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編  集  後  記 
 

 今年4月は天候に恵まれて、ジャパンフェスティバルとソ

フトボール大会が予定通り開催されました。ジャパンフェ

スティバルでは、小さなお子様から大人の方まで、それぞ

れに楽しんで頂いたことと存じます。ソフトボール大会も、

参加チームが18に増えて熱戦が繰り広げられたそうで

す。 

 さて、今月号では編集委員によるお勧め観光地を紹介

します。候補となる地域が多数に上ったため、今回は米

国内に限定しました。ヒューストンに近いところ、遠いとこ

ろと様々ですが、皆、出かけて良かったと感じた所ばかり

だそうです。夏休みの計画のご参考になれば幸いです。 

 なお、4月17日の経済講演会は、誌面の都合で6月号

に掲載します。悪しからずご了承下さい。今後も「ガルフ

ストリーム」を宜しくお願い申し上げます。 

（白木 秀明） 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 
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 ジャパンフェスティバルは4月12日（土）、13日（日）の2日間に亘り開催さ

れました。最終日の終了直前に雨が降りましたが、開催期間中、時折晴れ

間が見られる爽やかな天候のもと多くの来場者を迎えることができました。 

日本商工会は、今年もキッズ縁日を担当、金魚すくい、スーパーボールす

くい、ヨーヨー釣り、輪投げ、ガラポンを出店しました。商工会会員とご家族

の皆様から延べ195名のボランティアに参加いただき、キッズ縁日、ドリンク

ブース、チケットブースでご対応いただきましたが、キッズ縁日は両日合

計、9,758枚のチケットを売上げ、延べ5,798名の方々にご来場いただきまし

た。小さなお子様から大人まで、日本人以外の方々にもお楽しみいただ

き、夢中になる余り金魚プールに体を突っ込んでしまったり、景品獲得の

ため輪投げやガラポンに何度も挑戦する姿が見られ、様々な楽しむ姿が

印象的でした。 

 今年も大盛況に終えることができたのもボランティアの皆様のお陰であ

り、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

 

ヒューストン日本商工会 副会長 

（ジャパンフェスティバル担当） 

米州住友商事 及川毅 

 

