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ヒューストン日本商工会会長 

本多 之仁 

 

 あけましておめでとうございます。皆様に

おかれましてはお正月休みを満喫され、新

たな気持ちで2016年を迎えられていること

と存じます。昨年は戦後70年目にあたり、

安倍首相が日本国総理として初めて米上

下両院合同会議で演説するなど、日米同

盟の益々の良好さを両国が確認しあった年

でした。一方国際情勢のほうは資源価格下落、テロや政情不安の高ま

り、中国や新興国経済の成長鈍化など、複雑さをより深めた１年間でもあ

りました。斯様な中、今年第45代合衆国大統領が選出される大きな節目

を迎え、米国が今後どのようなリーダーシップを発揮していくのか注目さ

れます。まもなく180周年を迎えるヒューストン市はといえば、石油ガス・航

空宇宙・化学・医療・貨物など多岐に渡る分野で全米でも有数の国際都

市に躍進、これに比例して近年、日系企業の進出もますます盛んになっ

ています。昨年は当会の登録企業数と会員数が100社、700名を超えま

した。また全日空がユナイテッド航空に続いてヒューストン－成田直行便

を就航するなど米州各地にアクセスの良い当地への注目度はより高まっ

ています。ちなみに当会では1月20日にGreater Houston Partnershipのエ

コノミストをお招きし「ヒューストン経済の現状と今後の見通し」と題したセ

ミナー（英語）を開催します。当地日系企業を取り巻く諸環境について有

益なお話が聞けると思いますので是非ご参加ください。ところで日本に

は「どうも」とか「どうぞ」という、それだけ言えば大体意味が通じる便利な

言葉がありますが、当国にもお国の気性を反映する「やまと言葉」がある

ように思います。何を聞かれているのか分からない時は、取りあえ

ず”Great!”、と言い、次の質問には”One Hundred Percent!”と応え、これ

を交互に繰り返していけばアメリカ人との会話は10分やそこらは持ちま

す！？もちろん冗談ですが、要は 「ステイ･ポジティブ」 がこの国のキー

ワードだと思うものです。我々日系企業・在留邦人も様々な変化に「明る

く」「前向き」に対応していきたいものです。当会は先月ご着任された天

野総領事を新名誉会長にお迎えし、今年もジャパンフェスティバル、商

工会ピクニック、宇宙セミナー、ビジネス講演会、テキサス六者交流会、

ソフトボール大会、ゴルフコンペなど、盛り沢山な行事を企画し、皆様の

懇親・交流に貢献していくことを目指します。本年が皆様にとりまして「グ

レート」で「100％」すばらしい年になりますように。 

ヒューストン日本商工会 理事委員会 

謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

この度、昨年12月22日に在ヒュースト

ン日本国総領事として着任させていただ

きました。今後、日本とテキサス州やオク

ラホマ州との政治・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、微力ではありますが全力を尽くす所

存ですので、何卒宜しくお願い申し上げます。 

さて、私は、前任地のフィリピンから当地に赴くにあたり、2週間程

度東京に立ち寄り、多くの政治・ビジネス関係者の方々とお目にか

かる貴重な機会を得ることができました。そうした中で、お会いした

方皆様が異口同音にテキサス州が米国経済の一大中心地として力

強い発展を遂げていて、日本として大きな関心と期待を寄せている

ことに強い感銘を受けると共に、担当の総領事としての任務と責任

の大きさに身の引き締まる思いを致した次第です。今後、商工会の

皆様を始めとして、当地における日米の多くの関係者の方々とお目

にかかり、お話させていただく機会を得ることにより、自分の理解を

一層深めて参りたいと存じます。 

ご案内の通り、我が国にとって日米同盟の強化は、日本外交の

基軸でありますが、それは、単に政治・安保のみならず我が国の経

済の力強い成長のためにも不可欠なものです。安倍総理は、本年

の年頭において、今年があらゆる意味で挑戦の年であると述べてお

られますが、米国経済の牽引役となっているテキサス、就中、ヒュー

ストンにおいて日系企業の皆様がそれぞれのビジネスの一層の発

展のために新たなチャレンジを大いに期待され、且つそれを力強く

目指されていることにあらためて敬意を表させていただきます。 

こうした認識の下に、私ども総領事館としても平成28年を一層の

飛躍の年とできるよう、当地における経済交流等の発展と日本人コ

ミュニティーの温かい結びつきの強化のために、商工会の皆様と手

を取り合い力強く歩んで参りたいと思いますので、何卒よろしくお願

い申し上げます。 

最後に、商工会の皆様におかれては、本年も引き続き、当地日本

人社会発展の牽引役として大きな役割を果たされていくようお願い

申し上げますと共に、本年一年が皆様にとり安全でより良き年となら

れますよう心からお祈り申し上げます。 

平成28年正月吉日 
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平成27（2015-2016）年度 12月 商工会理事委員会 議事録 

日  時： 平成27年12月16日（水）11：30 ～ 1:10 

場  所： 住友商事社 会議室（10階） 

出席者： 名誉会長、名誉会員、理事委員13名、正会員2名、事務局長 

欠席者： 理事委員6 名（うち会長委任5名、代理委任1名） 

司  会： 金子公亮 幹事 

 

１．商工会会長連絡 （本多之仁 会長） 

①髙岡総領事はいよいよ今週末にご帰朝されるご予定で、委員会にご出席賜るのは

本日が最後となる。これまでの当会、そして当地の日本人コミュニティーへの多大なご

支援に深く感謝申し上げたい。 

②12月2日にワシントンDCで開催された在米公館長会議の官民合同セッションに出

席した。外務省側より先般１2カ国で合意を見たTPPの概要と現状について説明あり。

この協定のけん引役であった米国が果たして国内議会を通せるかが注目されてい

る。反対派の多くは雇用問題への影響を挙げており、外務省・在米日本公館側から

はこういった動きに関連する民間レベルでの情報共有等、各企業への協力依頼が

あった。 

③原油価格が30ドル台に下落。諸環境、予断を許さぬ状況で来年を迎える中、当地

日系企業・邦人社会の各種交流は、ますます意義深くなると考える。当会としても諸

活動を通じてこれを盛り立ていきたい。 

２．総領事館連絡 （岩田慎也 領事） 

 恒例の天皇誕生日祝賀レセプションを12月15日（火）公邸にて開催し、160名を超え

る出席者があり盛況であった。今年は、トヨタ自動車、JR 東海、そして会員企業から

は3社（ANA、 Metton  America、 Saaya）が日本ブランド展示にご協力下さった。この

場を借りて御礼申し上げる。 

（髙岡 望 総領事） 

 着任以来の約2年間、当地における日本のプレゼンスの強化、日米交流の推進、日

系企業と在留邦人へのサービス強化を3つの主なテーマとして活動を行ってきた。会

員の皆様にはご厚情を賜り、当地での滞在が大変有意義なものとなったことに深く感

謝申し上げる。日米経済関係強化の流れの中で、会員企業の活発な活動による米国

経済、地域に対する貢献は、大変重要な役割を果たしている。当地を離れるにあた

り、このことが米国側においてもよりしっかりと認識されることを願いつつ、ガルフスト

リーム12月号の離任挨拶でご協力頂きたい3点について述べさせて頂いたので、今

後の参考として是非ご一読頂ければ幸甚である。また、天野新総領事の下での当館

の活動や情報収集について、引き続き皆様のご協力を是非お願い申し上げたい。最

後に、商工会、そして会員の皆様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げる。 

３．幹事報告（金子公亮 幹事）【承認事項】  

＊幹事交代について 

 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。尚、本件は、1月の常任委員会の追認事項とする。 

４. 2015年テキサス州六者交流会収支報告 (猿川 秀 正会員)   

 去る11月 6 ・7日に開催した六者交流会は、予算を組む際にすべての支出を参加

費で賄うこととしていた。収支決算の結果、収入合計は$27,735.00、支出合計は

$26,735.43となり、収支実績は$999.57の黒字となった。尚、当該余剰金は、商工会の

収入として計上される。 

５．ジャパンフェスティバル関連報告 （金子公亮 幹事： 藤井一彦 特命理事代理） 

 同フェスティバルの開催日程はまだ確定しておらず、現時点では4月16・17日、また

は日本庭園の工事による影響を主な理由として9月開催が検討されている。そこで、

12月14日のHermann Park Conservancyの会議において加藤特命理事に庭園工事の

状況をご確認いただいたところ、イベントの実施に制限をかけるほどの影響は想定し

にくいことが判明した。現在、その状況をThe Japan Festival of Houston, Inc.代表の

Justin Cooper氏に報告、日本庭園の工事を理由にした9月への日程変更は難しいこ

とを説明の上、再検討を要請中である。今後、Cooper氏を中心に引き続き働きかけ、

できる限り早期に日程を確定するよう努めご報告する。（編集部注:後日、4月16日・17

日に開催することが決定しましたので、別途紙面でも正式にご案内いたします。） 

６．正団体新規入会申請について【承認事項】（金子公亮 幹事）  

 定款第二条第二項に従い、下記の正団体会員と1社の入会申請を全会一致で承

認した。 

＊Willis Towers Watson 申請者・責任者： 小川嘉明 (おがわ よしあき) 氏 

 

