しています。 

 私たちのヒューストンでの生活は、皆様の暖か

いお力添えや影ながら支えてくださる会社のサ

ポートがあってこそ成り立っております。こちらで

の生活は、日本では体験し得ない事もあります

が、皆様の支えですべてが良い体験となってい

ます。この場をお借りし、日ごろの感謝申し上げ

ますとともに、結びの言葉とさせていただきま

す。 
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のか、はたまた、サプリメントを勧めてくる親類や友人に面目が

立たないと考えるのか、医療者に内緒でこっそりとサプリメントを

内服する方がいらっしゃいます。なので、私は、かなりしつこく、

サプリメント類を飲んでいないか、聴取することにしています。 
 

ある日の外来で、ある患者さんが暗い顔をして入室されまし

た。どうされたのか問うてみると、「最近やたらとだるくて、吐き気

もあり、さらに、少し髪の毛が抜けるんです」と。その方はホルモ

ン療法でフォロー中でしたので、私は抗がん剤をその方に投与

しておりませんでした。訴えがあまりにも「抗がん剤による副作用

の訴え」に近く、もしや誤って抗がん剤を投与していないか、慌

ててカルテを確認しましたが、やはり抗がん剤を処方していな

い。その後、しつこく何かサプリメントの類を飲んでいないか聞

いてみたところ、「実は、親戚に『がんに効くって有名だから、こ

れを飲みなさい』と、あるサプリメントをしつこく勧められたので

す。断りきれなくて、それを内服し始めたんです」と。ああ、やっ

ぱりか。しかし、普通のサプリメントでは聞いたことがないくらい

の副作用でしたので、後日その患者さんにそのサプリメントを

持ってきていただきました。サプリメントの含有物を見てみたとこ

ろ、なんと、そのサプリメントには抗がん剤に類似する物質が含

まれていました。本当にがんに効きそう、、、と半ば思いながら

も、患者にとって非常に害であるため、即刻内服をやめるよう患

者さんにお願いしました。 

 

今の世の中、どこにどのような薬やサプリメントが売られている

か分かりません。もしサプリメントを始めたいと思われたら、ぜひ

内服する前に主治医にお問い合わせください。 

 
 

第136回 

       サプリメントにご注意を 

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。 

前回の船越洋平先生から乳腺腫瘍内科がご専門の原野謙一先生にバトンが移りました。  

現在、私はMDアンダーソンがんセンターで乳がんの研究をしてお

ります。日本では、腫瘍内科医として、主に乳がんや婦人科がんの患

者さんの化学療法を行っておりました。 

 

患者さんを診察する際、どのような薬剤を内服しているのかを聴取

することが非常に重要です。併存疾患の治療状況を確認するための

みでなく、こちらが投与しようとする薬剤と相互作用を起こすものがな

いかを確認するためでもあります。医師から処方されている薬剤であ

れば、現在は患者が「お薬手帳」を携帯しており、処方記録が収めら

れていることが多く、我々は内服薬を把握しやすいです。しかしなが

ら、「お薬手帳の確認」で終わりではありません。 

 

がんを患う患者さんは非常に不安が強く、中には、サプリメント、漢

方、ハーブなどといった、いわゆる「民間療法」に手を出す方が少な

からずいらっしゃいます。何かにすがりたい、できることは何でもした

い、と思う気持ちは当然であり、十分理解できます。私が患者であっ

ても、より良い治療がないか、必死で探すと思います。そして、そう

いった患者の気持ちに応えるように、巷にはあらゆる怪しげなサプリメ

ントがあふれています。サプリメントの広告は、「何の病気にも効く！」

だとか、「これでがんが治った！」などという、耳に心地よい謳い文句

を並べ、藁をもつかみたい患者さんの心をわしづかみし、法外な値段

にも関わらず患者にサプリメントを購入させるのです。 

 

現に、私の外来にいらっしゃる患者さんの多くはサプリメントに興味

をお持ちでした。「このサプリメントは効きますかね？」「抗がん剤をや

めてこのサプリメントを試したいのですが。」などなど。サプリメントがが

んに効くというエビデンスがあるのなら私も飛びつき、処方しますが、

実際の所まったくエビデンスに乏しいため、私はきっぱりと「サプリメン

トはがんに対する効果が示されていないから、飲む必要はありません

よ」と患者さんに説明しています。患者さんの中には、そうやって医師

にいろいろ言われるのを嫌がってか、自分のポリシーを曲げたくない

 次回は松沼亮一先生です。乳腺を専門とする研究留学者で、

「ヒューストン乳腺の会」を立ち上げられ、先生とは定期的に情報

交換（という名の飲み会）をしております。松沼先生は、昨年６月より

ヒューストンで留学生活を開始されました。 

MDアンダーソンがんセンター  

乳腺腫瘍内科   

  原野 謙一  



ガルフストリーム 

編集委員を募集中！ 

あなたも「ガルフストリーム」作りに 

参加してみませんか？ 

■ ヒューストン日本商工会ロゴマーク募集中! 