子供たち。自然に「だ・る・ま・さ・ん・が」と声を出して、一緒に読んで

くれました。次は「こうま」。暖かく、柔らかなタッチで描かれたこうまさ

ん。「うまれたよ」「たったよ たったよ」。思わず応援したくなります。次

は、「のせて のせて」。0歳から楽しめる「松谷みよ子あかちゃんの本」

シリーズで、長い間親しまれている絵本です。三水会センターにはこ

のシリーズが揃っていますので、他の本もぜひ読んでみてください。

次は「にんじん」。赤ちゃんから楽しめる絵本です。きり絵風に優しく

描かれています。うま、きりん、サル、かばなど、にんじんが大好きな

動物さんたちがたくさん出てきます。次は「きいろいのはちょうちょ」。

ちょうちょの形の穴の仕掛けが楽しい絵本です。きいろいのはちょう

ちょのはずと思いこんでいる男の子。きいろいちょうちょをさがしま

す。でも、ちょうちょじゃなかった...。木の実や風船でした。「あれれ？

きいろいのはちょうちょじゃない」。言葉のリズムも軽快で、ページを

めくるのが待ちきれない絵本です。 

 最後に、「だるまさんが」の大型絵本が再登場。普段は「手はおひ

ざですよ」「静かに聴いてくださいね」と言っていますが、今日は違い

ます。「さあ、みんな立ってください。お父さんお母さんも一緒にどう

ぞ」。何をしたのでしょう...。「だるまさんになってみましょう」。そうで

 変更がある場合もございます。三水会セン

ター内ポスターやヒューストンなびでもご確認く

ださい。 
 スタッフは、随時募集中です。ご興味をお持

ちの方やお問い合わせは、次のアドレスまでご

連絡下さい。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 

●今後の開催予定 
＜あそぼーかい＞  
5月24日（土） 9時30分～ 

5月30日（金） 10時30分～ 

6月と7月はお休み  

＜絵本読み聞かせの会＞ 
5月17日（土） 

9時30分～ 3歳以上を対象とした絵本 

10時00分～ 3歳未満を対象とした絵本 

6月11日（水） 

14時00分～ 小さいお子さんから小学

生のお子さんを対象にした本 

 ブルーボネットがきれいに咲きそろった4月12日土曜日、

ピーカンキッズ読み聞かせの会は、新しいお友達をたくさん迎

えて、にぎやかに開催することができました。 

 今月も「始まるよ」の手遊びをみんなで元気に歌いました。二

回目なので、覚えてくれているお友達も多く、とても嬉しかった

です。三歳以上の部の最初は「あしたうちにねこがくるの」。は

じめておうちでねこを飼うことになった女の子、わくわくどきどき

しながら、かわいいねこだといいな、こんなねこちゃんなら困っ

てしまう…と、女の子の空想が広がります。いったいどんなねこ

が来たのかな。次は砂場でつくったもの、これなーんだ？「な

ぞなぞすなあそび」。なにができたかな。「ケーキだよ」「やま」

と、みんな大きな声で答えてくれました。次は「でんしゃで いこ

う」。山の駅から海の駅まで、トンネルをぬけながら電車が進み

ます。美しく描かれた周りの景色、ページごとの乗客の様子、

「デデン ドドン」「デデン ゴゴー」「デデ ドド」微妙に変わって

いく電車の音、まるで本当に乗っているような楽しみがぎゅっと

つまっています。この絵本は読み終わると、後ろから、また読

むことができます。最後に「でんしゃで かえろう」と、絵本の題

名がついているのはそのためです。電車好きの男の子はもち

ろん、電車に興味がなくても、着いたらすぐに帰りの電車に乗

りたくなります。また読んでとリクエストが聞こえてきそうな、そん

な絵本です。次は「おべんとう、なにからつめようかな。」と始ま

る絵本、「おべんとう」。次々とおいしそうなおかずがでてきま

す。 炊きたての湯気いっぱいのご飯、卵焼き、ミートボール、

デザートのイチゴも入ります。お話を聞いているとお腹が空い

てきますね。そこで、おべんとうの歌を歌って腹ごしらえ。みん

な大きな声で歌ってくれました。最後は「とりかえっこ」。かわい

いひよこさんがピヨピヨ鳴きながらお散歩します。ねずみさんに

出会ったひよこさんは、鳴き声をとりかえっこしようといいます。

「ちゅうちゅう」と鳴きながら散歩を続けます。すると今度は、ぶ

たさんに出会います。ひよこさんの鳴き声は、「ぶーぶー」。最

後はどんな泣き声になったのかな。「ピヨピヨ」がどんどん変化

していく様子を楽しむ、ほのぼのとしたかわいい絵本です。 

 三歳未満の部の最初は、「こんこんきつね」の手遊び。これ

も、一緒に歌ってくれるお友達がふえました。 

 最初はみんなが大好きな大型絵本「だるまさんが」。だるまさ

んのユーモラスな姿に、隣のお友達と顔を見合わせ笑い合う

生活・情報委員会だより 

      ～絵本読み聞かせの会～ 

す。みんなでだるまさんになってみました。「だ・る・

ま・さ・ん・が」と体を左右に揺らしながら、大きな声

で一緒に読みました。ビヨーンとのびたり、プシュー

とつぶれたり...。とても楽しかったです。かわいい笑

顔でいっぱいになった読み聞かせの会でした。 

 5月で通常の読み聞かせの会は夏休みに入りま

すが、補習校の幼稚園や小学校に上がったお友

達にも参加してもらえるよう、夏休みの読み聞かせ

の会を6月に予定しています。大きいお兄さんお姉

さん、たくさん聞きに来てください。 

 また、今回からキッズルームにスタッフが選んだお

勧めの絵本と、今日読む絵本を飾りました。早速手

にとって借りてくれるお友達もいました。お勧めの本

のコーナーでも、どんどんお勧めの絵本を紹介して

いきたいと思います。ぜひご覧になってください。 

 読み聞かせの会の対象年齢はおよその目安で

す。幅広い年齢のお子さんが一緒に楽しめるような

絵本を選ぶように、心がけています。お父さんお母

さんのおひざの上に座ったままでも、時々立ち上

がったり、絵本に触りたくなったりすることがあって

も、絵本が大好きになっていくと、だんだんと静かに

聴いてくれるようになります。遠慮なさらず、ぜひ聞

きにいらして下さい。絵本が大好きなお友達がどん

どん増えることを願っています。 

 4月12日（土）、13日（日）の2日間にわたり、第21回ジャパ

ン・フェスティバルがハーマン・パークの日本庭園付近で開催

され、12日の開会式では、ガルフストリーム4月号でもお知ら

せしているとおり、大賀ハスの贈呈式が行われました。 

 開会式では、まず髙岡総領事が、ジャパンフェスティバル開

催にあたって、日米協会、日本商工会、日系米国人市民連

盟、日本人会を称えるとともに、ジャパン・フェスティバルは、

多様な文化を受容するヒューストンに日本文化を紹介できる

重要な機会であるとの挨拶を述べました。また、商工会土光

会長が、商工会加盟企業に対するヒューストンのホスピタリ

ティへの感謝の気持ちを込めて日本文化を紹介したいと挨

拶し、会場であるハーマン・パークを管理するHermann Park 
Conservancyに日本庭園の改修・維持のための寄付金を贈呈

しました。  

 この開会式の中では、ヒューストン市を代表してピーター・ブ

ラウン・ヒューストン市国際貿易開発委員会委員長兼元市議

会議員が挨拶をし、ジャパン・フェスティバルの開催を祝うとと

もに、さらなる千葉市との姉妹都市交流の深化に対する期待

を示しました。

こ れ に 対 し、 

ヒューストンを

訪問した千葉

市 議 会 議 員3
名（川 村 博 章

議 員、小 川 智

之 議 員、阿 部

智 議 員）よ り、

ハーマン・パー

ライブ音楽 

ヒューストン日米協会jas-hou.orgでは日本語を学

習するためのクラスを開講しております。 
（詳細はhttp://jas-hou.org/index.php?
option=com_content&view=article&id= 
5&Itemid=187&lang=en参照） 
昨今の生徒数の増加に対応する

ため、日本語教師としてご活躍い

ただける方を広く募集いたします。 
ご興味をお持ちの方は

yyoshida@jas-hou.orgまでご連絡ください。 

➔4ページに続く 

Bayou Music Center: http://
www.livenation.com/Verizon-Wireless-Theater
-tickets-Houston/venue/98584 
Jones Hall: http://www.houstonsymphony.org/ 
Toyota Center: http://
www.houstontoyotacenter.com/ 
Miller Outdoor Theatre: millerout-
doortheatre.com/  
Reliant Park: http://www.reliantpark.com/ 

