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商工会2019-2020年度 会長挨拶 

小風前会長を引き継ぎ、10月よりヒューストン日本商工会会長を務めさ

せて頂くこととなりました、米国三菱重工業の丹羽です。皆様、どうぞ宜しく

御願い致します。小風前会長のこれまでの御尽力/御貢献に、心より感謝

申し上げます。 
弊社は2016年4月に、米国の本社機能を当時のニューヨークからヒュー

ストンに移転しました。私自身は入社以来35年間、名古屋の工場で航空

機やロケットの製造開発を担当し、2018年4月より当地米国本社に勤務し

ております。以前より米国への出張機会は多かったものの、ヒューストンに

降り立ったことはなく、また海外駐在も初めてであり、全て新鮮に感じてい

ます。西海岸地区の米人知人からは、『カウボーイハットとブーツを履いて

馬で通勤しているのか？』と揶揄されることもありますが、テキサスの方々は

皆、心温かく大変に親切で、すぐにこの土地に愛着が湧きました。ちなみ

に、カウボーイグッズはロデオに合わせて購入しました。また、野球、アメフ

ト、バスケットも強豪チームが揃い、交響楽団や美術館、博物館も素晴らし

く、休日を含め充実した毎日を過ごしています。 
日本では、この5月1日より令和元年が始まり、新年度の商工会として、

私自身、気の引き締まる思いです。1967年にヒューストン貿易懇話会として

発足、1976年に設立された当商工会は、当初は30社、200名弱の規模で

あったものが、今や113社、784名の会員を擁し、益々の発展を続けていく

様相にあります。 

丹羽 高興 米国三菱重工業  

商工会の支援するダラス‐ヒューストン小中高生親善ソフトボール大会は好天の下、9月2日に第30回大会が開催された。8、9ページに続く。  

新年度におきましても、総領事館や各他団体の御支援も頂きなが

ら、日系企業の相互援助/親交の促進、日本語補習校の運営、委員

会/部会の運営、機関誌の発行、各種行事主催と、当会活動のより一

層の充実に尽力して参りますので、引き続き、皆様方の御支援の程、

宜しく御願い申し上げます。 
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 平成30（2018-2019）年度 9月度 商工会理事委員会 議事録 

会員限定 
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 Takashi Matsuki, M.D. 松木 隆志さん 

Takashi Matsuki, M.D. L.L.C.  

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

私は日本の医学部を卒業後、日本で数年の診療を経て渡米し、NY
のマウントサイナイ医科大学付属ベスイスラエル病院にて精神科専門医

研修を修了し、精神科専門医資格を取得しました。その後、当地で日本

人向けの精神科・心療内科一般外来診療を行う目的で2017年1月に法

人化しました。現在はマウントサイナイ医科大学精神科助教授および同

大学付属セントルークス・ウェスト病院精神科救急部の指導医として精

神科急性期医療の最前線で診療と教育に従事する傍ら、ニューヨーク、

ニュージャージーの個人オフィスにて主に日本人の方々を対象にした

診療を行っています。また、今年の6月からはテキサス州全域にお住い

の方を対象に、インターネットのビデオ通話を用いた遠隔診療も開始し

ました。テキサス州では遠隔診療が対面診療と同等の診療行為として認

められているため、テキサスのご自宅やオフィスに居ながらにして、対面

診療と全く同じ内容の診療を受けていただけます。 

まだまだ日本では怖いイメージを持たれることが多い精神科・心療内

科ですが、米国では一般内科や家庭医療科、小児科などと同様、誰で

も気軽に受診する一般的な診療科の一つと位置づけられています。ま

た、米国ではサイコセラピー（心理療法）と呼ばれる対話を用いた治療、

いわゆる心理カウンセリングも非常に盛んで、ちょっとした悩み事でもす

ぐに受診して相談する文化があります。私の外来においても、患者さん

一人一人のお話をじっくりと聞けるよう、お薬の処方だけでなく、サイコセ

ラピーも積極的に取り入れています。  

 

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。 

ヒューストンを訪れた際には、混沌としたニューヨーク市周辺と比べる

と人々が穏やかで親切だと感じました。一方で、診療の上では、近年急

増しているテキサス州在住の日本人は駐在員の方が多いためか、激務

と重責からかなり強いストレスに晒されている方が多い印象を受けます。

また、広大なテキサス州では日本人が広い地域に散らばって住んでお

り、他の日本人と交流したり気軽に日本の文化や食事に触れたりする機

会が少なく、駐在員に帯同しているご家族も孤立感や心細さを感じやす

い環境にあるようです。そのため、テキサスにお住いの日本人の方は、う

つ症状や不安症状を生じるリスクがかなり高いと言えます。そうした背景

もあってか、テキサス州からの診療の問い合わせが多くなってきたため、

テキサス州での遠隔診療を始めることにしました。テキサス州にお住い

の日本人の皆様のメンタルヘルスのために微力ながら貢献できたら幸い

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。 

医学の勉強に力を入れる前はジャ

ズベーシストを目指していたことがあ

り、東京を中心に音楽活動をしてい

た時期もあります。また、学生時代に

は音楽修行を兼ねてNYに1年間留

学し、夜な夜なライブやジャムセッ

ションに精を出していたことも今と

なっては良い思い出です。医師に

なってからは楽器に触る時間もあまり

なく、演奏活動からは遠ざかってしま

いましたが、仕事帰りに時折ジャズク

ラブに立ち寄ってライブ鑑賞をする

のが私の息抜きです。 

第564回テキサス会「United杯」 
9月8日(日)に商工会・日本人会共催の第564回テキサス杯「United杯」ゴルフトーナメ

ントがWindRose Golf Courseにて開催されました。今回はUnited航空の赤松様をお迎え

し、総勢53名の方々が参加。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。 

表彰式冒頭での赤松様からのスピーチでは、ヒューストン–成田直行便が今年で就航

20周年を迎えたとのご紹介がありました。 

肝心の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開催いたしました。

結果は自営業の緒方庸介さんがグロス92、ネット71.6で男性の部及び総合優勝の2冠を

獲得され、赤松様よりヒューストン–成田の往復航空券をはじめとする多くの賞品を授与

されました。また、女性の部ではAnnoura Realty Group LLCの案浦スーザンさんがグロ

ス97、ネット75.4で優勝、Tokyo Marine Americaの大岩淳さんがグロス76でベストグロス

を獲得されました。緒方さんは2月にヒューストンへ来られたばかりで、初のテキサス会挑

戦での栄誉でした。賞品を獲得された皆さま、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。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565回テキサス会「商工会会長杯」は2019年11月10日（日）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: 機械電子部会 MCO-I) 

総合優勝者・男性優勝者 緒方庸介様  

女性優勝者 案浦スーザン様 

第565回テキサス会「商工会会長杯」 
 (共催： ヒューストン日本商工会・日本人会) 

            お申込みはこちらから→  

11/10開催予定 
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新組織体制 ヒューストン日本商工会 

近藤 祥太  
（Mitsubishi Corporation (Americas) ） 

  

 この度、第一副会長の職を引き継ぐにあ

たりパワースポットのセドナに行って心身

ともに充電してきました。皆様と一緒に日

本商工会を盛り上げるべく頑張ってまいり

ますのでよろしくお願いします。 

（令和元年（10/1/2019-9/30/2020)） 

田部井 純  
（Tokyo Gas America Ltd.） 

 