 ヒューストン日本商工会は2018年に創立50周年を迎えます。この節目にあたり弊会の魅力を米国内外に発信するため、ロゴマーク

を制作することになりました。ロゴマークの使用により弊会のイメージの統一感を図るとともに、 広く愛着を深めてもらうことが期待され

ます。 

 2016年1月16日から3月15日までロゴマークの原案を募集中です。応募の詳細については、ヒューストン日本商工会ホームページ

（http://www.jbahouston.org/）をご覧ください。 皆様ふるってご応募ください。 

応募・お問い合わせ先 

ヒューストン日本商工会 小林   

住所：12651 Briar Forest Drive, Suite 105, Houston, TX 77077   電話：281-493-1512   Email:assist@jbahouston.org 
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■ 2016年 商工会ソフトボール大会開催のお知らせ 

 今年度の商工会ソフトボール大会も前年度と同様、ピクニックとは別の日に開催されることが決定しまし

た。この大会はHouston Sportsplexの6面をフルに使っての一日開催となります。 

開催月日：2016年3月27日（日）＜雨天の場合は5月1日に順延＞   

開催場所：Houston Sportsplex （12631 S. Main St., Houston, TX 77085） 

               www.houstonsportsplex.com  

 毎年熱戦が繰り広げられるソフトボール大会です。ご家族やお知り合いとご一緒に観戦・応援を宜しくお

願いします。さて、今年度の大会はどんな試合展開となるか乞うご期待！          

3/27 
(Sun) 

■ ジャパンフェスティバルのお知らせ 

 第23回Japan Festival は、“Celebrating Friendship”をテーマとして 4

月16日（土）、4月17日（日）にHermann Parkで 開 催 予 定 で す。Japan 

Festivalは、毎年2万人以上の来場者を迎えるヒューストンでも有数の大

イベントです。ヒューストン日本商工会は、本年も「キッズ縁日」の運営

を担当します。毎年商工会の会員、ご家族の皆様にはボランティアとし

てご参加いただき、大活躍いただいております。本年も、ご参加ご協力

のほど、よろしくお願い申し上げます。  

3/15 
(Tue) 

締切 

■「あれ、最近お子さん連れてきませんね。」「キンダーに入ったんです。」「わあ、もう

そんなに大きくなったんだぁ!」毎月一回の編集会議で顔を合わせる編集委員同士、

心は準家族。子どもの成長ぶりや互いの近況の変化のやりとりに、編集委員に加え

て頂いてからの5年の歳月が沁みています。 

 会議開始前の和気藹々の雑談然り、会議では、どんな話が読者の皆様に喜んで

頂けるかと、一同で知恵を絞るひと時がまた、個性の出しどころ・最大の山場・至福の

喜び。自分だけでは限られている行動範囲ですが、色々な方の職場情報や個人的

な体験を伺うと、世界が何倍にも広がります。編集をやったことがない方も是非ご参

加ください。最初は誰でも素人。大事なのは、知ろうとする気持ちだけ!（こんな親父

ギャグに耐えられる方を、特にお待ちしています。)      （総領事館・佐藤暁子） 

■記事の執筆者の方とやりとりをしたり、自ら調べながら記事を書いてみたりする中

で、テキサスやヒューストンの町の様子や産業、アメリカの経済や医療・保険、ＩＴの事

情等について、自然と勉強になることも結構多いです。また、他の編集員の皆さんか

らもいろんな情報が入ってきますし、様々な行事にも顔を出すことが多くなります。そ

うした情報や人脈が、更なる紙面の充実につながるだけでなく、個人としても今後の

仕事や生活にも役立てばいいなあと思っています。好奇心旺盛で積極的に取材に

行けるヒューストン初心者の方から、既にベテランのヒューストニアンでいろんな情報

やコネクションを持っている方まで、幅広い方に参加いただければ嬉しいです。 

                                        （東芝・武田和也） 

■編集委員の方に誘われ、ある日突然紙面レイアウトのお仕事を引き受けることにな

りました。素人の手作り感満載の紙面作りですが、苦労しつつも入稿を済ませガルフ

紙面が刷りあがるのを見ると、何とも言えない充実感があります。昔は一人ですべて

のページを担当していましたが、現在は3名でローテーションや分担作業ができるよう

になったので、子育て中の方にも負担が少なく気軽に始められると思います。読者の

方が見て「おっ、読んでみたいな！」と思えるようなレイアウトができるように担当皆で

試行錯誤しながら工夫するのを楽しんでいます。月一回の編集会議では皆で美味し

いお弁当をいただきながら、雑談にも花が咲き、商工会活動の近況報告なども知るこ

ともできます。 

 とにかく何か創り出すことが好きな方、新しいことを始めてみたい方、ぜひご参加く

ださい。素敵な紙面を一緒に創っていきましょう！     (レイアウト担当: 前田正子) 