<The Museum of Fine Arts Houston>  
(713-639-7300 visitorservices@mfah.org 
www.mfah.org 木曜は入場無料) 
<Contemporary Arts Museum Houston> 
(www.camh.org) 
<Houston Museum of Natural Science> 
(One Hermann Circle Drive  
www.hmns.org) 
<The Menil Collection> 
(1515 Sul Ross 713-525-9400 http://
www.menil.org 入場無料 Open: Wed-Sun 
11:00am-7:00pm) 

NBA/Houston Rockets 
http://www.nba.com/rockets/  

The Cynthia Woods Mitchell Pavilion: 
 http://www.woodlandscenter.org/ 
House of Blues Houston: http://
www.houseofblues.com/ 

美術 

スポーツ 

ク開園100周年を祝い、千葉市より市花の大賀ハス（1951年に千葉市で発見されたハス

の種を大賀一郎博士が育成したもので、年代測定の結果、この種は2000年以上前に

存在していたことが判明しています）が寄贈されること、同寄贈を通じ、千葉市とヒュース

トン市の姉妹都市関係のさらなる発展を期待する旨の挨拶がありました。 

 議員3名が持参したハスの根は、開会式中にブラウン委員長に贈呈され、5月1日に、

ハーマン・パークの日本庭園の池に植え込まれました。 

 この大賀ハスの贈呈に先立ち、去る3月9日から19日にかけて、日本から庭師の岩崎

博司氏と岩崎大樹氏が派遣され、日本庭園の定期保全・補修作業や、大賀ハス植樹の

ための植樹鉢の設置なども行われました。（関連記事は、ガルフストリーム4月号に掲

載）   

 日本での大賀ハスの花期は6月下旬から8月上旬の間ですが、暖かい気候のヒュース

トンでの花期はそれよりも早い時期と予想され、うまく根付けば来年にも大賀ハスの開花

を見ることができるかもしれません。 

http://www.houstontoyotacenter.com/
http://www.houstontoyotacenter.com/
http://milleroutdoortheatre.com/
http://milleroutdoortheatre.com/
http://www.nba.com/rockets/
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平成26（2014）年4月度  商工会常任委員会  議事録 

め、また鮎川事務局長の就業可能期間が限定的であることから、鮎川事務

局長のサポート人員として1名を追加採用すること、当該採用は就業条件含

め役員に一任することが2月度実施の理事委員会にて決議され、3月度理事

委員会にて1名の追加採用が報告された（ただし、就業資格要件充足の観

点から現時点では未就業。要件充足次第速やかに勤務開始予定）。 

 【承認事項】：後任事務局長の採用は処遇を含め役員に一任すること 

鮎川事務局長の後任の採用については、処遇を含めて役員に一任すること

が、過半数の賛同を得て承認された。 

６．委員会・部会報告 

①企画調査委員会 

  ＊経済講演会の開催について（中溝丘企画・調査委員長） 

会議終了後、三菱東京UFJ銀行より岩岡聰樹様、みずほ総合研究所

ニューヨーク事務所より太田智之様をお迎えし、米国経済講演会を開

催。33名の事前申込があった。 

  ＊メキシコ・エネルギーリフォームセミナーのご案内 

                                                                （中溝丘企画・調査委員長） 

6月6日にメイヤーブラウン法律事務所とJETROはメキシコ・エネルギーリ

フォームセミナーを開催する。講師は、当法律事務所の吉田弁護士及

び、ホセ・マイヤー氏の予定。申込みはイーメールにて、JETRO前田に

連絡頂きたい。 

②スポーツ委員会 

＊テキサス会進捗報告 

                   （金子公亮幹事代読：松下悦啓物資・化学品部会長代理） 

 ～メッセージ～ 

本日の常任委員会へのご出席の皆様におかれましては、ご多用の折に

もかかわらず、日頃より日本商工会の活動に対するご理解ご協力を賜

り、御礼申し上げます。テキサス会幹事団よりこの場を借りてご案内申し

上げます。第548回日本商工会・日本人会共催テキサス会「総領事杯」

は今週金曜日（4月18日（金））を申し込み締め切りと致しておりました

が、5月2日（金）まで締め切りを延長させて頂きますので奮ってお申し込

み下さいますようお願い申し上げます。季節柄、商工会をはじめ各種の

行事の多い時期ではございますが、多くの方のご参加をお待ち申し上

げております。 

参加資格は商工会、日本人会の方に限らず、日本人コミュニティー関係

者の方はどなたでも参加することができますので、家族、友人、知人、出

張者等 ゴルフをされる方の幅広い方々にお声かけ頂きご参加お願い致

します。ご寄付の方も合わせて、引き続き受け付けておりますので、宜し

くお願い致します。尚、ご提供頂ける場合は商工会事務局までご郵送く

ださい。 

③文化委員会 

＊2014ピクニックについて（藤井一彦文化委員長） 

5月11日(日)、ゴードンランチにて開催予定。本年度はソフトボールの決

勝戦はなしとなっている。4月16日に各社へボランティアの申込み、ラッ

フルチケットの事前購入等を送付している。4月30日必着にて商工会ま

でメールにて送付をお願いする。ラッフルチケットは事前抽選となり、当

日結果が貼り出される。補習校より補習校ソフト部の活動資金捻出の

為、オークション開催依頼があり、本年度もピクニック会場にてオークショ

ンが行われる。賞品はテキサスレンジャーズのダルビッシュ、ニューヨー

クヤンキーズの田中、ロイヤルズの青木等より賞品が提供される予定。 

④生活・情報委員会 

   ＊古本市関連報告（大内裕子生活・情報委員長） 

    5月17日（土）12時から4時まで古本市が開催される。古本市は元婦人部

のボランティアにて成り立っている。当日のボランティアの声がけをお願

いしたい。開催案内メールは商工会全会員及び配偶者、図書館利用

者、グレータ―ヒューストン日本人会に発信する予定。フライヤーについ

ては、補習校にて配られる。金額は3冊＄1となっている。 

  