７．委員会・部会関連事項 

①企画・調査委員会 （黒川淳二 企画・調査委員長）  

＊「為替セミナー」開催結果報告 

 12月10日（木）2：30 pmよりUnited Way CRCにて当会と三菱東京UFJ銀行、ジェトロ

の三者共催で同セミナーを開催し、27名の方々にご参加いただいた。三菱東京UFJ

銀行の石丸アナリストを講師としてお迎えし、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いただいたほか、カナダおよびメ

キシコの金融情勢、為替相場の動向等についてもご紹介いただいた。質疑応答に

おいても活発な議論で盛り上がり、皆様のご参加に感謝申しあげる。 

＊「ヒューストン経済動向セミナー」開催について  

 1月20日（水）10：15am（常任委員会終了後）よりUnited Way CRCにて同セミナー

を開催する。ご案内は、事務局を通して昨日配信済みである。当地の有力経済・

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。併せて、この機会にGHPの活動内容についても

スーザン・アシマキス氏よりご紹介いただく予定。会員企業代表者様のみならず、

事業ご担当者様ほか皆様の奮ってのご出席をお願い申し上げる。 

②スポーツ委員会 （高田裕二 物資・化学品部会長） 

＊第553回テキサス会「商工会会長杯」結果報告 

 去る11月15日(日)、同ゴルフコンペがヒューストン東部のDeer Park、Battleground 

Golf Courseにおいて絶好のゴルフ日和の中開催された。前週は六者交流会、

翌々週は、Thanksgivingと大きなイベントにはさまれた週であったが、総勢42名と

多くの方々にご参加いただいた。参加者やボランティアの皆様、そして賞品のご提

供者様に感謝申し上げる。尚、収支の面では、ホールインワン賞など特別賞に備

えて多めにゴルフボールを購入したこと等が主な原因となり赤字となった。次回の

「総領事杯」は来年春に予定されており、年明けには幹事役の引き継ぎを行う予

定。 

８．事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

①「第7回全米日本商工会議所及びビジネスアソシエーション電話会議」参加報告 

 10月29日に同電話会議に初めて事務局長が参加し、当会の組織や活動につい

て報告した。この共同会議体は、各地域の商工会活動の情報共有を図りながら要

改善点がある場合はそれに向けて解決法を見つけ出そうという趣旨で、北加日本

商工会議所によって運営されている。発足以来、当会では時間的な制約やメリット

を検討し参加を見合わせてきたが、今回状況を確認するために参加することとなっ

た。当会が全米の商工会議所のネットワークから外れてしまうことは回避すべきで

あるため今後も電話会議には参加する中で、一同対面で会する会議として発展し

た際にはその時点で改めて参加を検討することとする。 

②2016年1月常任委員会について    

 1月20日（水）9：00 amよりUnited Way CRCにて同委員会が開催される。通常は

午後に開催されるが、今回のみ会場のスケジュールの都合上、午前中の開催とな

るため開催時間にご注意いただきたい。また、委員会終了後には、引き続き

「ヒューストン経済動向セミナー」が同会場にて開催される。 

③2015-2016年会議・行事予定について 

 会議や行事スケジュールはホームページに掲載されており、最新の情報を会員

に提供するため適宜アップデートしている。ご担当の行事に関する日程や会場が

確定次第、事務局までご連絡いただきたい。 

④2015-2016年版会員名簿配送予定について 

 新年度の名簿は、明日事務局よりガルフストリーム12月号と一緒に配送予定と

なっている。記載内容に訂正等がある場合は、次号のガルフストリームに掲載する

ので、事務局までご連絡いただきたい。 

⑤商工会事務局／三水会センター及び補習校事務局閉所連絡 

 休館日： 12月24日（木）～ 1月4日（月） ＜1月5日（火）から通常業務＞ 

⑥会員消息  

 12月16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106

社）、準会員35名で、総会員数は706名である。 

★よろしく！～新規入会です 

 ●正団体会員入会 
Willis Towers Watson 

18101 Von Karman Ave., Suite 600, Irvine, CA  92612 常任委員： 小川嘉明 
 

●替わりました～メモのお願い 

●会社名変更 

（旧）NA Industries  → （新）Nippon Shokubai America Industries, Inc. 

●常任委員交代 

 Mizuho Bank, Ltd.  （旧）金子公亮氏 → （新）木村健洋氏 

会 員 消 息 
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 ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 
 

 

                                Fujikura America, Inc.  

                    長尾 太郎 さん 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。  

 Fujikura America, Inc.は株式会社フジクラの子会社であり、北米の営業拠点と

して活動しています。 

 現在のビジネスの中心はカリフォルニアのサンノゼにあり、携帯電話、デジタル

カメラなどを小型・軽量化するFPC（フレキシブルプリント配線版）をはじめとする電

子部品からモジュール品までをトータルに提供しています。皆様がお持ちのス

マートホンの中にも使用されているものですが、最終製品ではないため、なかな

か認知度が少なく、むしろテキサスでは弊社関連会社が製造しているゴルフクラ

ブ用の「フジクラシャフト」の方がメジャーかもしれません。 

 またフジクラでは他の関連会社も含め、米国内では電子部品の他にも架空送

電線等の電力インフラ製品や光ファイバケーブルをはじめとする各種光通信関連

製品、ワイヤーハーネスを中心とした自動車電装品などを取り扱っていますが、

今回、フジクラ創業以来のコアビジネスである電線ケーブル事業（特に石油・

ガス・化学プラント向け）の北米マーケットでの需要動向調査と拡販を目指し

て、エネルギー産業の中心であるヒューストンに新たな事務所を昨年7月に開

設致しました。ケーブル事業については古い歴史と経験がある弊社ではありま

すが、北米マーケットにおいてはゼロからのスタートとして事業拡大を目指して

いく所存です。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

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。 

 カリフォルニアの事務所で3ヶ月程過ごした後の昨年7月にヒューストンに移

動してきたせいか、最初の数ヶ月の印象は「暑くてたまらない」以外ありません

でした。また、ヒューストンの街自体も広いですが、スーパーも無駄に広い印象

が強く、買い物に疲れ、I10は何車線もあって一直線。日本ではあり得ない、大

きな何かを引っ張っているピックアップトラックが我が物顔でたくさん走ってお

り、プリウスにでも乗ろうかと思っていた私の考えは早々に蹴飛ばされ、圧倒感

を感じずにはいられませんでした。しかし暑さが和らいできて、朝晩が涼しく感

じられるようになってくると、何だか得をしたような気分にもなり、段々と心地よく

なってきました。ヒューストンはとてもflatでspreadな分、空がとても広くきれいに

見えるところが気に入っています。住居があるKatyでは日の出や日の入りもき

れいに見えますし、緑も多いので、全米で人口上位に位置する大都市近辺に

住んでいるとは思えないようなところが良い点だと感じています。テキサスは至

る所ではためいている州旗や色々な所で飾られているローンスターを見ても、

人々の州に対する思い入れやプライドの高さを感じることが出来る場所です。

アメリカの中でも独特な雰囲気に包まれ、まだまだ色々な発見をしていきたいと

思います。 

 

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。 

 日本ではたまにしかしていなかったゴルフをこの機会に上達させたいと思

い、ラウンドに練習にと精を出したいと思っています。お付き合い頂ける方は是

非、宜しくお願い致します。また学生時代にかじったテニスを皆様の仲間に入

れて頂いて楽しんでいます。当時のイメージと現在の身体の動きが一致せず、

怪我をしないように注意しなければなりませんが、車社会の中、思いっきり気持

ちよく身体を動かせて最高です。折角なので、これまでやっていなかった事に

も少しずつチャレンジしてみたいと思っています。  

 
 

 去る11月15日(日)、第553回テキサス会「商工会会長杯」がヒューストン

東部のDeer Park、Battleground Golf Courseで開催されました。当日の天

候は、晴れ時々曇り、風もほとんど無くヒューストンの11月にふさわしい絶

好のゴルフ日和の中での大会となりました。 

 前週は六者交流会、翌々週は、ThanksgivingとBig Eventにはさまれた

週でしたが、総勢42名と多くの方々にご参加頂きました。 

 今大会 はこれまでと同様、ダブルペリア方式での大会となり、Yamato 

America, Inc.の牧山様が、持ち前の実力を発揮され前半37、後半35、グロ

ス72という見事なスコアで総合優勝、及び、37名が参加された男性の部に

おける頂点に輝かれました。また、5名ご参加頂いた女性の部では、

Saaya, Inc.の佐藤様が、ネットで73と2位と3ストロークの差をつけ、見事優

勝を勝ち取られました。そして、ベストグロスは、実力者のMinami Levo-

nowichさんを退け同じくYamato America, Inc.の牧山様が獲得。牧山様

は、優勝スピーチでMinami Levonowichさんには、グロスで負けたくない

気持ちで本大会に臨んだと話しておられました。総合優勝の牧山様をは

じめ、入賞者、飛び賞、特別賞、技能賞を受賞された皆様、本当におめで

とうございました。 

 プレー終了後にはご参加者の皆様に懇親会会場にお集まり頂き、お待

ちかねの表彰式が行われました。日本商工会会長の本多様に、ご挨拶の

お言葉と男性・女性の各優勝者への優勝トロフィー・賞品を贈呈頂きまし

た。また、10名前後の初参加の方よりご挨拶頂きました。 

 今大会においても、優勝トロフィーを寄贈いただいた日本商工会はじ

め、日本商工会会員各社様、日本人会の皆様、日系レストラン・スーパー

様他関係者の方々より、多数の素晴らしい賞品のご寄付を頂き、大興奮の表

彰式を迎えることができました。皆様の御厚意に対しまして、重ねて心より御

礼申し上げます。 

 今回のテキサス会は物資化学品部会が幹事となりました。大会の運営に際

して、関係先の皆様には大変お世話になり、幹事団として改めて厚く御礼申

し上げます。なお、次回テキサス会は、ヒューストンの初夏4月下旬を予定して

おり、ますます盛大な会になることを祈念しております。 

  