 昨年4月より単身赴任しております。山

下の後任として副会長およびスポーツ委

員長を拝命させて頂きます。皆様が安心

して懇親を深められる ような行事を目指し

て参りますので、多くの方々のご参加とご

支援をお願いいたします。 

 

  新年度を迎えて新たな組織体制となりましたので 

ご紹介致します。（敬称略） 

本多 之仁  
（Sumitomo Corporation of Americas） 

 

今期ジャパンフェスティバルの主担当

を務めることになりました。ハーマンパーク

の、一国の名を冠した唯一のお祭りを皆

様と一緒に精一杯盛り上げていければと

思っております。ご支援どうぞ宜しくお願

いします。 

小風 寧  
（Mitsui & Co. (USA),  Inc.） 

 

50年以上の歴史ある当商工会の令和
元年度の体制が発足しました。新たな

体制のもと微力ながら商工会の活動に

貢献し、次の半世紀の歴史の始まりを

形作っていければと思います。ご支援

のほどどうぞ宜しくお願い致します。 

木村 健洋 
（Mizuho Bank, Ltd.） 

 

ヒューストン生活も早丸4年が経過
しており、今回が恐らく最後の年度に

なろうかと思いますが、商工会のス

ムーズな運営を心掛けたく、引続き皆

様のご指導ご鞭撻をお願い申し上げま

す。 

沖 隆士 
（Deloitte & Touche LLP） 

 

2019年8月より会計幹事を務めさせ
て頂くこととなりました。至らぬ点も

あるかと思いますが、商工会の活動を

通じて、日本人コミュニティに少しで

も貢献できるように頑張りますので、

今後とも宜しくお願い致します。 

副会長 

（ジャパンフェスティバル<主＞） 

副会長 

（スポーツ委員長兼務） 

副会長 

（ピクニック＜副＞） 幹事 会計幹事 

副会長 

（六者交流会） 
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松澤 進一 

 （Japan Oil, Gas and Metals National  
Corporation (JOGMEC)） 

桜内 政大 

 （Japan External Trade Organization 
(JETRO) Houston) 

松野 忠久 

（Sumitomo Corporation of 
Americas）  

土肥 将昭 

 ( JFE Steel America, Inc.) 
 

眞鍋 亮   

（INPEX Americas, Inc.） 
 山岸 真  

（ KDDI America, Inc.） 

鈴木 一 

（Kuraray America, Inc. ） 

古澤 実  

（Valqua America, Inc.） 
根本 真樹子 

（Kintetsu International Express 
(U.S.A.), Inc.) 

Gulf    Stream 

鈴木 直人  

（KOBELCO CONSTRUCTION 
MACHINERY U.S.A. INC.）  

Vol.45 No.1 October 2019  

企画・調査委員長  

（講演会・セミナー） 

広報委員長 

（ガルフストリーム） 

教育委員長  

（補習校運営委員長） 

運輸･サービス･金融・貿易部会長  機械･電子部会長  エネルギー部会長  

鉄鋼部会長 
生活・情報委員長 

（図書館／ピーカン活動／古本市等 ） 
物資・化学品部会長  

名川 譲  

（All Nippon Airways Co., Ltd. ） 

平澤 暢人 

（Marubeni America Corporation） 

赤間 悟  

（Goodman Global Group, Inc.） 

石橋 拓朗 

（Kaneka North America LLC） 

特命理事 

（ジャパンフェスティバル＜副＞） 
特命理事 

（安全危機管理） 

特命理事 

（他団体対応・日本庭園） 

特命理事 

（ジャパンフェスティバル＜副＞） 

文化委員長  

（ピクニック＜正＞） 
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毎年、多くの商工会員の皆様にご参加いただいている宇宙セミ