７．事務局連絡事項（鮎川史代事務局長） 

  ＊会員消息＜別紙＞ 

         

日  時： 平成26年4月17日（木）13：00 ～13：45 
場  所：  United Way Community Resource Center  
                                                               (50 Waugh Dr., Houston, TX 77007) 
出席者： 名誉会員1名、常任委員27名、正個人会員6名(常任委員代理)、

事務局長 

司  会： 金子公亮幹事 

  

１．商工会会長連絡事項（土光辰夫会長） 

①今月に入り、補習校の入学・入園式に参加した。先月の卒業・卒園式

の際に予定していた入学・入園予定人数を越えていた。2年間校長として

勤められた山岡前校長に代わり、4月より山崎校長が着任されている。 

②先週末にはジャパンフェスティバルが盛大に開催された。昨年のジャパ

ンフェスティバルより更に参加人数が増えたように思えた。多数のボラン

ティアの方々をはじめ、ご協力頂いた方々には感謝したい。春はイベント

が多く、5月4日宇宙セミナー、11日ピクニック、18日総領事杯テキサス会と

引き続きイベントが続く。ご家族を含め、積極的なご参加、ご支援をお願

いしたい。 

③Greater Houston Partnershipイベントとし、総領事ご出席のもと、5月13日

にパネル朝食会が開催される。三井物産、東芝がパネラーとして参加予

定。 

④5月末、帰国となる為、商工会会長任期途中ではあるが退任となる。商

工会規定により、現在、第一副会長である、北米三菱商事の高杉禎様に

会長をお願いすることとなる。 

２．総領事館連絡事項（岩田慎也領事：髙岡望総領事代理）  

①千葉市議会議員3名がジャパンフェスティバルの開催に合わせて来訪

した。一行は、千葉市の市花である「大賀ハス」の根を10本持参し、

ヒューストン市に寄贈した。また、ヒューストン市議会本会議においてパー

カー市長より一行が紹介されるとともに4月15日を「ヒューストン・千葉友好

の日」とする宣言書が手交された。 

②来る5月13日にGreater Houston Partnership（GHP）主催で「Coffee with 
the Consuls -Doing Business with Japan」が開催される。総領事館ホーム

ページの新着情報に関連情報を掲載しているので詳細は右を参照頂き

たい。同イベントには、主に米側企業の参加が見込まれているが、この機

会に米側企業とネットワークを拡げたいと考えている日系企業があれば参

加頂ければ幸いである。また、追って総領事館より商工会加盟企業の雇

用規模、投資額等に関しての照会のメールを発出させて頂く予定であり、

対応方宜しくお願いしたい。 

③5月下旬、髙岡総領事がペリー知事と会談予定であり、日系企業より州

側に対する要望があれば同知事に伝えたいと考えている。追って総領事

館より具体的要望の有無等につき照会させて頂く予定であり、対応方宜し

くお願いしたい。 

３．2014ジャパン・フェスティバル関連報告 

                       （猿川秀正会員：及川毅副会長代理） 

4月12日、13日と予定通り開催され、無事に終了した。本年度のボランティ

ア総数は約195名(2日間合計）と昨年を上回った。本年度のチケット販売

は9758枚。昨年比＋600枚弱となった。寄付総額は$36,420となった。 

４．日本庭園清掃活動の結果報告 

                                       (金子公亮幹事代読:加藤眞人特命理事代理） 

 ～メッセージ～ 

日本から招聘した庭師2名による日本庭園のメンテナンスが終了し、ジャ

パン・フェスティバルを翌週に控えた4月5日（土）に清掃活動を実施しまし

た。商工会、日米協会、日本人会などから計35名程度のボランティアの

方々に参加いただき、午前9時から2時間半ほどで庭園および茶室の清

掃を完了いたしました。ご協力に感謝申し上げます。 

５．幹事報告（金子公亮幹事） 

①2月末に一身上の都合によりライブロック事務局長が退職された。 

②後任事務局長として、2月度実施の理事委員会において鮎川史代さん

の就任が決議され、同月より就業を開始している。 

③行事集中時期の速やかな対応を確実にし、人的リソースを確保するた 

 
Jackson Lake 
（ワイオミング州） 

 Antelope Canyon  
（アリゾナ州） 

大自然の生みだした造形美を堪能できます。

とっても神秘的。 

 Fossil Rim Wildlife Center  
（テキサス州） 

ヒューストンから車で4時間ほど北上したGlen Roseに

あるサファリパークです。大きな規模ではありませんが

車に乗ったまま動物にえさを与えることができます。施

設内には宿泊できる施設もあります。 

http://www.fossilrim.org 

 Gaylord Texan Resort 
（テキサス州） 

ダラス近くのGrapevineにある巨大高級ホテル。 

１０エーカーもの広さのParadise Springではウォータース

ライドなど家族で楽しめる施設が盛りだくさん。夏は

Summerfestというファミリーイベントも連日開催。のんび

り優雅にホテルで過ごしたい家族にお勧め！ 

写真：http://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/  

 
 