(物資化学品部会幹事団一同) 

総合及び男性優勝者（牧山様）  女性優勝者（佐藤様）  
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日本ブランド紹介 

天皇誕生日祝賀レセプション  

 

 Metton America 社は、双日グループの機能性樹脂製造メーカーであり、ヒューストン東部の化学工業地帯La Porteに本

社・工場・研究施設を構えております。当社の製品は、石油由来の液状機能性樹脂で、“耐久性があり強度が非常に高

い”“軽い” “大きなパーツを一体で成型できる”“複雑な形状のパーツを成型できる”という特徴をもっています。製品名は社

名そのままのMettonで、主に大型トラック、建設機械、農業機械のボディーパーツ等に採用されています。昨年で創立20

周年を迎えましたが、その間北米大型トラックメーカー全社に採用が進み、みなさまが朝夕の通勤時にすれちがう大型ト

ラックの巨大なエンジンボンネットやバンパーなどがMettonであると思っていただければ結構です。また、双日のネットワー

クを通じ、ブラジル、欧州、ロシア、中国、インド等世界各地に、メードインヒューストンの製品として輸出も行っています。風

力発電装置や乗用車への採用も視野にいれ、当地での研究開発にも更に力を入れていく所存です。 

 今回のレセプションでは、近年採用されたスクールバスの黄色いパーツを展示し、多くの来場の方々に手にとって見てい

ただき、改めて身近にある“日本ブランド”とご認識いただいたことと思います。 （文責 Metton America社）  

Metton America Inc. 

 トヨタ自動車(株)テキサス工場は、サンアントニオ市南部に従業員約3,000人の工場を構え、同敷地内に存在する23社の

仕入先様(従業員合計約3,000人)を含め6,000人を超える方々と共に、ピックアップトラックのTUNDRAとTACOMAを生産

しております。2015年8月には、TACOMAのモデルチェンジを行いインテリアとエクステリアのデザインを一新致しました。

また、新型3.5L直噴V6エンジン・新型トランスミッション(6速AT)を搭載し旧型比でのパワーアップと低燃費化を両立、及

び、Crawl Controlシステム追加によるオフロード走破性も向上させています。 

 在ヒューストン総領事公邸における天皇誕生祝賀レセプションでは、この新型TACOMAのLIMITEDグレード 4x4モデル

を展示させていただきました。当社はテキサス州プレーノ市への北米本社機能移転による生産と販売との一体化を図り、こ

れからもお客様に安心してお乗りいただける“もっと良いクルマ” づくりを追求しながら、仕入先や販売店の皆様とも更に協

力を深め、成長していけるよう努力を継続して参ります。（文責 ： トヨタ自動車テキサス工場） 

トヨタ自動車（株） 

 今年で東海道新幹線は開業後52年を迎えます。1964年の開業以来、列車事故による死亡事故がなく、1列車あたりの遅

れ時間は1分未満と、その安全性、正確性は世界の高速鉄道の中でも比類ないものです。さらに、一人あたりのCO2排出量

は飛行機の約12分の1で環境的にも優位性があります。これらの優位性は50年以上に亘る技術開発やメンテナンスも含め

た運行ノウハウの蓄積の結果です。 

 JR東海は、米国で東海道新幹線のシステムが採用されるように、米国の会社と一緒にプロモーション活動を行ってまいり

ました。その結果、昨年（2015年）にはTexas Central Partnersというテキサスを基盤とする会社が、ダラス-ヒューストン間の高

速鉄道の開発に本格的に乗り出すことを表明しました。 

今回のレセプションでは 、東海道新幹線の海外輸出バージョンであるN700-I車両模型の展示やプロモーションビデオ

の上映、プロジェクトに関するパネルの展示を行いました。ご覧頂いた方々からは、東海道新幹線を利用した際の感想や、

テキサスの高速鉄道計画についての質問を多く聞かせて頂きました。皆様の大きな関心と期待を実感することができ、 大

変有意義な一日となりました。 (文責：JR東海ワシントンDC事務所) 

JR東海 

 この度は、弊社新事業として、始めて 1 年足らずのガラスリサイクリングのプラント、及びその製品であるスーパーソル

（Supersol）の紹介をさせて頂きました。沖縄のトリム社の技術で北中南米のマーケットの開発を弊社が任されております。 

 ブースを訪問して頂きました方の中にも既にご存知の方もおられるくらい日本では既に普及しておりますが、ゴミなどのリ

サイクリングという意味では近代国家の中では一番遅れている米国においては、まだまだこれからのビジネスではないかと

思われます。 

 家庭や工場などで使用された瓶などのガラスを細かく砕いて粉状にし、それに発泡剤を加えて焼成し、スーパーソルという

軽石のような多孔質の軽量砂利が出来上がります。 

 用途は道路、橋、護岸などの建築土木工事、園芸、水質浄化、伊勢エビなどの養魚場、最近では、断熱ブロックの骨材、

防犯砂利などにも使用されています。いずれも地球にやさしいエコ製品として、徐々にこの地でも浸透して行くのではない

かと期待しております。皆様の回りにご興味のある方、会社などがございましたら、是非ご紹介お願い申し上げます。 

（文責：佐藤 文昭） 

Saaya Inc. 

2015年12月15日(火)、髙岡総領事夫妻の主催により、天皇誕生日祝賀レセプションが、総領事公邸において

開催されました。当日は、当地の日本企業4社1機関の活動を紹介する日本ブランドの展示も行われ、ご来賓の

方々から好評をいただきました。 

今回で6回目となる同展示につき、各ブースでご紹介いただいた内容を出展各社よりご報告いただきました。 

 ANAは1952年の創業から安全運航を第一に航空運送サービスを提供し続け、今日では年間旅客数が4200万人を超え、

輸送旅客数では世界第15位と世界トップクラスの航空会社の1つに成長することができました。 

 世界のリーディングエアラインを目指し、2013年より機体には日の丸と、写真に写っているタグライン「Inspiration of JA-

PAN」をANAロゴとあわせて機体前方にデザインしております。「Inspiration of JAPAN」には、安全運航を基盤に、日本の

先進性や技術力、礼儀正しく正確な気質と、ANAがこれまで大切にしてきたおもてなしの心とともに、旅のワクワク感や楽し

さをお客様にお届けしたいという思いと、海外に向けて「日本を代表するエアライン」という意味をこめています。 

 さらに、航空産業の格付け会社SKYTRAX社によるワールド・エアライン・レーティングにおいて、ANAのサービスが2013

年から3年連続で最高評価「5スター」の認定を受けました。北米10番目のANA路線として2015年6月に就航したヒュースト

ン/成田線では、「5スター」に認定された航空会社として、「Inspiration of JAPAN」を世界の皆様にお届けしてまいります。 

 2015年6月にヒューストン／成田線が就航しましたので、展示会では多くの方にANAの各種サービスを紹介させていただ

きました。 （文責：ANAヒューストン支店） 

ANA 
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為替セミナー 

 ヒューストン日本商工会およびジェトロ・ヒューストン事務所は、12月10日、三菱東京

UFJ銀行の為替アナリスト石丸伸二氏を講師に迎え、United Way Community Re-

source Centerにて為替講演会「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」を開催しました。本稿は、編集部にて講演内容をまとめ、講師に確認いただい