ナーを、今年も引き続き開催しています。今年2回目となる第2回宇

宙セミナーを2019年9月14日（土）に開催致しました。 

2019年 第２回  

宇宙セミナーの開催 

2019年の第2回宇宙セミナーは、ヒューストン日本語補習校オーディトリアム

にて、「宇宙で気づいた大切な事」と題してJAXA油井亀美也（ゆい きみや）宇

宙飛行士の講演会を開催致しました。油井宇宙飛行士は、2015年7月から

2015年12月までの142日間、国際宇宙ステーション（ISS）で長期宇宙滞在を

行っています。当日は天気にも恵まれ、小学3年生以上の児童・生徒約300名

と、商工会員および保護者の皆様約160名という沢山の方にご参加いただきま

した。 

講演ではまず、現在、米国・ロシア・ヨーロッパの6名の宇宙飛行士が滞在し

ている国際宇宙ステーション（ISS）の概要を紹介した後、「きぼう」日本実験棟

で行われているミッションの例を紹介しました。ISSの無重力を利用して結晶構

造がきれいなタンパク質を作り将来の創薬に活かす「高品質タンパク質結晶生

成実験」、将来の月・火星探査を見据え重力のない宇宙で植物はどう成長する

か調べる「植物長期生育実験」、1kg～50kg程度の大きさの超小型衛星を活用

した人材育成や技術獲得を行う「超小型衛星放出」等を紹介しました。また、油

井宇宙飛行士自身のISS滞在での経験に基づく宇宙で起こる身体の変化につ

いて「身長が伸びる（約2～4cm）」「体重が減る（数日で、約1～2kg）」「顔が少し

大きくなる…でも顔の皺も伸びる」「ウエストが細くなる」「足が細くなる」「骨や筋

肉が弱くなる」「テロメア（染色体の端にある部分で、老化すると短くなると言わ

れている。）が伸びる」といった話に、会場の皆様は興味津々の様子でした。 

その後、ISSに滞在する宇宙飛行士の1日（仕事8時間、運動2時間等）につ

いて説明し、計画では8.5時間の睡眠時間が与えられているが、油井宇宙飛行

士の場合はベストパフォーマンスを発揮する最適な睡眠時間は7時間であり、

ISS滞在中も7時間を維持するよう心掛けていたとの話がありました。 

また、日本が誇る技術として、ISSに補給物資を運ぶために日本が開発した

無人の宇宙船である宇宙ステーション補給機「こうのとり（HTV）」を紹介しまし

た。2018年に打ち上げた「こうのとり」7号機には、国際宇宙ステーションから小

型の実験サンプル等を地上に回収させるための「HTV搭載小型回収カプセ

ル」を搭載しました。HTVの補給ミッション終了後の地球への再突⼊の機会を

利⽤し、⽇本が今まで有していなかったISSからの物資回収の技術実証が行わ

れました。 

講演の中盤では、ISS長期滞在中のハイライト動画を見ながらISS滞在中の

活動を紹介すると同時に、ISSから見た地球・宇宙の素晴らしい景色を紹介し

ました。 

動画の中では、油井宇宙飛行士のISS滞在中に打ち上げられた「こうのとり」

5号機について、油井宇宙飛行士がロボットアームで「こうのとり」をキャプチャ

（把持）する運用が行われたことに触れられました。この運用は、JAXA筑波宇

宙センター（日本）のチームが運用管制を行い、NASAジョンソン宇宙センター

（米国）で若田宇宙飛行士がISSとの交信を担当、油井宇宙飛行士はISS（宇

宙）からロボットアーム操作する「All Japan体制」により成功を成し遂げました。

米ロの無人補給船の打上げ失敗が相次ぎ、物資補給ができない期間が続く状

況でしたが、「こうのとり」によってISS運用・実験に必要な物資や食料品が日本

から届けられ、国際協力で進める大規模プロジェクトにおいて日本の貢献を示

す象徴的シーンとなりました。 

ISSから見た景色の紹介では、薄い大気の層に包まれた綺麗な地球を見

て、限られた資源・環境を大切にすることの必要性を改めて感じた事、宇宙か

ら鮮明に確認できる国境を見て地上における国々の友好関係の大切さを感じ

た事などを紹介しました。地球の表面に漂うオーロラを捉えた映像や日本列島

を綺麗に映し出す映像に会場の皆様は驚きの様子でした。また、油井宇宙飛

行士が宇宙で感じた事の1つとして、エジプト・カイロ上空を撮影した際のエピ

ソードが紹介されました。古代エジプトでは人類の知恵を結集してピラミッドを

建築し、人々は星を見上げていましたが、現代では人類の技術を発展させ当

時の方々が想像もし得なかった宇宙からエジプトを眺めることを可能にしまし

た。人類が知恵を結集し、生み出す力・技術の素晴らしさを感じた瞬間だっ

たとのことです。 

講演の後半では、自身の体験に基づき「夢の実現に向けて一生懸命取り

組むことの大切さ」を説明しました。油井宇宙飛行士は、宇宙飛行士になる

前は、航空自衛隊パイロットとして日本の領空を守る任務に就き、またテスト

パイロットとして新型の戦闘機の性能評価を担当しました。しかし、幼い頃か

ら宇宙飛行士になりたいという夢を持ち続け、2009年に日本人最年長で宇

宙飛行士候補に選定され、2015年7月から12月までISSに長期滞在しまし

た。「なぜ宇宙飛行士になれたのか」と35年間夢を抱き続けた自身の経験を

振り返りながら、①夢（目標）を持ち、②目標に向かって頑張り続けること、そ

して③互いに夢を語りサポートし合える仲間を持つこと、の大切さを語りまし

た。自分の能力で目標を決めず好きなことに取り組むこと、好きなことは継続

することが可能でそれ自身が個々の才能であること、すぐに成果が出ると思

わず目の前の任務や課題に一生懸命取り組み続けること等、夢を実現する

ために大切なことを話しました。さらに油井宇宙飛行士が思い描く次の夢は

「月に降り立つこと」と紹介しました。 

質問タイムでは、数多くの方に元気良く挙手を頂きました。「宇宙から見た

星はどうですか？」「宇宙で食べるものの中でまずいものは何ですか？」「次

に宇宙に行くのはいつですか？そのときにやる実験は何ですか？」など講

演内容に関連したご質問が多数出されました。 

講演の最後には、油井宇宙飛行士と参加者のみなさまで集合写真を撮

影しました。その写真を紹介します。 

JAXAでは、今回講演を行った油井亀美也飛行士のISS長期滞在の結果

を下記のホームページやツイッターでも紹介しています。また、NASAジョン

ソン宇宙センターでの日本人宇宙飛行士の活動や国際宇宙ステーションに

関する情報発信を行うヒューストン駐在員事務所のFacebookページも開設し

ていますので是非ご覧ください。「きぼう」日本実験棟を活用した研究や新規

ビジネスをお考えの方がいらっしゃいましたら、「きぼう」利用や宇宙実験に

関する最新情報を発信する「きぼう利用ネットワーク」へ是非ご登録くださ

い。 

＜今後の重要ミッション＞ 

JAXAでは、近日中に宇宙ステーション補給機「こうのとり」8号機の打上げ

を予定しています。「こうのとり」はISSに補給物資を運ぶための輸送手段とし

て日本が開発した無人の宇宙船です。打上げ時にはインターネット中継も

予定しておりますので、是非「こうのとり」8号機の特設サイトをご覧ください。 

また、今後、野口聡一宇宙飛行士、星出彰彦宇宙飛行士の2名が国際宇

宙ステーションへ長期滞在することが決定しています。現在、ヒューストンを

中心に訓練を実施しておりますので、引き続き応援頂けますと幸いです。 

 

＜文責: JAXAヒューストン駐在員事務所＞  
 
油井宇宙飛行士ミッション紹介： http://iss.jaxa.jp/iss/jaxa_exp/yui/ 
油井宇宙飛行士公式Twitter： @Astro_Kimiya 
JAXAヒューストン駐在員事務所Facebook： 
https://www.facebook.com/jaxaHouston/ 
きぼう利用ネットワーク： http://iss.jaxa.jp/kiboexp/participation/community/ 
「こうのとり」8号機(HTV8)特設サイト【ファン!ファン!JAXA!】： 
https://fanfun.jaxa.jp/countdown/htv8/ 

油井宇宙飛行士と参加者のみなさま（撮影者： 商工会運営委員 森） 

JAXA油井亀美也宇宙飛行士による講演会 
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秋から年末年始の旅 
Look Americaの 