Quincy 
（マサチューセッツ州） 

ボストン郊外。第2代大統領のジョン・アダムズ、

第6代大統領ジョン・クインシー・アダムズ、独立

革命時の政治家および実業家ジョン・ハンコック

の出世地として有名。アダムズ一家のマンショ

ン（写真）のツアーは歴史を感じさせます。2008

年に HBOで放送されたミニシリーズ「John 

Adams」鑑賞後は感動も倍増。夏のボストンは

快適です。 

 Everglades National Park 
（フロリダ州） 

美しい湿原でのトレイルや、ワニに出会えるクルーズ

など、世界遺産にも登録されている雄大な自然に触

れられる場所です。 

 
Napa Valley 

（カリフォルニア州） 

ワイン好きなら一度は行ったことがあると思います。子供

も楽しめるBBQコーナーがあったり、テキサスや日本にい

るワイン好きな家族・友達へのプレゼントを買ったり、楽し

みを共有できる旅行先ではないでしょうか。 

 Clearwater Beach 
（フロリダ州） 

「一番きれいなビーチ」のトップ10に毎年ランクインす

る観光地。タンパから車で海の中にかかった橋を渡っ

て20分ほど。白い砂、透き通った水、北から避寒にき

た人たちは、12月でも上半身裸で日光浴を楽しむ暖

かい天国のようなビーチです。 

賑やかなClearwater Beachから更に車で20

分ほど海岸線に沿って南に下ったSunset Beach。ウミガ

メの産卵地として保護されている地元の人御用達の静

かで美しいビーチです。 

 Sunset Beach 
（フロリダ州） 

ガルフ編集委員がお勧めする 

湾内クルーズの海賊船 

に行きたい 

Jackson Lakeは、Jackson AirportからYellowstoneに向かう

途中にあります。ちょっと回り道をするだけで、雪山を背景

にした様々な景色が楽しめると思います。 



 
りしながらだと楽しく出来ます。また、夜は焚き

火を囲みながら星を眺めたり、空の色が刻々

と変わる朝焼けの中、白い息を吐きながら飲

むコーヒーは、キャンプならではの楽しみで

す。 
帰り道では、アメリカのドライブスルーに初

挑戦。といっても「俺は運転頑張っているのだ

から、注文はおまえ達が頑張れ！」と主人に

言われ、オーダーの為のマイクは運転席を通

り過ぎ、その後ろに座っていた次男の前に。し

どろもどろで注文を伝え「5meals」と言うと
「5milk!?」と聞き返されてしまい、一斉に「No! 
Coke  Please！」と叫びました。 
そして、昨夏再びY家とイエローストーンに

キャンプ旅行へ。今回は 1600マイルの道のり
です。今から思えば RMNPは近かったなあと
コロラドを通り過ぎながら思いました。イエロー

ストーンからの帰途はハプニング続きでした。

ハイウェイを横切る親子連れの鹿を轢きそう

になったり、悪天候で 7時には真っ暗になり、
しかも嵐の中、光一つ無い荒野の中をヘッド

ライトだけをたよりに運転した時は主人も相

当怖かったようです。翌日出発しようとしたら

タイヤの一つがパンク。運良く目の前にタイヤ

屋があり、開店時間前でしたが、修理してもら

えてたった40分のロスで出発することが出来
ました。スピード違反でまた捕まったことも含

め（今回は記念写真無し）過ぎてしまえば、み

んな良い思い出です。いつか（主人の定年

後？）アメリカ中のNational Parkをキャンプし
ながらドライブ旅行してみたいです。 

「8月、コロラドへキャンプに一緒に行きませ
んか？」そんなメールが届いたのは、今から 3
年前、アメリカに来て 4ヶ月目のまだまだ新生
活に夫も子ども達もサバイバル状態の時でし

た。誘ってくれたのはご近所の日本人、お友達

の Y さんご家族。やっと普段の生活には困ら
なくなった頃でしたが、コロラドのロッキーマウ

ンテン国立公園（RMNP）までのロングドライブ
に加えキャンプなんて……と不安ながらも、自

分達だけでは絶対無理であろうキャンプ旅行

の絶好の機会と思い、二つ返事でご一緒する

ことにしました。 
早速 RMNP のホームページからキャンプ

サイトの予約を入れ、キャンプ用品を amazon
で購入し、AAAに加入して補習校近くの営業
所でロードマップを作って貰いました。ロングド

ライブのあと、いきなりキャンプはハードすぎる

ので、初めの 2泊は RMNPの入り口の町エス
テスパークのホテルを予約しました。その二日

間は主人が高山病に苦しんだので結果的に

これは良い選択でした。 
こうして準備を整え、車に荷物満載で金曜

の午後 1 時に出発しました。Y 家の車の後を
必死について行く我が家の為にこまめに休憩

を取ってくれたので、今から思うとのんびりとし

た行程で（今ならアマリロまで行ける）、ウィチタ

フォールズに 9pm 到着。アメリカ人の英語の

先生から絶対夜の運転はしないようにと言わ

れていたので、まだ西の空がうっすらと明るい

うちにぎりぎり間に合ってよかったです。 
二日目にやっとテキサス州から抜け出し、
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ヒューストン日本語補習校 