たものです。（なお、本講演会は、12/16の米国FRBの利上げ発表前に開催され、当日

の為替レートは、１ドル＝121円台、1.36カナダドル近辺、17.1メキシコペソ近辺でし

た。） 

１．ドル円為替相場の見通し 

(1)  昨今の相場推移とドル円の水準感 

 2015年5月から米利上げ観測等を背景にドル高の動きが強まると、1ドル＝125.86円

まで円安が進行した。その後、円安に歯止めが掛かり、人民元切下げに端を発する中

国経済の減速懸念を受けて世界的に株価が下落する中、リスク回避の円買いによっ

て116.18円まで円が上昇した。10月下旬以降は、米利上げ観測の強まりを背景に、再

び円安・ドル高が進んでいる。 

 日銀等の主要関係者は120円前後が適正と見ており、特に125円以上の円安に対し

ては政府・日銀の警戒感が強いようである。購買力平価でみると、ドル円の実勢相場

は、これまで円安の上限となってきた消費者物価ベースに近づいている。また、実効

為替レート（実質ベース）でみると、輸出が好調であった2007年からすでに2割近くも円

安であり、更なる円安は考えにくい。 

(2) ドル円の方向感①（日本側の要因） 

 2011年以降、日本の貿易収支は赤字となっていたが（円安要因）、原油安による輸

入の減少等から2014年をピークに赤字幅は縮小傾向にあり、実需としての円売り圧力

は低下している。また、失業率が3%近くまで改善しているため、賃金を介した物価の

上昇圧力は保たれる見込みである。消費者物価指数（食料・エネルギーを除いたベー

ス）のインフレ基調が続くことから、今後、日銀による緩和期待は剥落し、逆に円高圧

力として作用すると思われる。 

(3) ドル円の方向感②（米国側の要因・利上げの見通し・影響） 

 10月の連邦公開市場委員会（FOMC）では、従来方針である「2015年内の利上げ」

が選択肢にあることを強調した。7-9月期の実質GDPは+2.1%（前期比年率）と前期から

減速したが、雇用者数（非農業部門）が増加している他、直近の失業率 （5.0%）が

FRBの長期目標レベルまで改善するなど、景気は振れを伴いながらも改善基調にある

と言える。消費者物価指数はエネルギー価格の下落によって低水準で推移している

が、食料・エネルギーを除いたベースでは+2%弱を維持している。エネルギー価格の

下落やドル高による下押し圧力が剥落していけば、インフレ率も高まっていくだろう。し

たがって、金融政策の正常化を進め中銀としての信任を維持するためにも、FRBが

「年内利上げ」に踏み切るのはほぼ確実であり、市中金利は上昇基調を辿ると予想さ

れる（通常、米金利の上昇はドル高・円安の要因となる）。しかしながら、既に現状のド

ル円相場は日米実質金利差以上に円安に振れており、目先の米金利上昇があって

も、追加的な円安・ドル高圧力は限定的と考える。 

(4) ドル円為替相場の具体的な見通し 

 米利上げを巡って短期的にはドルが底堅く推移するものの、125円近くでの高値警

戒感や、商品市況の軟化、新興国市場の動揺により、円安・ドル高の動きは抑制され

る。むしろ、米利上げは緩やかなペースとの認識が市場に浸透する中、ドル高の圧力

は低下し、日本の貿易赤字縮小も重石となって、徐々に円高・ドル安に向かうと予想す

る（但し、米国金融政策の転換局面であり、市場の緊張感も高いため、振れ幅が広が

る可能性には注意が必要である）。 

(5) ドル円相場に関する質疑 

Q1：為替相場の原油価格に与える影響は？ 

A1：現状、需給の緩みによる原油安が進んでいる。一般的には、米利上げは、 

   ドル高によるドル建名目価格上昇による原油需要の減退を通じて、更なる 

   原油安の要因となる。 

Q2：米国大統領選の為替相場に与える影響は？ 

A2：共和党候補が乱立する中、現状優勢と見られる民主党の政権が続くとすると、 

    為替市場は特に反応しないのではないか。 

 

２．カナダドル為替相場の見通し 

 カナダ景気は最悪期を脱したものの、9月は減速しており、予断を許さない。最大の

輸出先である米国の製造業の足踏みにより外需の牽引は期待できず、また、エネル

ギー価格の低迷は、設備投資の冷え込みと消費者物価の下押しの要因となってい

る。景気下支えが必要となることから、カナダ中銀は緩和的な政策スタンスを維持す

ると考える。したがって、米金利上昇が短期的にはドル高・カナダドル安要因となる。

その後、2016年後半には、カナダ国内の景気回復と物価上昇を受けて、カナダ中銀

の利上げが意識される中、次第にカナダドル高に向かうと予想する。 

 

３．メキシコペソ為替相場の見通し 
 メキシコ景気は、2013年に底打ちした後も、最大の輸出先である米国の製造業が

低調に推移し、国内製造業の設備投資も軟化していることが重石となり、足踏み状態

が続いている。しかし、国外労働者の送金が、ペソ安を通じて内需（個人消費）を改

善させ、景気を下支えしている。エネルギー価格の下落を背景に、消費者物価指数

がメキシコ中銀のインフレ目標内（+2～4%）で推移していることもあり、今後も中銀は

緩和的な政策スタンスを維持するだろう。短期的には米利上げを受けてペソ安に振

れる可能性があるが、その後、メキシコ経済の復調を背景にペソは買い戻されると予

想する。但し、景気回復も緩やかで、本格的な利上げもないことから、ペソ高の勢い

は限定的とみる。 

 

 

 

「米金利引き上げなるも、円高・ドル安の方向感」 
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＜講師紹介＞ 

石丸 伸二 氏 ＜三菱東京UFJ銀行 為替アナ

リスト（ニューヨーク駐在）＞ 

2006年、三菱東京UFJ銀行入行。2008年よりリ

サーチ業務に従事し、国内外のマクロ経済や円

債を中心とする金融市場の分析を担当。経営計

画や債券投資戦略のベースとなるマクロ経済・金

融市場の見通し策定のほか、レポート執筆・セミ

ナー講演といった情報発信を行う。2014年3月よ

り現職。この為替講演会は2014年11月（ガルフス

トリーム2014年12月号参照）に続いて2回目。 



6 Gulf    Stream 

ヒューストン日本語補習校 

 

 

アメリカに住んでいるとつい忘れがちになる干支につい

て。十二支の順番はどのようにできたのか？図書館にも多

数ある干支に関する本の中でも、こちらは少し独特の視点

で書かれています。皇帝の前でねずみとうしが知恵比べ。さ

あ、どうなるのか！まずはよく知られている日本の昔話を読

んでから、読み比べてみてはいかがでしょうか。 

 

『おもちのきもち』 作：かがくい ひろし 

お正月には特に沢山食べるお

餅。お餅の気持ちを食べる時に考

えたことはありますか？この本の主

人公は床の間の鏡餅。色々な食べ

られ方をする多くのお餅を見ている

うちに恐怖になり・・・。その様が絵と

共にとてもコミカルに書かれていま

す。「読み聞かせの会」でもたいへ

ん人気のある本で、ご家族で楽し

める一冊です。 

 

『はるにれ』 写真：姉崎 一馬 

初冬から春にかけて、同じ一本

の木を撮影しつづけた写真の絵本

です。この本の特徴は、なんといっ

ても文章がないこと！夕焼けが濃く

なり、葉が枯れて枝だけになり、雪

が積もり、溶けて、新緑が芽生えて

いく・・・そんなうつりかわりをじっくり

眺めているだけで、長い物語を読

み終えたような気持ちになれる不思議な一冊です。 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

＜読み聞かせの会＞ 

2月13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 

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。 

＜あそぼーかい＞ 

2月2日（火） 10時30分～ 

2月6日（土） 9時30分～ 

3月3日（木） 10時30分～ 

3月5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。 

 

＊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 

明けましておめでとうございます！ 

「読み聞かせの会」では、就学前のお子さんを対象とした

絵本をご紹介していますが、三水会センター図書館には、

小学生はもちろん大人でも楽しめるような絵本がたくさんそ

ろっています。今回はそのなかから、この季節にぴったりの

『ね、うし、とら・・・・・・十二支のはなし』、『おもちのきもち』、

そして「読み聞かせの会」ではなかなかご紹介できない、文

章のない写真絵本の『はるにれ』、この3冊をご紹介いたしま

す。 

四季のうつろいを感じづらいテキサスに暮らしていると、

日本古来の伝統行事もついあとまわしにしてしまいがちで

すが、ぜひこの機会にお子さんとご一緒に絵本を手にとり、

眺め、楽しみ、日本の文化について話し合うきっかけにして

いただければと思います。 

2016年も素敵な絵本をご用意して、たくさんのお子さん

の参加をお待ちしております。新しく仲間入りした絵本もあり

ますので、どうぞお気に入りの一冊

を見つけに足をお運びください。 

 

『ね、うし、とら・・・・・・十二支の 

はなし』 中国民話より     

文：ドロシー・バン・ウォアコム 

絵：エロール・ル・カイン 

訳：へんみまさなお 

「読み聞かせの会」お薦めの絵本 

 本年度は、カネカノースアメリカの皆さまにご配慮いただき、当補習校第三

学年の工場見学が11月7日に無事実施されました。学年主任主導のもと、同

社御担当者の新開様、山元様との事前打ち合わせもスムーズに行われ、当日

はどんよりとした曇り空の中ではありましたが、予定時刻通りに工場へ到着しま

した。児童が安全に工場を見学できるよういろいろご準備いただき、工場内で

も大変丁寧なご説明をしていただいたおかげで、とても充実した工場見学とな

りました。 

 座学では決して得られない体験を通して、児童一人一人が積極的に学ぼう

とする姿勢に、教員一同感動しながら同行していました。事後学習では「工場

見学の感想とお礼」という題で心のこもった作文を書き、見てきたこと、分かっ

たことや感じたことをまとめましたが、子どもたちの知識を吸収する力に改めて

驚かされました。11月30日にはポスターも作成し、後日補習校内に掲示しまし

た。 

 12月12日、今回の社会科工場見学の集大成として、カネカノースアメリカ

の藤井社長、中村様、小林様にお越しいただき、カネカ工場見学お礼の会

を開催しました。各クラス二名の代表者が、各々の感想とお礼を発表し、学

年の代表者二名が、寄贈する三年生全員分の感想とお礼をまとめたファイ

ルとポスターを手渡しました。4月、三年生になりたての頃にはまだ幼さの残

る子どもたちでしたが、代表として堂々と発表している子どもたちの姿は、も

うすっかりお兄さん、お姉さんの顔となっていました。 

 こうして例年通り、当補習校の児童が社会科工場見学を終えることができ

ましたのも、ひとえに多大なるご協力を賜りましたカネカノースアメリカの藤

井社長はじめ皆様のおかげです。この場をお借りし改めて心より御礼申し

上げます。また、来年度以降も引き続き社会科工場見学が継続されること

を心より祈っております。  

            (ヒューストン日本語補習校 第三学年担任教員一同) 
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  はじめまして、日米を股にかけてバスケットボールをかれこれ30年間以上続けている