ガルフストリームは、ヒューストン日本商工会活動やヒューストン生

活や会員交流にかかる情報などを中心に載せた毎月15日会員向け

に発行している商工会広報誌です。編集委員会は、毎月1回開催、

毎月第3もしくは第4金曜日に、場所は現在アップタウンで1回1〜2時

間程度、その都度都合のつく10名程度の編集委員が参加して、記

事内容を話し合って決めています。 

誌面作り、ヒューストン生活や編集・レイアウトに興味のある方、自

分のアイデアをより誌面に反映させたい方、新しく何か始めたい方な

ど、商工会事務局まで、ぜひお気軽にお問い合わ せください

(sansuikai@jbahouston.org)。経験・未経験は問いません。 

 佐藤編集委員長 

 

4/16 

   17 
(Sat & Sun) 

mailto:assist@jbahouston.org
http://www.houstonsportsplex.com
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ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編 集 後 記 

 1月は新年会、新春晴れ着撮影会、餅つき大会など新春らしいい

ろんなイベントがありましたが、気温は寒い日が続いたかと思うとや

や暖かい日もあったりと、皆様、体調は崩していませんか？ヒュース

トンの一大イベントの一つ、3月のロデオも控えており、楽しみにして

いる私は体調管理にも少し気を付けています。 

 さて、今号のガルフストリームは、新年祝賀会、商工会議事録、会

社紹介、経済セミナー、商工会新役員あいさつでの新幹事・新会

計幹事紹介、29日に開催された子育て講演会、日本語補習校の餅

つき大会、日本人会総会・新年会、晴れ着撮影会、先生体験記、

第二回目のIT最新事情、駐妻日記、ピーカンキッズ、テキサスメ

ディカル、ガルフ編集委員の募集記事、ソフトボール大会・ジャパン

フェスティバルの開催告知、商工会ロゴマーク募集(リマインド)、

ヒューストン知っとん、イベント情報のHouston Walkerなどになりま

す。 

 今号にはガルフストリーム編集委員の募集記事が載っています。

記事では現在の編集委員の体験コメントも載っていますので、読ん

で興味を持たれたり、ちょっと見学してみようかと思われたら、ぜひ、

事務局にご連絡ください。また、引き続き商工会ロゴマークについ

ても募集中ですので、皆様、ふるってのご応募をお願いいたしま

す。 

 また、最新の商工会の行事予定はHP(http://www.jbahouston.org/

index.htm)からもご確認いただけますので、ご利用いただければと

思います。今後とも「ガルフストリーム」を宜しくお願い申し上げま

す。 

 

February 26-28 Anime Matsuri 2016 (George Brown Convention Center)  

日本のアニメがヒューストンでも人気になりました。コスチュームやコンサートなど若

い人達に人気のある年に一度の大イベントです。 
http://www.animematsuri.com/ 

 

February 25-27 World's Championship Bar-B-Que Contest＠Reliance Center 

ヒューストニアンが大スキなバーベキュー。本場の味を体験してみませんか？チ

ケット15ドル【大人13歳以上】子供5ドル【3歳から13歳まで】 
http://www.rodeohouston.com/Events/WorldsChampionshipBarBQue.aspx 

 

March 1-20  Houston Livestock Show and Rodeo@ Reliance Center  

これを見逃したらテキサス人から笑われてしまうかもしれない！？ ヒューストン始

まって以来の大イベント！今年はどんな有名人が来るのでしょう？一日中カウボー

イになってみませんか？？ 詳しくはこちらのサイトまで。 
 http://www.rodeohouston.com/  

 

March 12th, 2016 St. Patrick's Day Parade in Houston  

The Houston St. Patrick's Parade has always been a FREE event.  The two-hour 

parade has historically been one of the largest in the U.S. and each year includes 

over 100 entries to delight the Irish and Irish-at-heart. 
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       （713） 782-2000  

 ヒューストン日本商工会とJETRO共催により「メキシコビジネスセミナー」が開

催されます。 

 皆様のご出席をお待ちしております。 

日時： 平成28（2016）年2月26日（金）2：00pm～3：30 pm 

会場： Norris Conference Centers at Westchase  （会議室名：Live Oak） 

（9990 Richmond Avenue, South Building Suite 102, Houston, TX 77042）     

貸会議室です。敷地内の専用駐車場（3階建ての屋上です）に駐車願います。 

講師：ジェトロ・メキシコ事務所次長 中島伸浩（なかじま・のぶひろ）氏 

定員：60名 

お申込み・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: assist@jbahouston.org 

講演会「メキシコビジネスセミナー」のご案内  

By 
Kumiko 
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