入園・入学式 

 春の暖かい天候に恵まれ、平成26年4月5日、ヒューストン日
本語補習校で入園・入学式が行われました。真新しいブレ

ザーやワンピースに身を包んだ新入生が、家族に見守られな

がら期待と不安を胸に、新生活への第一歩を踏み出しました。 
 ここ数年、ヒューストンでのシェールガス・オイルブームの影

響もあってか日本人の数が増加してきており、今年度は、幼稚

部40名、小学部1年50名、中学部1年23名、高等部1年12名の
総人数125名と昨年に比べ12人多い入園・入学となりました。 
 式では、新任の山崎校長先生が、4年前に若田宇宙飛行士
から補習校に頂いた言葉「夢、探究心、思いやり」を紹介され

ながら、「この三つの言葉を心に受け止め、この学校でみんな

で明るく元気なあいさつを交わし合い、一生懸命勉強して、自

分の夢を育んでいってほしいと思います。」と激励。渡部首席

領事からは、「どうか勉強するときは思いっきり勉強し、遊ぶとき

は思いっきり遊び、そして日本人、アメリカ人を問わず、できる

だけ多くの友だちをつくり、これからの学校生活を精一杯満喫

してください。」とお祝いの言葉を頂きました。 
 中学部の新1年生を代表して藤井泉さん、米林理沙さんが、
「現地校の友達や先生に、もっと日本の事を話してあげたい、

知ってもらいたいと思っています。そのためには補習校で日本

の事、日本語、文化や歴史についてもっともっと学んでいきた

い」、「私たちは、失敗を犯すものですが、その失敗から学び、

新たなチャレンジへ臨みたいと思います。」と誓いの言葉を述

べました。 
 新入生を含めて全校生徒421名と昨年度末より40名多い、新
校長のもとでの新しい船出です。この中から、補習校で「夢、

ヒューストン日本商工会 

１．会社の業務内容等について 

 当社は、シールエンジニアのトップカンパニーと

して、時代に求められる製品はもちろん、次代で

必要となる技術を開発・提供し続けてきました。そ

の範囲は広く、オイルガス、プラント、半導体製造

産業、自動車産業、発電所、電気・電子機器産

業、航空産業…と多岐にわたっています。 

 日本バルカー工業の100％出資子会社である

バルカーアメリカは、主に半導体産業向け高機能

エラストマーシール材の販売および技術サポート

を半導体製造メーカーなどに提供しています。今

後、このノウハウをテキサス地区のオイルガス、プ

ラント系のビジネスに生かしたいと考えています。 
 

会社紹介 

Valqua America, Inc. 

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。 

 サンアントニオ、ダラス、オースチンには事務所

（sohoを含め）を持った経験がありますが、ヒュース

トンは初めてのチャレンジです。初めてヒュースト

ンに来た時は東南アジアのタイ、バンコクに似て

いると思いました。それは郊外のトロピカルな雰囲

気もそうですが、人が非常に朗らかでフレンドリー

である事です。そしてなにより、この町は将来性が

ありますね。何れは全米最大の都市になるのでは

ないでしょうか。 
 

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。 

 カリフォルニアで10年以上暮らした経験からゴル

フが大好きです。又、昔、香港に長く住んだ経験

から日本料理以上に中華料理が好きで、その意

味でも私にとってはヒューストンは過ごしやすそう

です。 

増田 芳正 さん 
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By 
Kumiko 

No.74 

丘が連なる起伏に富んだ景色の中、アップダウン

の道を快調に飛ばしていたら、峠を下ったところ

に Police carが待ち構えていて、あの派手なライト
とサイレンを鳴らしながら追いかけられる羽目に。

昨夏のイエローストーンへのキャンプ旅行でもス

ピード違反で捕まり、幸いその 2回とも Warningだ
けで済みましたが、五十嵐家キャンプ旅行の恒例

とならないよう気をつけなければ！優しそうな

Officerだったので、パトカーの前で主人と記念写
真まで撮らせて貰いました。 

RMNP のキャンプで、娘達はジュニアレン

ジャーのプログラムに参加して最終日にバッチを

もらいました。山の頂へのトレッキングや料理の準

備、片付けなどのちょっと辛いことでも友人とお喋

探究心、思いやり」を育んだ、若田宇宙飛行士のような世界で活躍できる人材が将来現れることを期待し

ています。新入園・新入学生徒の保護者の皆様方、本当におめでとうございました。 
＜補習校運営委員会＞ 

第116回     

五十嵐恵理 さん 
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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の方々にリレー方式で次々とご登場頂き、読者の

皆様の健康に関する話、メディカルセンターの様子など連載記事としてご紹介しています。 

前回の原尾美智子先生から消化器外科がご専門の須藤一起先生にバトンが移りました。 

第115回 
 

コーヒーは体に良い？  

医師 

（MD Anderson Cancer Center 

消化器腫瘍内科 研究員 ） 

須藤一起   

国立がん研究センターを中心に行われた研

究で、肝がんとコーヒー摂取に関する研究が

2005年に発表されています。日本人約9万

人を調査した結果、コーヒーをほとんど飲ま

ないと答えた人に比べて、ほぼ毎日飲む人

で肝がんの発生率が約半分、1日5杯以上飲

む人で4分の1以下でした。 

 