バスケ狂の鍵冨と申します。 

   縁あって、アメリカ発祥の人気スポーツであるバスケットボールに関するお話を不定

期で紹介させていただくことになりました。これからどうぞよろしくお願いします。 

 アメリカにいるなら、世界一のレベルを誇るアメリカのバスケを堪能しないのはもった

いない！ということで、今回はプロバスケットボール（NBA）観戦に役立つ情報を紹介さ

せていただきます。 

 アメリカには世界最高峰のプロバスケリーグであるNBAがあります。全30チームが東

西の2カンファレンス、6ディビジョンに分かれて、10月末から4月中旬にかけて82試合

のレギュラーシーズンを戦い、それぞれのカンファレンスで上位8チームがプレイオフに

進出して優勝を争います。NBAプレイオフの決勝戦はNBAファイナルと呼ばれ、アメリ

カンフットボールのプロリーグ（NFL）決勝のSuper Bowl、大学バスケの準決勝・決勝の

NCAA FINAL FOURと並んで、アメリカで最も注目を集めるスポーツイベントの一つで

す。 

 ヒューストンのダウンタウンにあるトヨタセンターを本拠地と

するヒューストン・ロケッツは、ウェスタンカンファレンス・サウ

スウェストディビジョンに所属しています。マイケル・ジョーダ

ンが一時バスケを引退して野球に転向していた間の2シー

ズン（1994年/1995年）続けてNBAファイナルを制した後、

近年はなかなか優勝までは届かないものの、安定してプレ

イオフに進出している強豪チームです。 

 現在、ロケッツの押しも押されぬエースが、髭がトレード

マークのシューティングガード、ジェームズ・ハーデンです。

スピードやジャンプ力などの運動能力に関しては超人揃い

のNBA選手の中ではあまり目立ちませんが、オフェンス時

の相手ディフェンスとの駆け引きが抜群に上手

く、器用なステップワークを使ってディフェン

スをかわしてシュートを決めたり、相手ディ

フェンスのファウルを誘ってフリースローをも

らったりと巧みな技術で得点を量産する技巧

派の選手です。 

  そして、もう一人オールスター級の選手がい

ます。いつもニコニコしているものの、身長

2m11cm、筋肉ムキムキでスーパーマンとも呼

ばれる肉体派センターでゴール下の要のドワ

イト・ハワードです。恵まれた身体を生かした、ブロックショット、リバウンド、ダンク

シュートは迫力満点です。 

 ただ、今シーズンのロケッツは 開幕からイマイチ調子が上がらず12月19日現在13

勝14敗でウェスタンカンファレンス7位となんとかプレイオフ圏内に踏みとどまっている

という状況です。是非会場、TVで応援して、地元チームの上位進出の後押しをしま

しょう。 

 またサウスウェストディビジョンには、同じテキサス州内のチームであるサンアントニ

オ・スパーズ、ダラス・マーベリックス（通称マブス）も所属しています。スパーズは毎年

のように優勝候補に挙げられるエリートチームで、堅実かつ芸術的なパスワークから

シュートにつなげるチームプレイは必見です。マブスもプレイオフの常連でオフェンシ

ブな面白いバスケを展開します。昨シーズン、マブスのマイナーリーグチームである

テキサス・レジェンズに日本人の富樫選手が所属していました。 

 これまで長年チームを支えてきたレジェンドであるスパーズのティム・ダンカン、マブ

スのダーク・ノビツキー、そして彼らと同世代のスーパースターで、先日今シーズン限

りでの引退を発表したロサンゼルス・レーカーズのコービー・ブライアントがキャリア終

盤を迎えていますので、これらのチームの試合

も今シーズン観ておくことをお勧めします。そし

て、昨シーズンMVPを受賞したステファン・カ

リーを有して、今シーズン開幕から24連勝を飾

り話題になった、ゴールデンステート・ウォリ

アーズも注目のチームです。 

 さあ、皆さん、NBA2015-2016シーズンを楽し

みましょう！ 

 以上、NBA観戦に役立つ豆知識でした。 

  

＃1  Basketballを楽しもう！ 

  年初めの抱負は「痩せる!」「体を動かして健康維持!」が定番ですが、車社会のアメリ

カ、更に周りがみんなスーパーサイズなテキサスではなかなか実現が難しいのが現状

です。そんな皆さんにお薦めなのがクラス参加型のGroup Exercise (GX)です。GXを

薦める理由を幾つか挙げてみます。 

 

①継続性: 自分が通うクラス・時間帯を決めておけば、「いつでも行けるからいいや」

という言い訳は使えません。その曜日、その時間になったら必ずクラスに出席すること

を第一目標にして始める。それが定着してくると結果に繋がります。継続は力なりで

す。 

 

②上達が早い: 継続して同じクラスに行き始めると常連になり、他のメンバーと会話す

ることも増えますし、インストラクターとも親しくなれます。そうなることによって持続性が

維持できると共に、クラス内の一体感によって自分の運動能力を引き上げることができ

ます。インストラクターに叱咤激励され、周りが頑張っていると自分もつられて頑張っ

てしまうものです。 

 

③集中力向上: ランニングマシンやバイクを使っての自主トレは意外と集中できないも

のです。テレビを見たり、仕事の事を考えたり、携帯を気にしたり…気がつくとペース

が落ちることもあるでしょう。GXでは1時間休みなく集中していないと流れについてい

けませんし、プログラムの内容がこなせません。集中すると１時間もあっという間です。

その時だけは普段気になっていることを一切忘れて集中し、体を動かす。これはストレ

ス解消の大きな助けにもなります。 

 

④楽しい!: GXの一番の特典は「楽しい!」と感じられることです。米国人は周りの目を

気にしない人が多いので(笑)、初心者でも溶け込みやすい雰囲気があります。音楽に

合わせて体を動かし、脳の活性化を図ってリフレッシュする。運動は体に良いと分かって

いても、やっぱり楽しくないと続けられません！自分に合ったクラスを探して楽しんでくだ

さい。 

 

【初心者向け推薦クラス】 

Zumba: 誰もがご存知のズンバ。流行音楽やラテンのリズムに合わせて踊るように体を

動かす有酸素運動。キッズZumba、踏み台を使うStep Zumba、 軽いウエイトを使った

sculpt & tone等、色々なプログラムあり。年齢性別関係なく幅広く人気があるので始めや

すい。 

Body Pump: ウエイトトレーニング。やや軽めのウエイトを使い、連続的・効果的に筋肉

を動かすことによってしなやかでLeanな筋肉をつけることが目的。1時間の中で体全体の

筋肉をトレーニングする。筋肉をつけるとカロリーも減りやすくなり、骨の老化も抑えられ

る。何歳からでもどなたでも始められるプログラム。 

PIYO/Body Flow:  PIYOはヨガとピラテス混合の動きを、Body Flowはヨガ、ピラテス、太

極拳の動きを取り入れたプログラム。両方とも一見簡単そうに見えるが、体の内側から汗

が出てくる感じでカロリーが消費できると同時にストレッチ効果も十分ある。肩こりに悩ま

されている人には特にお薦め。 

 

【中級・上級者向け推薦クラス】 

Turbo Kick: ボクシング・キックボクシング、ダンスの要素を取り入れた有酸素運動。流

行の曲に合わせて踊るように動き、心拍数を上げる。ダンス好き、Zumba では少しカロ

リー消費が少ないと感じている方に特にお薦め。 

Body Combat: 武術とボクシングの動きを取り入れた有酸素運動。1時間で500から800

カロリー程度消費できる（個人差あり）。上達していく充実感、終わったときの爽快感!ヤミ

ツキになる。自分の運動能力をレベルアップさせたい方にお薦め。 

Boot Camp/Insanity/Grit: 基礎体力があり、とにかく

エネルギッシュに運動したい方にお薦め。心拍数を

一気にハードに上げるインターバル形式。Grit は30

分プログラムなので時間のない方には魅力的だが、

ハードコアトレーニングなので覚悟が必要。 

 

たかがfitness、 されどfitness!  Fitnessはあなたの人

生を変えます。Fitnessを生活に取り入れて、ココロも

カラダも元気な一年にしてみませんか? 

健康な2016年をめざして ～Group Exerciseのすすめ～ 
24HR Fitness 

GX Instructor 柴田佐織 

       当会会員でありFitness Instructorとしてもご活躍の筆者に、 

  申年を活動的に過ごすアイディアをご提案いただきます。 
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縁あって住むこの異国の町ヒューストン。全米第４の都市で、発展著しくエキサイティングな魅力あふれる今日に

至るまでに、どんなことがあったのでしょうか。歴史を知ると、一味違うヒューストンが楽しめるかも。  

I-10沿いの巨大石像とスティーブン・オースティン 

 I-10にのってダウンタウンに向かい、45号へと枝分かれするあたりで、ふと右手の方を見ると、白い巨大な石像が目に飛び

込んできます。あれは…!? まるでノースウエスト航空機に乗ると、必ず見せられた映画「North by Northwest（邦題：北北西に

進路を取れ）*」で見たアレにそっくり! 