アメリカ駐在中にぜひ行きたい！ 

—海外旅行— 

＜家族にお勧め コスタリカ＞ 

 秋冬のヨーロッパ

は、美術館はさほど

混雑しておらず、秋

の味覚も楽しめるの

で、大人の方が行く

には最適な時期で

す。女性に大人気

のイタリアでは、秋

はポルチーニ茸収

穫の季節です。レス

トランに入るとバス

ケットを持ってきて「どのキノコがいいですか？」と聞きにきます。また今

年はダビンチ没後500年を記念し、イタリア各地、特にフィレンツェとミラ

ノでは色々なイベントが行われています。ルネッサンス文化に興味のあ

る方は必見です。10月はヨーロッパ各地でブドウ収穫シーズンにあたる

ため、ワインが好きな方はこの時期に訪れるとより楽しいでしょう。ビール

好きにはもちろんオクトーバーフェスト！またアメリカから一番近いヨー

ロッパ、アイスランドもこれからはオーロラが見える季節なので、人気で

す。  

 コスタリカの魅力は世界中に散

在する自然遺産が、中米の小さ

な国一か所で一度に見られること

です（世界の陸地の0.03%の面

積に地球上の動植物の5-10%が

生息）。それぞれの観光地を訪

れるたびに、その土地土地に生

息するカラフルな動物たちがお

出迎えしてくれるので、楽しさも

倍増します。自然に溶け込む動

物たちを、大人とは身長の違う子供たちが真っ先に見つけることもあり、

家族で競争してみるのも楽しいですね。これから乾期に入るので、火の

鳥のモデルといわれるケツアールを見るにはよい時期です。  

南米で日本人に一番人気の国といえ

ばペルーです。有名なマチュピチュ遺

跡に行くには標高3500メートルを越える

クスコの街を経由しなくてはいけませ

ん。ですが宿泊地の標高を少しずつあ

げていくなど、高山病対策をすることで、

初めての旅行でも安心です。最近はマ

チュピチュ村に泊まり、2日間にわたって

遺跡を訪れる人も増えています。ただ

し、マチュピチュ遺跡にはガイド同行が

必須なので、早目に手配しておきましょ

う。 

＜アメリカから近いペルー＞ 

＜味覚の秋はヨーロッパへ＞ 

＜家族にお勧め テーマパーク＞ 

 ディズニーワールドでは10月の

ハロウィンに向け、すでに8月から

ノットソースケアリー（そんなに怖く

ない）パーティが 始まって い ま

す。子供から大人まで楽しめるこ

のパーティは一般入場が終わっ

てからスタート。普段と違うコス

チュームを着たキャラクターたち

が茶目っ気たっぷりにパレードに

参加しています。11/8からはミッキーのベリーメリークリスマスパーティ、新

しいスター・ウォーズ・ギャラクシー・エッジも8/29よりスタートし、これから

ホリデーシーズンに向けて見どころは満載です。ディズニーワールドに限

らず各テーマパークではハロウィンイベントを開催中なので、1年のうちで

も10月はねらい目です。ただしユニバーサルのハロウィンイベントは毎年

怖いと有名なので、小さな子連れの家族にはあまりお勧めしません。  

＜家族にお勧め ニューヨーク＞ 

ニューヨークは1年中

楽しい場所ですが、特

に11月は季節のイベン

トがたくさんあり盛り上が

ります。毎年第一日曜

日はニューヨークシティ

マラソンがあり世界中か

ら5万人が集まります。

またこの週はNYCの紅

葉が見られる確率が最

も高い週で、セントラルパークが色づきます。ぜひロックフェラーの展望

台にあがって、上から眺めて見てください。ホテルがとても混雑する時期

なので早めの手配が必要ですね。一方11月下旬のサンクスギビングの

時期はホテルはあまり混雑していません。11/28（木）はMACY’sのパ

レードを見学、11/29（金）はブラックフライデーのお買い物、11/30（土）か

らは通常営業に戻るので、美術館や観光が楽しめます。ニューヨークは

いろんな宗教の人々が住んでいる街なので、この時期でもレストランは

結構オープンしています。 

＜大自然の中で迎える初日の出！＞ 

（JTBUSA ヒューストン支店 大内裕子） 

 日本人として、年末年始に

は特別なことをしたいという人

にお勧めなのが、グランドキャ

ニオンから見る初日の出！ラ

スベガスで大晦日のカウント

ダウンをしてからバスで出発

し、グランドキャニオンで初日

の出を見るツアーが人気で

す。その他モニュメントバレー

での初日の出など、大自然の

中で迎える2020年のはじまりは皆様にとってスピリチュアルな特別なもの

となるでしょう。 

—国内旅行— 
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女子Aチーム 総領事夫人杯  

女子Bチーム 校長杯  

 昨年の大会は不完全燃焼のまま不本意な結果に終わった中高女子A
チーム。雪辱を果たすべく、猛練習を重ねてきた。大会当日、ここまでの他

の試合はダラス（D）の勝利が目立つ。女子チームにヒューストン（H）側応援

の期待が掛かる注目の一戦は昼下がりの炎天下の中で試合開始。 
 ゲームは初回から動く。初回表、安打とエラーで1死1・2塁となり、「現地校

でバリバリやっています」のオーラを出す4番打者登場。Hピンチ。昨年はこ

の大会の持つ独特な緊張感に皆が押しつぶされ自滅したが、エース慧莉

香は物怖じせず、黙々と投球を続ける。「カキーン！」と痛打の音。これで失

点は免れないと誰もが思ったその時、センター希から矢のようなバックホー

ム。捕手寿海音もこれを好捕し、ランナーにタッチしてアウト！

見事な連携プレーでピンチを乗り切り、いきなり試合の流れを

ぐっと手繰り寄せた。 
 そして初回裏の攻撃、先頭打者の希が四球で出塁すると、2
番葉月が目の覚めるような痛烈な右中間への2塁打を放ち、

Hの緊張が一気に吹き飛んだ。ここから萌乃香、桜香、依琳

の連続ヒットなどで初回一挙6点を挙げる。 
 2回、3回とDもエラーに付け込んで得点するも、Hは無理し

ないプレーでアウトを重ね、またサード沙羅のハッスルプレー

や、セカンド小晴、ファースト萌乃香の手堅い守備で失点を

最小限に抑える。2回には4番萌乃香の満塁ランニングホームランで4点を追

加し、続く3回には10番佐紀が内野ゴロを全力疾走して相手のエラーを誘い

出塁するや、打者一巡の連続安打で一挙7点を追加。5回にはグラウンドの

悪コンディションに悩まされながらずっと踏ん張ってきたキャプテン桜香が痛

烈なショートゴロを捌いてファーストへ豪快な送球でアウトにするなどこの回

を3人でしっかり抑え、Dの反撃を撥ね除けた。気が付けば1時間半が経過

し、5回コールドの3-20でHの8年ぶり大勝利となった。  
 試合後は両軍ともお互いを称え合い、30回記念大会に相応しい試合に観

客席からは割れんばかりの拍手が送られた。HのTシャツに書かれたスロー

ガンである「負けて泣くな、勝って泣け」を見事に実践した。 
（文責： 宮城健一） 

 朝早く目覚め

るも いつも の様

に二度寝、三度

寝 は し な い、今

日は1年に1度の

重大イベント、ダ

ラスと の決戦の

日 だ か ら だ。真

新し い ピ ン ク の

ユニフォームに

袖を通すと、身も心も引き締まる。淡く優しい色からは想像することのでき

ない背中に刻まれた「戦」の文字「負けて泣くな勝って泣け」、まさに戦場

に出向く様相だ。腹が減っては戦は出来ぬ。戦場ならぬ球場へ向かう車

中でオニギリを頬張ると程なくして到着、準備万端さぁ行くぞ！ 
 今年のBチームは中2：杏、千璃、七海、理子。中1：直穂、愛納、心南、

結菜、すず子、心結。Aチームからのサポート高1：沙羅、中3：萌乃香と計

12名の精鋭達に期待が高まる。井出校長先生の始球式の後、試合は早

速動き始めた。   
 初回、ダラスの猛攻を受け3点を失うも選手たちに焦りは無い。すぐさま

裏の攻撃、千璃が強烈な内野安打で出塁すると間髪入れず直穂のタイム

リーヒットが炸裂、1点を返す。更に愛納の技ありセンター前ヒットで2点目を

叩きだす。2回、皆の心を引き締める心南のナイス守備もありゲームを盛り

上げるが、両者0点のまま回は進む。しかし暑い！グランド内では早朝から

照り付ける太陽が若い選手たちを容赦なく襲う。頑張れ！3回、4回、守備

の乱れも有り各回3点づつ奪われるも、選手達の集中は切れない。なかな

か追加点を得る事が出来なく歯痒い思いが続くが、全員一丸となって5
回、6回とダラスを0点に封じる。 
 いよいよ最終回の攻撃だ。杏がセンター前ヒットで出塁しチームの雰囲