 他にも子宮体がん、前立腺がん、食道が

ん、大腸がんを減らすかもしれないという報

告や、一部の乳がんや膀胱がんが増えると

いった報告もあります。その一方で関連がな

いといった研究結果や、逆の結果もありま

す。ここでは書ききれないくらい様々な研究

結果があり、その解釈には注意が必要で

す。後半でそれに触れたいと思います。 

 

● なぜコーヒーが病気と関連するのか 

 コーヒーには抗酸化物質、ポリフェノール、

カフェインといった多くの活性化合物が含ま

れています。コーヒーに含まれる化合物の一

部は炎症やインスリン抵抗性を抑えると考え

られています。炎症は多くの病気の原因にな

ります。インスリン抵抗性とは糖尿病の原因

になるもので、インスリンというホルモンに対

する感受性が低下することです。しかし、

コーヒーが健康に影響するメカニズムに関し

ては、よく分かっていない事のほうが多いの

です。 

 

 肝機能が悪い状態ではコーヒーを飲む量

が減るという研究もあります。肝炎があると肝

機能は悪くなりますし、肝がんも増えます。

「肝がんの原因となる肝炎がある人は肝機能

が悪く、コーヒーをたくさん飲めない」というこ

とが結果に影響を与えた可能性も否定でき

ません。つまり、コーヒーを飲むこと自体が肝

がん予防したわけではない可能性があると

いうことです。先に示した日本人9万人の研

究に肝炎ウイルスの感染の有無や肝機能に

関する情報が含まれておりません。アメリカ

人18万人の研究でもそのうち約600人分しか

肝炎の情報がなく、肝炎の情報を含めた解

析でコーヒーと肝細胞癌の関係性を証明す

るには統計的に不十分でした。 

 このように、本当にコーヒーを飲むこと自体

が健康に関連するのか、それともコーヒーを

たくさん飲んでいる人たちに多いコーヒー以

外の要因が関連しているのかはっきり断言で

きないことがあります。 

 

● コーヒーと健康に関するまとめと注意点 

 結局、コーヒーをたくさん飲んでいる人の方

が長生きするのかというのが最も大きな疑問

です。それに関する有名な研究があります。

2012年に発表された研究で、米国で約40万

人を対象に調査が行われました。コーヒーを

飲まない人に対して、コーヒーを1杯以上飲

む人々は死亡のリスクが低かったのです。1
日4、5杯のコーヒーを飲んでいるグループが

最も低い死亡率で、飲まない人に比べて死

亡率が男性で12％低下、女性で16％低下し

ました。この研究では、心臓や呼吸器の病

気、脳卒中、怪我、事故、糖尿病、感染症な

どによる死亡がコーヒー飲用者で低かったと

いう解析もされました。ただし、がんによる死

亡は低くなりませんでした。がんには色々な

種類があり、がん全体に関していうと、コー

ヒーを飲んでもがんにより死亡する確率が下

がるわけではないという結果でした。 

 

 コーヒーを飲むにあたって、注意すべき点

もあります。砂糖をたくさん入れたコーヒーを

4、5杯も飲めば砂糖の取りすぎになります。

今年、世界保健機関が1日の摂取カロリーに

糖類が占める割合を5％未満にするよう勧め

る新指針案を発表しました。大人ではティー

スプーン6杯分の砂糖です。カフェインの摂

取量に関しても注意が必要です。アメリカ食

品医薬品局（FDA）は健康な大人の場合に

有害な影響がない量を1日400mg（コーヒー

4、5杯分）としています。子供については調

査中で、安全なカフェイン摂取量の目安すら

ありません。 

 

 たとえコーヒーが本当に一部の病気を予防

するとしても、コーヒーを飲むだけでは十分

な予防にはなりません。例えば、日本人の肝

がんの最大の原因はC型やB型の肝炎ウイ

ルスです。日本人は今でも100人に一人は

肝炎ウイルスに感染しています。肝炎ウイル

スのチェックや治療が、肝がんの予防や発病

を遅らせるために最も重要です。 

 

 コーヒー愛好家としては、大きな研究で

コーヒー4、5杯飲む人が一番死亡率が低い

という結果が出たことには安心させられまし

た。しかし、まだまだコーヒーと健康に関して

は不明な点が多く、今後も結果を見守ってい

く必要があります。 

 はじめまして。MD Anderson Cancer Center
にて主に胃がんと食道がんの研究をしてい

る須藤一起と申します。私は毎日コーヒーを

飲みながら研究をしている、コーヒー愛好家

です。 

 2014年4月にサンディエゴで行われた米国

癌研究会議（AACR）で、コーヒーをたくさん

飲んでいる人は肝臓がんが少ないという報

告がありました。コーヒー愛好家には朗報で

す。実はこのような、コーヒーと病気の関係に

関する研究はたくさんあります。色々な研究

結果が報告されており、結局コーヒーは健康

に良いのか悪いのかよくわかりません。そこ

で、コーヒー愛好家の一人として、コーヒーと

健康に関する様々な研究結果を主にがんを

中心にまとめて、皆様と共有させていただく

こととしました。 

 