 いつも一瞬で通り過ぎてしまうので、誰の顔かよくわかりません。ひとりはリンカーンかなあ、でも、あとの人たちは誰? 

 そこで、この石像について調べてみました。 

 

 この石像の名前はなんと「Mount Rush Hour（マウント・

ラッシュアワー）」。うわ～、やられたぁ! 本家、サウスダコタ

州のマウント・ラシュモアのもじりとは。吉本の入社テストの

第一関門突破できそうなオヤジギャグなひねりが、いつも

混み混みのI-10にぴったり。 

 

 本家は、歴代大統領のジョージ・ワシントン、トーマス・

ジェファーソン、セオドア・ルーズベルト、エイブラハム・リ

ンカーンの4人ですが、こちらはスティーブン・オースティ

ン、サム・ヒューストン、リンカーン、ワシントンという組み合

わせ。最初の二人は、テキサスとヒューストンの成立に力

を注いだ人たちです。 

 

 この石像はヒューストン在住のアーティストDavid Adick-

es氏が制作し、2008年に現在の場所に据えられました。

台座には"A Tribute to American Statesmanship"（アメリカ

の政治的手腕を讃えて）」と刻まれています。大きさは18

フィート（約5.5ｍ）で、コンクリート製。 

 

 ここは、火事で焼け落ちた教会の跡で、石像に刻まれた

文字にちなんで、American Statesmanship Parkと名づけら

れたハリス郡の中でも一番小さい公園です。しかし公園と

いえ、新興アパートの突き当たりで、この場所にたどり着く

までの道が分かりにくく、しかも駐車場もないので、近くま

で行くのはあまりお勧めしません。 

  

 さて、この石像のうち二人の大統領については簡単なこ

とは知っている方が多いと思いますが、オースティンさん

とヒューストンさんは、日本人にはほとんどなじみがありま

せん。名前に親しみはあれど、どんな人たちだったので

しょうか。 

 

 というわけで今回は、「テキサスの父」と呼ばれるス

ティーブン・オースティンについて、簡単にご紹介します。 

 

*1959年制作のアメリカ映画。アルフレッド・ヒッチコック監

 スティーブン・オースティンは、バージニア州リッチモンド近郊ワイズ郡という鉛鉱

山の町で生まれた。父モーゼは、彼が5歳の時、ミズーリ州の鉱山を買い取るな

ど、なかなかのやり手であった。 

 オースティンは、ケンタッキー州レキシントンのトランシルヴァニア大学を1810年

に卒業後、ミズーリに戻り、家業の鉱山事業の管理を引き継ぐ。その後、軍隊に

入ったり、ミズーリ地方の代議員を務めたりした。しかし鉱山事業に失敗し、巻き返

しを図るためアーカンソーに移って事業をし、その後ルイジアナ州ニューオーリン

ズで法律の勉強を始めた。 

 その間、父はサンアントニオを訪れ、当時スペイン領だったテキサス内の土地の

入植許可をもらう。オースティンは、気が進まないまま父の事業を手伝うことにな

り、スペイン政府関係者との会合に向かっている間に父が死亡。最愛の父を失っ

た悲しみの中、オースティンは残された父の事業を進めた。 

 1821年に、メキシコがスペインから独立。入植計画が危うくなったが、なんとか入

植斡旋の認可を維持し、移民斡旋代理人（エンプレサリオ）として、1825年後半ま

でに最初の300家族の入植を完了させた。ちなみに、1827年に、入植者保護のた

めに非正規の小規模武装集団を組織したのが、後のテキサス・レンジャーとなった。 

 メキシコ領であったテキサスへの、アメリカからの移民を規制しようとするメキシコ政

府とテキサスの間に立って、オースティンは東奔西走していたが、1834年、メキシコシ

ティーに向かう途中、反乱罪で逮捕され、テキサスに戻ることができたのは1835年で

あった。 

 1835年10月、テキサス独立戦争が始まり、1836年4月21日サンジャシントの戦いで

勝利したことで、テキサスは、テキサス共和国として独立した。オースティンは、当選

確実を確信しつつ8月4日に大統領に立候補することを表明。が、選挙の2週間前に

サム・ヒューストンが立候補したことで、苦杯を喫した。 

 同年10月、ヒューストン大統領は、オースティンをテキサス上院長官に任命。しかし

その2ヵ月後の12月27日、オースティンは肺炎のため新首都コロンビアで死亡。遺体

は、オースティン市の州立墓地に埋葬された。最後の言葉は、「テキサスの独立が承

認されたぞ!新聞を見たか?」であったという。 

参照：The Handbook of Texas  
https://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/fau14 
                                             （佐藤 暁子） 
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 4年前の2012年5月にヒューストンにやって来ま