気を盛り上げると直穂の気合の内野安打でランナー1塁・2塁のチャンス。

愛納のセンター前ヒットで1点を返したものの、追い上げならず試合終了。

試合は9-3で負けてしまったが、今後の選手達の成長にとって得る物は大

きく、苦汁を味わった事でこの子達は更に強くなれると確信した瞬間だっ

た。 
 女子Bチームよ、支えてくれた関係者、保護者への感謝と、本当に一生懸

命練習を頑張った自分自身と仲間を褒めてあげることを忘れずに、更に大

きく成長し来年は「勝って泣こう！」             （文責： 西山和成） 

女子Cチーム Girls Cup 

 夏の暑さがまだまだ続くヒュースト

ンの空の下、堀監督率いる女子C
チームはこの日を迎えた。試合前の

練習では期待と緊張で動きが硬い

選手もいたが、いつもの力を出せれ

ば勝てると強く信じ、いざ出陣！ 
 初回表、Dallas（D）の2連打に足を

絡ませた攻撃で先制されるも、落ち

着いた守備を見せ1点で切り抜け

る。その裏、Houston（H）は1番咲乃

が幸先よく出塁、3番咲季のライト前

ヒットですかさず同点。2回表、硬さ

の取れてきたDが一発も絡めた攻撃

で5点チェンジ（通常3アウトで攻守

交替とするところ、5得点時に交替と

する特別ルール）。その裏、Hもいい

当たりを放つがDの堅守に無得点。

3回表、Dの強打が続いてしまうかと

いうその時、キャッチャー梨香の気

迫のビックプレーが飛び出し2点に抑えHの攻撃へ。追い上げムードに咲季の3
ベースが飛び出すも、堅守Dが立ちはだかり1点止まり。4回表、Dの打線が湿る

もイレギュラー、ゴロヒットと不運が続き4点を献上し12-2。まだ追いつける点差、

自然と原コーチの円陣による鼓舞激励も熱を帯び、その気合のおかげ？でDの

エラーも誘い出し1点奪取。5回表、湿るDの打線に2アウトまで順調に取るも一

発を絡めた猛打で5点チェンジ。最後Hの攻撃、このままでは終われないH上位

打線が目を覚まし、北岡コーチのナイスピッチに先頭の2番オードリがホームラ

ン、4番真尋にもホームランが飛び出し4点を返すが、規定時間となり17-7で

ゲームセットとなった。 
 一方、女子CCチームは、点を取り合う試合となったが、1番恵麻の特大ホーム

ランで勢いづいたHが7-8で劇的なサヨナラ勝ちでリベンジを果たし、小学女子

としては1勝1敗のイーブンとなった。 
 最後に、各選手とも一丸となり正々堂々と戦った胸を張れる2試合であった。

試合後の悔し涙、他チームの試合を皆で応援する姿を見て成長を実感し、まだ

まだ高みを目指せる選手たちであると確信した次第である。この経験を糧に自

信をもって来年の試合に臨んで欲しい。ダラスチームとの熱い戦いは、まだまだ

続く…。                                                                          (文責： 青木晋) 

得点表記について: 

   先攻(ダラス) - 後攻(本拠地チームであるヒューストン) 

   として記載しています。 

3-20  

9-3  女子Cチーム  17-7  

女子CCチーム  7-8  
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男子Aチーム 総領事杯  男子Bチーム 校長杯  

 輝かしい勝利から1年、高校生数人が抜け新たに迎え入れられたのは先輩

たちによい刺激をもたらした中1柳辺、少ない経験ながら仲間に支えられ根気

よく練習を続けてきた高2太田。毎週の練習でチームとしてのつながりを育ん

できた男子Aチーム。中3の4人も昨年から比べると身体もぐっと大きくなり、攻

守にも力強さが感じられ連勝の期待が高まる。 
 ダラスは1回、3回、5回と着実に得点を重ねる。一方ヒューストンは試合直前

のアクシデントにもかかわらずショートに向かってくる打球に気合いで食らい

つきランナー阻止に貢献した赤毛、度々レフトに放たれる打球を危なげなく

捉えた塚本、またライトの向井からの送球はファースト山田が中継、キャッ

チャー森に届けられ更なる得点を与えないなどの好守も見られた。攻めるは

暴投で塁に出た3番村田、4番チャンドラー（龍）のセンターヒット、5番森の

フォアボールで満塁、6番塚本の打球で村田が三塁から生還。続いて7番

チャンドラー（鷹）のセンターヒットによりさらに1点追加。3回裏で3-2まで追い

上げをみせる。なんとか差を縮めたいと誰もが願った最終回は打者が一巡す

るダラスの猛攻撃にあい大量失点。それでも諦めない選手たちの強い想いを

感じたヒューストン最後の攻撃は残念ながら出塁のチャンスを得る事なく試合

終了。 
 13-2で敗れはしたものの、実力に大差はなかったように見える。守備は決し

て悪くなかったが、打撃に関しては緊張からか快音を聞ける機会が少なかっ

た。しかしながら選手一人ひとりが先輩後輩の垣根を超えてお互いを尊重

し、思いやりを持ち、最後まで諦めることなく真剣に戦い抜くことができたの

は、ひとえに赤毛監督始め7名のコーチ陣の厳しくも愛溢れる熱心な指導、

そして辛抱強い見守りがあったからこそ。その監督、コーチ陣への深い感謝

と共に、男子Aチームの来年以降の更なる成長を期待したい。 
(文責： 森裕子) 

 暑い日差しの中、キャプテン遼太郎の「いくぞっ！」という掛け声に続き、メ

ンバー全員がベンチを駆け出してホーム上に整列。男子Bチームの試合が

始まった。今年のBチームは中3が6名（遼太郎、穂高、祐太、星七、拓未、

爽暉）、中1が6名（世那、智通、航太郎、大治、俊、悠人）の構成。 
 1回表、ショート俊からのバックホーム好返球をキャッチャー悠人がナイス

キャッチ、ダラスの攻撃を1点に抑えて好調な出だし。しかしその裏の攻撃

は、1番俊が出塁したものの、選手の緊張がまだ取れていない様子で後続

が続かず得点には至らなかった。さらに2回表を三者凡退に抑えた後の2回

裏の攻撃、爽暉と拓未が出塁してノーアウト1・2塁のチャンスに大治の打っ

た打球はショートフライ。主審がインフィールドフライを宣言したがショートが

落球した際に爽暉がセカンドベースを飛び出してしまいタッチアウト。この回

も残念ながら得点ならず。その後3回表に1点、4回表に4点、5回表に2点を

追加され徐々に点差を広げられてしまう。それ以降は度々のピンチを迎える

もライト航太郎、ローバー智通、ショート俊などのファインプレーが続々と飛

び出し、ダラスの追加点を許さなかった。しかし攻撃面では皆力みすぎて

ポップフライが多く、打線を繋げて得点に結びつけることができなかった。こ

のまま8-0で試合は終了。 
 勝利を掴むことはできなかったが、最後まで声を掛け合い、全力でプレー

した選手たちに拍手を送りたい。そして今回の敗戦の悔しさをバネにして、

来年のダラス戦では勝利をつかんで欲しい。 
 またこの1年間、冬の寒風と夏の猛暑の中、練習して得たソフトボールの技

術だけでなく、練習を通じて得た最後まで諦めないで頑張る気持ち、感謝の

気持ちや仲間を信じることの大切さを忘れずに、選手たちにはこれからも成

長してもらいたい。                                                  （文責： 山田卓也） 

男子Cチーム ヨッシャー杯 

 今年のCチームは、全員6年生13人。昨年の大会ではCJR
として大敗を喫したチームであったが、一生懸命練習を重

ね、個人としてもチームとしても成長し、自信を持って大会に

臨んだ。 
 初回、ダラスの攻撃は、上位打線の連打で1点を先制。ダラ

スの上位打線は好打の選手を並べている。しかしその裏、早

速逆転。1番俊足の仁が、ライト前ヒットで出塁、2番遼太郎も

センター前で続く。これを5番エリッキがレフト前にタイムリー

ヒット！続けて6番千祥のファーストゴロの間に2点

目を取り、逆転に成功した。しかし2回表、ダラスの

上位打線にまたも長打が出て、スコアは3-2。ここか

らは両チームとも見事な攻守を見せる引き締まった

試合展開になった。ヒューストンチームでは、（21個

のアウト中）一人で12個のアウトを取ったショートの

莉玖、大事なところで攻守を見せたサードのテーヌ

カ、外野ではレフト聖夏とセンター一樹がダラスの

長打を抑える。みな素晴らしかった。一方、攻撃で

はなかなか一本が出ない。開や遼、代打で出場し

た悠一郎が好打を見せるも、ダラスの堅守に阻ま

れる。手に汗握る展開はこのまま両チームゼロ行進で最終回まで突入。最終

回、先頭4番悠佑が粘り強く内野安打で出塁。ツーアウトになったところで、

キャプテン亞成を代打に送る。亞成は見事期待に応え、叩きつけた打球は

内野安打となる。ランナー1・2塁。逆転サヨナラのお膳立てが出来たところ

で、この日、守備で大活躍の莉玖。菅野コーチの運命の6球目。センター返

しの打球は、ショートゴロで万事休す。ダラスチームの異常な喜びようが相手

を苦しめた何よりの証であった。選手たちは本当によくやった。見ている人た

ちに感動を与える試合であったし、選手全員を誇りに思った。 
 小学男子チームは、CCCが13-14で勝ったものの、CJRは16-7、CCは22-20
での惜敗。悔しい結果となった。ただ、悔しい結果が彼らを強くする。来年、