した。 

 2011年の暮れ、主人より駐在になりそうだと聞

いた日は、ずっと待っていた言葉のはずだった

のに、東京での子育て環境が充実していた為す

ぐに喜べず、「嘘だ〜、嫌だ〜」と泣いてしまい、

主人に「おめでとう」の一言を先に言ってあげら

れなかった事を後悔と共に思い出します。 

 年が明けてからはヒューストンについて調べま

くり、こちらに来るまでには同じ年のお子さんを

持つ、同世代のママ友数人と繋がりを持つよう

になっていました。こうした関係があったからこ

そ、こちらに来てから寂しい思いをする事もなく、

生活にすんなりと入っていけたのだと改めて感じ

ます。 

 昔、アメリカにて免許を取得していた事が幸い

し、運転も苦ではなく2ヶ月後くらいにはペアラン

ドまで遊びに行くほどに交友関係は広がってい

ました。それにしても大変驚いた事は、出会った

方達は本当に皆さん手先が器用で一芸に秀で

ている方ばかり。料理や、裁縫、クラフトと多岐に

渡っており、お教室を開催してもらいながら友人

達と楽しい時間を過ごし刺激をもらっています。 

 他にも、来た年から読み聞かせの活動に参加

したり、昔習っていたスペイン語を再び習い始め

たり、現地のおばちゃん、おじちゃんに混じって

ジムにも通っています。またいつもは子供と同じ

コミュニティーで行動していますが、月に３回、日

本人コーラスグループ桜に参加して歌を歌ったり

もしています。ここだけは、自分だけのコミュニ

ティーとして特別感があり、活動も段々と増えて

きて新しい発見が沢山あります。 

 さて、自分の事ばかり書いてきましたが、当初2

歳3ヶ月だった娘はどうなったかと言いますと、こ

ちらに来て4ヶ月後から週3回デイケアに通い始

め、初日はこれがScreamだというほどの大声で

「ママ〜〜〜!!!!!!」と連れ去られるかのような叫

び声をあげていましたが、3回目あたりには早くも

「バイバイ」と手を振ってくれるようになり一安心し

た事を覚えています。英語は全く理解できない

状況からの園生活でしたが、持ち前の明るい性

格と社交性が功を奏し、あっという間にアメリカと

いう国と人に慣れていきました。間もなく6歳にな

る娘は、人生の半分以上をヒューストンで過ごし

ているので、反応や言葉に時々外国人を感じる

時があります。英語もかなり上手になり私の発音

を直せるようにもなってきました。その際には悲し

い反面、大きな成長を感じます。我が子ながら、

こういう人生を送る子供もいるんだなと自分の幼

少期との違いをひしひしと感じます。しかしまだま

だ5歳。すっかりディズニーマジックにかかり、

ディズニーの物なら何でも大好きです。親の都

合とはいえ、異国で元気に成長してくれている

事に感謝です。 

 ディズニーマジックと言えば、来た年の年末

年始にガルベストンからのディズニークルーズ

に乗船したのですが、さすがはディズニー！期

待を大きく上回るおもてなしで大人でもとても

楽しめました。それ以来、娘は休みがあれば

ディズニーワールドに行きたいと言うほどです。

しかし毎回ディズニーでは大人は辛い。という

事で、今しか行けない場所へ旅行をするように

もなりました。国内では国立公園に行けば、娘

はレンジャープログラムに参加しバッジを集め

るようになりました。昨年の夏はアメリカに来た

からには一度やってみたかったという思いか

ら、グランドキャニオン、グランドサークルエリア

ま で ヒ ュ ー ス ト ン か ら 自 家 用 車 で9日 間、

6,400kmの壮大な旅行をしました。これは私達

家族にとって、とても貴重な経験になった事は

いうまでもありません。そして旅行でいつも感じ

るのは、主人のフットワークの軽さとパッキンッ

グのうまさです。前もって計画がある旅もあれ

ば、前日まで予定がなかった旅も多々。でもど

の旅もいつも楽しく思い出に残る物ばかりで

す。アメリカに来ても、日本にいた時と同様に

出張も多く、忙しく仕事をしている主人がいてく

れるからこそ、私や娘は今とても貴重な生活や

経験ができています。言葉の面でも主人がい

れば怖い物はありません。本当に感謝です。

予定駐在期間も後半に入っており、いつ帰国

になるかわからない中で、残りの日々を家族3

人悔いなく過ごせたらと思っています。  

駐妻のヒューストン日記 

第136回 柳沢 賀子 さん 

日本人会クリスマス会 

 兼髙岡総領事ご夫妻送別会 

 2015年も残すところあとわずかとなった12月13日（日）に、毎年恒例の日本

人会クリスマス会と、帰国される髙岡総領事ご夫妻の送別会がPine Forest 

Country Club で開催されました。当日は11時半より受け付けが開始され、そ

の後参加者の皆さんでおいしい食事を囲み歓談を楽しみました。特にビュッ

フェの目玉であるローストビーフは長い列ができるほど人気で、また、デザート

のブレッドプディングも好評でした。 

 当日は武智会長の司会により会の進行が執り行われました。まずは髙岡総

領事からヒューストン総領事として着任してからの2年間を振り返ったお別れの

ご挨拶を頂き、その後は南理事の乾杯の音頭を合図に会はスタートしました。 

 イベントではピアニストの平田真希子さんとクラリネット奏者の佐々木麻衣子

さんによるデュエット演奏会が披露されました。クラシックに親しみのない参加

者も楽しめるよう時期に合わせたポップなクリスマスソングメドレー等も演奏し

ていただき、その華麗なパフォーマンスに参加者一同魅了されました。 

素晴らしいデュエット演奏会の

次は、オペラ指導者の戸田光

彦さんのピアノ演奏と共に、

ヒューストングランドオペラから

お招きした2名のプロオペラ歌

手に数曲披露していただきまし

た。間近で生のオペラを鑑賞

するのは初めてだったので、迫

力ある歌声に圧倒されました。

最後はサプライズで美空ひば

りさんの「川の流れのように」を流暢な日本語で歌われ、涙する参加者もい

ました。かなりの時間、日本語の発音練習をされたことと思います。 

 本会の締めは、古今亭菊志ん師匠の

落語公演でした。前夜宿泊されたホテ

ルで起こった「バター事件」などの体験

談から始まり、古典落語の「時そば」で

は会場を笑いの渦に巻き込みました。

尚、菊志ん師匠の訪米は今年で5年連

続となり、日本の落語家の米国公演記

録を毎年塗り替えています。これからも

ヒューストンでの公演を続けられるとの

ことですので、とても楽しみです。 

 年の締めくくりである日本人会クリスマ

ス会も無事終わりました。日本人会の執

行委員の皆様や多くのボランティアの

方にご尽力頂いたおかげで、2015年も

日本人会会員として多くの楽しいイベントに参加させていただきました。大

変感謝しています。2016年も1月の新年会を皮切りに、日本人会で様々な

イベントを予定されているようですので、これからも出来る限り参加させてい

ただき、ボランティアとしても頑張っていきたいと思います。   (鈴木大介) 
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なことは、高齢者は、罹患率は低いものの重症化することがあり、加齢

による免疫力の低下、慢性疾患の合併などのために重症化に注意が

必要です。治療薬としては、風邪とは異なり、直接インフルエンザウイル

スをやっつける抗インフルエンザウイルス薬があります。インフルエンザ

を疑いましたら早めに医療機関で受診することをお勧めします。 

 

予防対策： 

 ウイルス性感冒の予防としては、うがい、手指衛生(手洗い)などがあり

ます。普通感冒に対するうがいの効果については、その科学的根拠に

議論の余地があるとのことでしたが、近年京都大学のグループが合計

380人のボランティアの方を「水うがい」群と「何もしない」群に振り分けて

2か月の追跡調査をしたところ、「水うがいは」は何もしなかった群に比

べて40%感冒症状が低下したとの報告があります(ただ「ヨウ素うがい」

は「水うがい」と比べて差はなかったとのことです)。インフルエンザに対

しては紅茶うがいが効果的であるとの報告もありますが、如何でしょう

か？個人的には水うがいをお勧めします。ただ、アメリカに来て初めて

知りましたが、このうがいの習慣があるのは日本だけのようです。改めて

医学書を調べてもうがいの記載はありませんでした。一方、手洗いにつ

いては多くの医学書に記載があります。前述したようにウイルスのつい

た手で鼻や目をこすることで粘膜から感染しますので効果が期待でき

そうです。 

 インフルエンザワクチンにつきましては「ワクチンを打ったのにかかっ

てしまった」などの御批判もあります。確かに有効性(予防率)は完璧で

はありませんが、罹患したとしても、入院や死亡のリスクを下げる報告が

ありますので、ワクチン接種をお勧めします。打ち方(1回打ち、2回打

ち)や投与量に日本と若干の違いがありますが、内容はほぼ同一のよう

です(北半球と南半球では異なります)。 

 

 色々と書かせて頂きましたが、予防はうがい、手洗い、罹ってしまった

ら水分を取って良く寝ることが重要ではないでしょうか。我が家にも小さ

い息子(1歳)がおりますので、家族でうつし合わないよう注意したいと考

えております。風邪をひくと体のつらさもさることながら、気分的にも落ち

込んでしまいますよね。皆様も風邪などひかれませんよう心からお祈り

申し上げます。 

第135回 
 

    風邪とインフルエンザ  

 このページ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、 

健康と医療についてお話して頂きます。 

 前回の野村元成先生から腫瘍・血液科が御専門の船越洋平先生にバトンが移りました。 

 皆さんこんにちは、神戸大学 腫瘍・血液内科よりMDアンダーソンがん

センター(Breast Medical Oncology)に留学中で、乳癌の薬剤開発を行って

いる船越洋平と申します。2015年4月にヒュートンにやって来て最初の冬が

始まりました。寒いのが苦手な僕は、暖かいヒューストンの気候に大変満足

しているのですが、それでも朝晩はだいぶ冷え込むようになってきたと思い

ます。先月は家族揃って風邪をひき、アメリカで初めて医療機関の御厄介

になりました。慣れない場所での病気はなんであれ人を不安にさせるもの

です。そこで普段は悪性腫瘍に関わる仕事をしている僕ですが、今回は普

通感冒(風邪)と流行性感冒(インフルエンザ)について少しお話させて頂

きます。 

 

風邪とインフルエンザ： 

 風邪の原因は特定のウイルスに起因するものではなく、年中発生してい

るアデノウイルスや、主に冬季に発生するRSウイルス、春と秋に多いライノ

ウイルスなど大きく分けて10種類(細かくわけると200〰300種類)ほどのウイ

ルスによって引き起こされます。一般的に症状は、鼻水、咳、軽度の発熱な

ど軽いもので、14日以内の軽快によって定義されます。感染力はあまり強く

ありません。主に感染者の鼻の分泌物に手が触れることでうつります。今の

ところ、風邪のおもな原因であるウイルスを直接やっつける治療薬はないの

で、症状を抑える対症療法によって体力の消耗を防ぎ自然に治るのを待

つほかありません。最近では良く言われる話ですが、抗生物質は細菌を

やっつける薬ですので、ウイルスには効果はありません(風邪を直接治す

わけではありません)。 

 一方インフルエンザは、インフルエンザウイルス(特定のウイルス)によっ

て引き起こされます。症状の典型例としては2、3日の潜伏期間の後、38度

の高熱、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感など様々な症状が現れます。感染

力は強く、特に発症より最初の数日は強い感染力を持っています。直接ウ

イルスに触れなくてもくしゃみや咳によって感染してしまいます。また重要

 次回は腫瘍内科が御専門の原野謙一先生です。原野先生と

は同じ研究室でいつも大変お世話になっております。特にア

メリカに来た当初は車の買い付けや、日用品の買い物など

色々とお世話になりました。日米問わず多くの臨床研究に携

わっており、日本の腫瘍内科のリーダーとなって御活躍され

ることを期待しております。  

         MDアンダーソンがんセンター ポスドクフェロー 

             神戸大学医学部 腫瘍・血液内科 医学研究員 

                                    船越 洋平 
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 米国の商標制度では「使用主義」を採用しています。使用主義とは、商標の登

録をしなくても使用を開始した時点で商標権が発生することを意味します。商標

登録・保護に関する連邦制定法はランハム法（The Lanham Act）ですが、使用主

義の法的根拠は「コモンロー」（Common Law）という裁判所による判例により確立

されたルールで、その商標が実際に認知された地域範囲内に商標権の効力が及

ぶとされています。 

 では商標を登録するメリットとは何でしょうか。それは登録することによって、当該

の商標が登録機関の管轄の全域で使用されているとみなされることです。これを

使用の擬制（Constructive Use）と呼びます。従って、連邦の登録機関である米国

特許商標庁（USPTO = United States Patent and Trademark Office）に登録するこ

とによって、指定商品・サービスにかかわる商標が全米において使用されていると

みなされます。（注1） 但し、冒頭に解説した通り、米国では使用主義が採用され

ていることから、登録前に同じ（あるいは類似した）商標が同類の分野で使用され

ていた場合には、先に使用されていた商標が認知された地域範囲内では優先権

を持ちます。 

 既に使用されている商標の登録手続きは、出願書（現在ではOnlineで出願）に

出願人の情報、対象となる商標、商標にかかる商品・サービスの指定、商標の取

引における使用開始日を記載し、使用見本（商標が使用されている商品の写真、

広告、ホームページ等）を提出する必要があります。その後、出願番号（Serial 

Number）が割り当てられ、USPTOにおいて指名された審査官（Examining Attor-

ney）が登録可・不可（Registrability）の審査を約3か月で行います。拒絶された出

願でも、拒絶理由が通知され（Office Action）、出願内容を修正することによって

登録可となる場合があります。登録可能と判断された場合は、出願が公告され、

第三者による異議申し立て（Opposition to Registration）の期間（30日間）が設けら

れます。当該商標の公告後、期間内に異議申し立てが無ければ約3ヵ月後に登

録され、登録番号が発行されます。審査官・第三者から登録要件に関し重大な問

題の提示がなければ、6ヶ月から1年くらいで登録手続きは完了します。（注2） 

 商標登録を維持・更新するためには、登録5年目から6年目の期間に継続使用

の宣誓書（Statement of Use）および使用見本の再提出が必要です。その後は、

登録10周年毎に同様の宣誓書・見本を提出し、登録更新を行います。 

 