彼らがヒューストンチームの雪辱を果たしてくれると信じている。 
(文責： 中野圭一) 

男子Cチーム  3-2  男子CCチーム  22-20  

男子CCCチーム  13-14  男子CJRチーム  16-7  

  13-2  

  8-0  
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 前回の荒川達彦先生から小児科がご専門の小島華林先生にバトンが移りました。   

第180回 

子供の頭の中： 脳と発達について  
医師（現Baylor College of Medicine, Center for Cell and Gene Therapy研究員） 

                 小島  華林 

皆さん、初めまして。今年1月に、北関東の栃木県にある自治医科大学

から来ました小島です。日本では小児科医、特に小児神経が専門です。

現在は小児神経疾患の治療法開発のため、ベイラー医科大学 遺伝子細

胞治療センターで研究中です。 

子供はすくすく発達しますが、その途上でつまずく事もあります。発達障

害と言われる自閉症スペクトラム障害や注意欠陥多動症（ADHD）、学習

障害、てんかん、脳性麻痺、不登校など、神経発達につまずきや心配事

がある時に、子供の生きづらさを減らす手助けをしたいと思っているのが

小児神経科医です。今回は、年代別の「子供の脳と心の発達の基盤」に

ついてお話します。お子さんの頭の中を考える一助になれば幸いです。 
 
新生児から幼児期（3歳頃）:  沢山の経験が大事 

誕生した時には脳の構造はほぼ出来上がっていますが、生まれたばか

りの赤ちゃんはおっぱいを飲んで泣く以外、何もできません。脳には沢山

の神経細胞がありますが、脳の働きに重要なのは、神経細胞同士のネット

ワークです。神経細胞は他の細胞と違う構造を持っており、1つの細胞か

ら、神経突起という繊維が木の枝のように伸びていき、他の神経細胞と絡

みあいネットワークを形成します。人が様々な所に行き、出会った人と知り

合いになるような感じです。「脳の働きが発達する」とは神経ネットワークが

作られるということです。赤ちゃんの脳には神経細胞は揃っていますが、こ

のネットワークが未熟です。生後、徐々にネットワークが成熟し、首がすわ

る、おすわり、歩く、話す等と発達します。新生児・乳児期の運動発達は基

本的に同じですので、乳幼児健診ではこの発達過程を確認しています。 

人間の脳構造はほとんど同じですが、人はそれぞれ個性があり、手先が

器用、足が速い、お話が上手など、得意な事も苦手な事も様々です。これ

は、神経ネットワークの違いによる個人差とも言えます。発達の過程で様々

な経験をすると、神経ネットワークが多くできます。その経験の中で、成功

し繰り返し使われるネットワークは強くなり、使われないものは消えていきま

す。この過程は、木の剪定に似ていることから「刈り込み現象」と呼ばれま

す。よく会う友達・気の合う友達と仲良くなっていくイメージでしょうか。この

発達は3歳までが最も盛んですが、その後も成人期まで持続します。ネット

ワークは「実体験」を通じ形成されるので、幼児期（もちろんその後も）様々

な経験をすることは脳にとって非常に良いことです。経験しないと最初の

神経ネットワークが作られないからです。子供はいろんな事に興味を持ち

ます。無駄なように見えても、興味がある事をどんどん経験させて下さい。

走って転ぶのも、びしょびしょになるのも、物を投げたり叩いたり、様々な

色や音を感じ、触った感触を確かめる。大人も一緒にやると結構楽しい

です。不必要なものは、自然に淘汰されますので、深いことは考えずとに

かく経験。これは体の動きだけでなく、心の動き・発達も同じです。喜ん

だり、泣いたり、怒ったり、友達と一緒にいて楽しかったり、喧嘩したり。全

ての経験が、その後の発達の糧となります。 

そして、これらの発達の基盤となるのが、愛着形成です。新生児期か

ら幼児期に、養育者との間に築かれる信頼関係・安心感が、発達の基盤

になるので、子供が安心して眠っている、笑って遊んでいればOK。無理

に何かを教え込まなくても、経験を重ねる中で、自分で掴み取ることがで

きます。 
 
3歳から10歳くらい:  自尊心の形成 

この時期は徐々に「自尊心」が形成されます。自尊心を育てるには成

功体験が重要。成功＝うまくできる、という事も大事ですが、何より「褒め

られる」ことで自尊心が高まり、積極的に活動します。子供なのでたくさん

失敗します。経験が少ないので当然です。危険な事や人や物を傷つけ

る事などしてはいけないことは子供にわかってもらう必要がありますが、

叱り続ける、出来ないことを指摘し続けると自己否定的で不安感が強くな

り、消極的な行動や逆に反抗的な態度をとるようになります。子供は自分

の行動の善悪を評価されたいのではなく、「ただ褒められたい！受け入

れられたい！」というのが本心のように見えます。特に小さい時は褒め倒

してみてください。「今日もお着替えできたね」「ご飯ちゃんと食べたね」

「元気に遊んだね」「えらい！」だんだん年齢が上がると、ただ褒められる

だけでなく、誰かの役に立ちたいという気持ちも芽生えてきます。「食事

片付けてくれてお母さん助かったよ」「宿題やって偉いね」「友達と仲良く

できたの。友達も嬉しいね」など、当たり前のような事でも言語化し、たく

さん褒められると、自尊心が強まります。自尊心が形成されると、まわりに

も優しい対応ができるようになります。 
 
ティーンエイジャー・思春期:  アイデンティティの確立 

いわゆる「アイデンティティ: 自我同一性」を確立する時期です。「自分

は何者であるのか」を自らに問い、考えていく中で、周りとの共通点、違う

点、家族の一員である事、グループに属している事、自分の興味や将来

の目標、などを考えます。その中で「自分とは何か」という問いに、肯定的

で前向きな答えが出せるようになると、アイデンティティが確立されたと言

えるでしょう。この過程で仲間意識が生まれ、社会に出ていく準備をしま

す。自分を認め、周りも認められるようになると、あとは、我が道を信じて

進み、時には失敗し、また立ち上がり、進んでいける基盤ができていま

す。 
 

成長発達は、男女差、環境・イベントによる発達のタイミング、スピー

ド、全て個性がありますが、本人の自覚する・しないに関わらず、人には

伸びようとする潜在的な力が備わっていると思います。子育ては大変で

すが、成長を間近で見られるのは期間限定なので、変化を楽しんでもら

えるとお子さんも嬉しいと思います！ 
 

 次回は歯科口腔外科医の古舘 健先生です。現在は、MD An-
derson Cancer Centerで、癌のゲノム研究をされています。古舘先

生の奥様が私の高校時代からの親友で、彼女を通じて知り合いま

した。最近、「口がきれいだと健康で長生きできる」という本を出版

されました。優しいルックスに秘められた、「口内環境をよくしてみ

んなに健康になって欲しい」という熱い想いが詰まっています。  
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ピーカンキッズ今後の開催予定 
 

＜あそぼーかい＞          ＜読み聞かせの会＞ 
11月15日（金）  10時30分～          10月18日（金） 10時30分～      

11月16日（土）  9時30分～            11月23日（土） 9時45分～ 

                                                12月13日（金） 10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@yahoo.co.jp 

合わせて体を大きく動かし、最後のじゃんけんは「勝ったー」「負けたー」

と盛り上がりました。 
 今月のお誕生日会は、9月生まれのお友達のお誕生日会と、あそ

ぼーかいが夏休み中であった6月、7月、8月生まれのお友達のお誕生

会も合同で行いました。「Happy Birthday to You」を合唱してお祝いをし

ました。お誕生日のお友達はメダルをもらってとても嬉しそうでした。お

めでとうございます。 
 最後に十五夜のお団子を作

りました。台紙の三方の上に団

子とお月様の折り紙を思い思

いに貼りました。それぞれ個性

あふれる素敵な十五夜団子が

完成しました。 
 ご参加いただいた皆さま、あ

りがとうございました。初めてのちびっ子の参加もお待ちしています。「あ

そぼーかい」は月に2回、平日に1回と土曜日に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下さい。 

 9月の「あそぼーかい」は9月6日

（金）、7日（土）に開催されました。

9月のテーマは十五夜。最初に、

あそぼーかいのマスコットキャラク

ターのトラおくん、トラ子ちゃんが

登場。みんなで夏休みの思い出と

十五夜のお月見についてお話し

しました。 
 今回のパネルシアターは「ふとんの

なかで」。布団の中で寝ている動物た

ちが何なのかを当てて起こすというク

イズ形式のものでした。みんな動物の

体の一部を見ながらどんな動物か一

生懸命考えてくれました。小さなお友

達が、“チューチュー”や“ブーブー”と
鳴き声で動物を教えくれる姿はとても

可愛かったです。大きいお友達は難

しい動物もすぐ正解！さすがでした。

みんなが大きな声で起こしてくれたおかげで動物たちも元気いっぱい起

きることができました。 
 今月のうたは「しょうじょうじのた

ぬきばやし」、からだあそびは「げ

んこつやまのたぬきさん」。どちら

にもたぬきが登場しますが、みん

なで大きな声で歌いました。「げん

こつやまのたぬきさん」では音楽に

― あそぼーかい ― 

 

    第181回  高市 亜希子 さん 

駐妻のヒューストン日記 

早いもので、ヒューストン駐在も2回目、計8年になります。初めての駐

在地、NYも合わせ、アメリカ生活はトータル10年を超えて来ました。こう

なると、日々驚く事もほぼありません。浸水前の家で、巨大Gが背中に落

ちて来た時くらいでしょうか。自分からあんな声が出たのは。 
 普段の生活も落ち着いたもので、テニス、買い物、外食、旅行、お金が

掛かりそうな事は大体大好きな悪妻ですが、今回熱く語りたいのは、ドラ

マです。プロバイダさえ確保すれば、いつでも何処でもほぼ無料で楽し

める！ジムでも車検待ちでも旅先でも直ぐドラマ！そうやって見て来たド

ラマシリーズは、海外モノだけで80は超えました。 
 アメリカに住む事になるなんて想像もしてない乙女の時代から、X-ファ

イルやアリー・マイラブ、ビバヒル90210なんかは見ていましたが、今とは

何せ、臨場感が違います。日常生活で目にする警察や消防署、病院な

ど、ドラマで見たあれやこれやが起きてるのでは！？と、妄想掻き立て放

題、楽しい事この上ないです。 
 アメリカドラマの素晴らしさ、私なりに考えてみました。①脚本がとにかく

面白い。こんな数の凄腕脚本家が存在するのが凄い。②予算が莫大。

ありえん！内容でも、セットがリアルな為、説得力が。③役者が上手い。

年齢も容姿も幅広く、さすがの多様性。もっとアジア系も欲しいけど。④

容赦無い打ち切りと、成功報酬の高さから来る、緊張感。よくありますよ

ね、次シーズンへのもの凄いクリフハンガーを見せておきながら、更新無

し。主役がシーズンを追うごとに、生活レベルと共に体もサイズアップし、

また引き締まってセレブの仲間入り、もあるあるです。 

 私の人生のこの3本！を勝手に紹介すると、グッド・ワイフ、セックスアン

ドザシティ、そしてグレイズ・アナトミーとThis is Us/ディス イズ アスが

同率くらい。女子寄りラインアップで申し訳無いのですが。特にグッド・ワ

イフは、美貌、地位の高い夫、可愛い子供達、素敵な家に、切れ者だけ

ど甘い愛人、やり甲斐のある仕事、女の欲しいモノすべてを持ってるアリ

シアが、一回落ちたドン底から幸せを掴んでいく話ですが、とにかく、訴

訟内容、家族問題、恋愛、夫の選挙、全方位高品質、珠玉の作品で

す。ちなみにスピンオフのグッド・ファイトも面白い。セックスアンドザシ

ティは言わずもがなです。若い頃は、あのマンハッタンの高揚感、時に

感じる切ない風景、そしてシニカルな会話が大好きだったのですが、年

を重ねた今、シリーズ終盤の病気や介護問題、孤独感に妙に共感しま

す。また絶対に、50を過ぎた彼女達の物語を見てみたい。 
 他にも、クリミナル・マインド、クローザー、メジャー・クライムス、メンタリ

ストなどの犯罪捜査もの、ホームランドやクワンティコ、ブラックリストなど

の国防系、生まれ変われるなら、マンハッタンの敏腕イケメン弁護士だ

な、と、思わせてくれるsuits/スーツなどの弁護士もの、ハウスやグッド・ド

クターなど病院系、ダウントン・アビーやシャーロックなどの地味ながらハ

マるイギリス系、マッド・メン、ブレイキング・バッドなど悪い男嫌いじゃな

い系、魅力的な作品は挙げ切れません。 
 最後に、なぜCSIヒューストンは無いの？と、調べたところ、ヒュースト

ン・ナイツという西部劇風警察ものが、80年代に存在した模様。ダラス

（1978-91）は有名ですね。私の知る限り、クライアント・リストという、ジェニ

ファー・ラブ・ヒューイット主演の作品は、シュガーランドが舞台でした。

ヒューストン舞台で見てみたいドラマを考えたのですが、高級テニスクラ

ブ会員と家族の、リーグ対戦や人間関係ドロドロものとか、どうでしょう

か。 
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ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編集委員および投稿募集中！ 