おまけ：よく商標の横にTMや®を見かけますが、何を意味するものかご存知です

か。TMは未登録の商標にコモンローにおいて商標権を主張していることをあらわ

し、自由に使用することが出来ます。®はRegistered Markを示すもので、正式に

登録されている商標に対してのみ使用可能です。尚、サービスに対する商標に

SM（Servicemarkの略）も使用されますが、使用目的はTMと同様です。 

 

（注1）商標の登録は州レベルでの登録と連邦レベルでの登録があります。前者は州内

のみでの使用にかかわる商標について、後者は州際取引（Interstate Com-

merce）または国際取引にかかわる商標に関するものです。通常の取引は州際

取引に影響を及ぼすので、ここでは連邦登録について説明します。また、連邦で

の登録で州際または国際取引で商標が使用されている、または使用意図（Intent 

to Use）を有することが登録必須条件である理由は、ランハム法がアメリカ合衆国

憲法で連邦政府に与えられている「国際・州際取引、インディアン部族との取引

を規制する権限」（Commerce Clause Powers）にもとづいているためです。 

（注2）未使用の商標を登録する場合、使用意図を示す必要があり、登録手続きが若干

異なります。使用見本の出願時の提出は不要ですが、一定期間内（最長36ヶ月

間まで延長可能）に使用を開始し、使用見本を提出しなければなりません。その

提出が無ければ出願は取り消されます。 

 

八木 謙一 

Doyle, Restrepo, Harvin & Robbins, LLP  
NY・TX州弁護士 

E-Mail:  kyagi@drhrlaw.com 

免責事項 

当コーナーは、読者の皆様が身近に感じられると思われる

トピックについてわかり易くかつ一般的な法律知識を提供

する場所であり、法律的又はその他のアドバイスを提供す

る目的としたものではありません。記載した内容の正確性・

妥当性の確保に努めてはいますが、その利用によって利

用者等に何らかの損害が生じた場合にも、一切の責任を負うものではありません。ま

た、読者の皆様にこれは面白そうというトピックのアイデアがありましたらメールでお知ら

せください。今後、このコーナーで皆様のご意見を可能な限り反映させていただければ

と考えています。 

日時： 2月19日（金） 8：00AM～ （朝食付） 

場所： Petroleum Club of Houston 

            1201 Louisiana St., 35th Floor   Houston, TX  77002 

参加費(朝食込み)： 一般 $55  JASH会員 $45 

講演：デニス・ブレア氏 （元米国国家情報長官・元米国太平洋軍司令官・

笹川平和財団米国会長）、トーマス・シーファー氏 （第27代駐日米

国大使）、根井寿規氏 （政策研究大学院大学教授）、ミシェル・フォ

ス氏 （テキサス大学経済地質学局主任エネルギー経済者） 

お申し込み・お問い合わせ：  

    Email: pybrown@jas-hou.org 

           またはTel: 713-963-0121にて承ります。 

 近年ヒューストン地域では、石油やガス、LNG関連、その

他各種製造など幅広い分野の日本企業の進出が続いて

います。この度ヒューストン日米協会は、日々強固になって

いる「日本-ヒューストン」の関係をテーマにした会議を、笹

川平和財団の支援を受けて開催する運びとなりました。多

くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 1．募集内容 

ロゴマークデザイン原案 1枚 

・Japan Business Association of Houston, JBAH, ヒューストン日本

商工会、のいずれかの文字を出来る限り取り入れ、ヒューストン

日本商工会にふさわしいデザインであること。 

・単色、モノクロで使用したり、縮尺を変えて使用する場合にも、

イメージや安定感が損なわれないデザインであること。 

2．応募について 

（1）応募資格 

会員、または会員関係者。（年齢、性別、国籍、プロ・アマチュア

を問いません。） 

（2）募集期間 

2016年1月15日 ～ 2016年3月15日まで（当日必着） 

募集期間内に到着したものだけが選考の対象となりますので、ご

注意ください。 

3．選考等について 

（1）選考方法 

①ガルフストリーム編集委員会で優秀デザイン原案3点の選考を

行い、理事委員会にて最終選考を行い採用原案を決定します。 

②応募の状況によっては、採用デザイン無しということもあり得ま

すのでご了承ください。 

（2）審査結果の発表 

2016年6月下旬頃ガルフストリーム6月号で発表予定です。 

デザイン原案採用者等には別途ご連絡します。 

（3）賞金 

最優秀賞（採用デザイン）1点 100ドル 

※応募方法等を含む募集要領はヒューストン日本商工会ホームペー

ジをご覧ください。 http://www.jbahouston.org/ 

 

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 

 

 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、愛着を深めることが期待されます。 

 下記のとおりロゴマークの原案を募集しますので、皆様ふるってご

応募ください。 

開催のお知らせ 

 The Japan-Houston Relationship  
 in the New Japan-USA Dynamic  

mailto:kyagi@drhrlaw.com
mailto:assist@jbahouston.org


January 17: Chevron Houston Marathon @ 

Downtown Founded in 1995, the Chevron Hou-

ston Marathon's Run for a Reason charity program 

links thousands of runners with participating non-

profits and provides a platform for charities to 

raise awareness and funds as well as educate oth-

ers about their cause.  

http://www.chevronhoustonmarathon.com/ 

January 18 @ 10:00am: 22nd Annual Martin 

Luther King Jr. Parade @ San Jacinto St & 

Elgin Street Houston Celebrating! Its 21st Anni-

versary, the MLK Grande Parade is the third larg-

est Parade in the U.S. behind The Rose Parade and The Macy’s Day Parade. See the web-

site for further information at:  http://mlkgrandeparade.org/ 

January 27-31 Houston Auto Show @ Reliant Center :  The 206 Houston Auto Show 

is shifting into high gear with over half a million square feet of the latest vehicles from the 

world’s top automakers. For the past 30 years.  http://www.houstonautoshow.com 

January 29-February 3  Mardi Gras @ Galveston: Twelve days of drunken beachy 

goodness. They’ll have events ranging from sporting events to parades to concerts to just 

general mayhem.  http://www.mardigrasgalveston.com 

February 5-7 Cheer America National Championships @ Reliant Energy Get ready 

for Texas' largest, most prestigious and independent National Championship in Texas! 

The 2016 Cheer Bowl & Freedom Dance Nationals! Admission $20, Children 5 and under 

are Free. http://nrgpark.com/events/sports-events/cheer-america-cheer-bowl-2015 

February 13-14  Lunar New Year @ Viet Hoa Center  8388 W. Sam Houston Park-

way South Every year the Chinese Community Center hosts the premier event in South-

west Houston, the Lunar New Year Festival. The Lunar New Year Festival is a market 

place of family fun, Chinese cultural awareness, community outreach, and business pro-

motion. http://lunarnewyearhouston.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 
 

あけましておめでとうございます。新年1月号の「ガルフストリー

ム」です。年末年始をごゆっくり過ごされた方、旅行でリフレッシュ

された方など、いろいろかと思います。私で言えば、食べ過ぎて

重くなった体をどうしようかと思っている頃になります。今年は申年

なので、彼らのように体を動かしていればよいのでしょうが、なか

なかそのようにはいきません。そんな私にも刺激になる記事が今

号のガルフストリームには載っています。 

今号のガルフストリームは、商工会会長の年頭のご挨拶と2015

年12月に着任された天野哲郎 新総領事の年頭・新任のご挨拶、

商工会議事録、会社紹介、テキサス会「商工会会長杯」開催報

告、昨年5月の洪水のため新調されたカーペットの総領事公邸

で、日本企業4社1機関の紹介とともに行われた天皇誕生日レセ

プション、また、12月に開催された為替講演会の報告、ピーカン

キ ッ ズ、補 習 校 の 工 場 見 学、「健 康 な2016年 を 目 指 し て」、

「BASKETBALLを楽しもう」、イラスト入りでわかりやすいヒュース

トンヒストリー、駐妻日記、クリスマス会の報告記事、この季節役立

つ内容のテキサスメディカル、日本人商工会のロゴマークの募

集、「米国商標制度101」、JASHセミナー告知、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。 

商工会ロゴマークについては、選定されれば、今後の商工会

のイベントでも使われるそうです。皆様、ふるってのご応募をお願

いいたします。今年が皆様にとって、よい年になりますように。本

年も「ガルフストリーム」を宜しくお願い申し上げます。  

（佐藤大地） 

 

 

お詫びと訂正 

 前号（2015年12月号）3ページ

「髙岡総領事離任挨拶」の中で、

カストロ議員の写真のキャプショ

ンに誤りがございました。 (当時

サンアントニオ市長)は、カストロ

議員のお兄様でした。ご本人は

連邦下院で日米友好議員連盟

ジャパンコーカスの会長をも務め

ておられます。お詫びして訂正

いたします。 
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