問い合わせ先： sansuikai@jbahouston.org  

ガルフストリームは、ホームページでも閲覧可能です。 

 https://www.jbahoustongulfstream.com/ 

発      行 ： ヒューストン日本商工会 

発行責任者 ： 丹羽高興 

編集委員長 ： 松澤進一 

構成 ・ 編集 ： ガルフストリーム編集委員一同 

印     刷 ：  Sel-Fast Printing Copies &  Laminating   
     （713）782-2000 

古本市のご報告 

 今年度3回目の古本市を9月7日（土） にボ

ランティアの皆様や事務局のご協力により、

三水会センター会議室にて、無事開催する

ことができました。 
 

 在庫冊数が最も多い文庫本を、過去の古本市で

は会場中央の大きなスペースに著者名の「あいうえ

お」順に仕分して並べておりました。今回は文庫本

の配置場所を変えて、会場向かって右側の壁に面

した収納用の家具の上のスペースを利用して、横3
列ぎっしり並べました。会場中央のセクションの半分

のスペースには文庫本の代わりに、一番人気のジャ

ンルで楽しみにご来場くださる方々が毎回増えてき

ております絵本や児童書をディスプレイいたしまし

た。児童書は毎回不足しており、隅のほうに少しの

在庫しかなく、購入していただける冊数に限界が

あったため、少しでもたくさんの方々に手にとって見

ていただけるよう、お一人様がご購入できる冊数に

前回の古本市では制限をつけておりました。今回は

図書館が夏休みの休館中にボランティアの方々が

図書館用と古本市用にうまく整理くださったことと、

三水会センターの回収箱へたくさんの方々よりご寄

付いただいたことで、購入冊数に制限なく、児童書・

絵本・ひらがなドリル・辞書等のセクションを会場の3
分の1のスペースまで広げることができました。 
 

 前回の古本市は学校の夏休みが去年より早くなっ

たこともあり、予定していた来場人数には達せず80
人ほどと少ない結果になりました。今回はアメリカの

祝日Labor Dayと同じ週の土曜というタイミングがよ

かったのか、170人と過去最大の来場数となり、盛況

のうちに終えることができ、収益金は$1293.56 となり

ました。収益金につきましては、古本市や図書館を

充実させるための備品の買い替えや児童向け新刊

図書購入等に充てる予定でおります。 
 

 古本市のボランティアの方々の経験も生かされ、こ

れまでのお客様の動きや好まれる傾向などをレ

ビューしまして、会場のトラフィックの流れを改善し、

ご来場者が手に取って見やすく、選びやすくなるよ

うに、ディスプレイの仕方も工夫することができまし

た。今回の古本市にもヒューストン日本商工会から

以前寄付を受けたClements High Schoolの11人の

学生さんがボランティアに駆けつけてくれました。ボ

ランティアの学生さんたちは研修旅行で既に日本を

訪問されており、知っている日本語をトライしたり、ボ

ランティアの学生さん以外にも、日本語や日本の文

化に興味のある現地コミュニティーのご家族連れも

多く来客され、日米交流の場としても役立ったので

はないかと感じられました。 
 

 古本市はおかげさまで毎年恒例の商工会の年間

行事の人気イベントとなりました。ご来場いただいた

皆様、ボランティアの皆様、また貴重な本をご寄付く

ださった皆様にはこの場をお借りして心よりお礼を

申し上げます。次回の古本市も引き続き皆様が心待

ちにしてくださるイベントになるように、より充実した

内容にてご案内できるよう、色々な工夫を取り入れ

て、ボランティアの方々と準備してまいります。また、

使用しなくなった児童書や絵本をお持ちの方は、是

非図書館にご寄付いただけますよう、お待ちいたし

ております。今回の古本市についてお気づきの点な

どがございましたら、今後の参考にさせていただきま

すので、是非ご連絡ください。 

連絡先： 商工会事務局 sansuikai@jbahouston.org 
（文責： 生活・情報委員長 根本真樹子） 

編  集  後  記 

根本生活情報委員長＆ボランティアの皆様 

会場内 盛況な様子 

 

■ Nov 2 
2019 Comic Indie Con @ Winter Street Studio 
Houston在住のクリエーターによるマンガや小説などのアート作品を楽しむイベン

ト。ゲスト作家による講演もあり。http://comicindie.com/CON/ 
 

■ Nov 14-17 
Houston Ballet Nutcracker Market @ NRG Center 
全米各地から260ものお店が集結。衣類、宝飾品、オモチャに食品まで様々な

ショッピングを楽しめる4日間です。 
https://www.houstonballet.org/about/nutcracker-market/ 
 

■ Nov 16 
The Taste of Texas Food Truck Festival @ Historic East End Houston 
食欲の秋を満喫するにはこれ。様々な味覚を楽しめるフードトラックが大集合。

ヒップホップやロック、カントリーミュージックのライブも楽しめます。 
https://www.papercitymag.com/events/the-taste-of-texas-food-truck-festival/  
 
■ Nov 28 
32nd Annual Uptown Holiday Lighting @ Uptown Houston 
クリスマスを1ヶ月後に控え、Post Oaks Boulevardの300本を超すツリーに電飾が

灯ります。空には花火も打ち上がり、ホリデーシーズンの始まりを祝います。 
https://www.visithoustontexas.com/event/32nd-annual-uptown-holiday-
lighting/66510/ 
 

■ コンサート情報  
Nov 7-10  Star Wars: The Empire Strikes Back- in Concert @ Jones Hall 
Houston SymphonyがStar Warsを彩った名曲の数々に挑戦。オーケストラの生演

奏とスクリーンに映し出される迫力のシーンをお楽しみください。公演は4日間で

計5回。お見逃しなく。  
https://www.houstonsymphony.org/tickets/concerts/star-wars-the-empire-strikes-
back-in-concert/  

ヒューストン日本商工会は新年度を迎えました。丹羽会長の就任挨

拶をはじめ、今号では商工会の新組織体制を写真と共に紹介させて

頂いています。名前だけではイメージがわきませんが、写真で見ると

少しばかり親しみを感じる？のではないでしょうか。  
昨年10月号の本欄では、日本での台風と地震の被害について触

れさせて頂きましたが、今年も日本では台風15号が首都圏を直撃し

て、特に千葉県に甚大な被害をもたらしました。また、ヒューストンにお

きましても9月19日に来襲した熱帯低気圧「イメルダ」は、事前の予報

より長く居座り、一時的ではありましたが大きな被害を残しました。実際

に遭遇してみて分かった事は、どのタイミングで帰宅を判断するかが

非常に難しいという事です。今回の場合は、昼の雨・雷の激しい時間

帯は無理をせず、夕方以降に移動をするのが良かったようです。何れ

にしても、天気予報を始めとした情報収集が重要な事を、改めて感じ

ました。 
さて、新年度を迎えて、ガルフストリームは会員の皆様に電子化へ

御協力頂く事を始めました。併せて、本欄も新しい企画として、ガルフ

ストリームの発行に携わっている編集委員で編集後記の担当を持ちま

わる事と致します。11月号より、日頃から御協力頂いているボランティ

アの方々が自己紹介も兼ねて登場しますので、ご期待ください。 
（松澤進一） 

【お詫び】 

先月9月号の掲載内容に一部誤りがありましたことをお詫び申し上げます。 

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。 

http://comicindie.com/CON/
https://www.houstonballet.org/about/nutcracker-market/
https://www.papercitymag.com/events/the-taste-of-texas-food-truck-festival/
https://www.visithoustontexas.com/event/32nd-annual-uptown-holiday-lighting/66510/
https://www.visithoustontexas.com/event/32nd-annual-uptown-holiday-lighting/66510/
https://www.houstonsymphony.org/tickets/concerts/star-wars-the-empire-strikes-back-in-concert/
https://www.houstonsymphony.org/tickets/concerts/star-wars-the-empire-strikes-back-in-concert/
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