● コーヒーと発生頻度の関連が報告されて

いるがん 

 ここでは、代表例として肝臓がんをあげま

す。今年4月のAACRにおいて、米国で18万

人の成人を18年間追跡した研究の結果が報

告されました。コーヒーを飲まない人に比べ

て、1日あたり1～3杯飲むと29％、4杯以上で

は42％肝細胞癌の発生頻度が低くなるとい

う結果でした。肝細胞癌は肝臓に出来るが

んで最も多いタイプのがんです。日本からも

次回は消化器外科がご専門の三瀬 祥弘

先生です。ラグビー部出身の消化器外科

医と共通点が多く、家族ぐるみでお付き

合いをさせて頂いています。日頃から大

変お世話になっている、尊敬する先生で

す。  
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  犬と楽しむスポーツを総称して「ドッグ・ス

ポーツ」と言いますが、その中でもポピュラー

なのは、一緒に走る人（ハンドラー）の指示通

りに犬がコース内の障害物を通過する時間と

正確さを競う「アジリティ」です。生き生きと障

害物を乗り越える犬の姿と、ハンドラーと犬の

チームワークが素晴らしく、いつか挑戦してみ

たいと思っていました。 

 実際にアジリティの練習を始めたのは、

ヒューストンに引っ越して来てから1年後でし

た。ベルジアン・タービュレンのヒューゴと一緒

に、ドッグ・スクールでアジリティのクラスに参

加することにしたのです。 

 アジリティの障害物には、犬の体高に合わせ

た高さを跳ぶ「ハードル」、くぐり抜ける「トンネ

ル」、細長い板の一方の端からのぼり、途中体

重移動をしながら反対側の端からおりる「シー

ソー」、ジグザグにポールをよけながら通過す

る「スラローム」、真横から見るとAの形をしてい

る高さのある障害「Aフレーム」、歩道橋のよう

な細長い板の上を渡る「ドッグ・ウォーク」など、

種類がたくさんあります。アジリティのビギナー

向けのクラスでは、それぞれの障害物に慣

れ、ハンドラーの指示通りにジャンプしたり、く

写真2： デビュー戦は、トンネルばかりのコースを

走りました。 

ぐり抜けたりできるように、また、シーソーやA

フレームなど「コンタクト障害」と呼ばれる障害

物については、必ず踏まなければいけない

箇所を踏んで通過できるように練習します。 

 アジリティの競技会では、犬は散歩紐などを

身につけないオフ・リーシュの状態で走り、ハ

ンドラーは、かけ声と体の向きや腕の振り具

合といったボディランゲージを使って犬に指

示を出して、順番通りに障害物を通過させま

す。コースを走る間、犬が離れたところを走っ

ているハンドラーに常に意識を向け、指示に

従うことができるようにするためには、障害物

を通過する練習だけではなく、ハンドラーと犬

の信頼関係がとても大切です。呼吸をあわせ

ながらコースをクリアーしたときには、犬と協

力してひとつのことを成し遂げた達成感を味

わえるのも、この競技の魅力です。 

 2011年にアジリティのクラスに参加し始めた

わたしたちでしたが、2011年夏に娘を出産し

た後は、アジリティからしばらく遠のいてしま

いました。それでも、機会があればクラスに参

加し、3年間で20回ほどレッスンを受けて、楽

しみながら練習を重ねて来ました。 

 ヒューゴと一緒に楽しみながら信頼関係を

深めることができるドッグ・スポーツとしてアジ

リティを続けてきましたが、競技会に参加する

という夢もありました。そんな夢をかなえる機

会が突然やってきました。NADAC (North 

American Dog Agility Council)という団体の

主催するアジリティ競技会がヒューストン郊外

で開催されることを、アジリティを教わっている

インストラクターから聞いたのです。週末の予

定を確認し、参加することにしました。 

 挑戦することにしたのは、トンネルばかりが

コース内に並べられ、決められた順番に通過

する”Tunnelers”という種目と、たくさんのハー

ドルとトンネルが1つだけコース内に配置され

る”Jumpers”。さらに、ハンドラーが一定の距

離以上障害物に近づけず、犬を遠隔操作す

る”Chances”という3種目。どのような順番で

障害物を通過させるかは、出走直前に発表さ

れ、ハンドラーだけがコース内を歩いてハンド

リングをイメージする「コース見聞」の時間が

与えられます。初めての競技会参加で緊張

するわたしの目標は、まずはコースの順番を

しっかり覚えること、そしてヒューゴに丁寧に

指示を出すことでした。 

写真3： 最後のハードルを跳んでゴールインで

す。  
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川原志津香 

（家庭犬しつけインストラクター） 
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アジリティ競技会デビュー！  
 何度も競技会に参加している友人に色々

教えてもらいながら時間を過ごす間に、第1走

目の出番が来ました。結果は思いのほか良

く、コースを間違うこともなく、ヒューゴも指示

通り走ってくれました。嬉しいことに、同じグ

ループの犬の中で2番目のタイムでクリアーし

たため、2等賞のリボンを頂くことができまし

た。気を良くして第2走目、第3走目に臨みま

したが、ハードルを逆に跳ばせてしまい、やり

直しをしている間に制限時間をオーバーする

など、今後の練習課題も明確になる貴重な体

験となりました。 

 アジリティの競技会に参加するには、自分

の出走時間より前に会場に到着して、犬が待

機できる折り畳みのハウスなどを持ち込んで

設置する必要があります。また、コース見聞を

行った後も、自分の出番まで待ち、コースを

走るのは1分足らずなのに、待ち時間がその

何倍もあります。やっと2歳半を過ぎたばかり

の娘にとっては、待ち時間も長過ぎて退屈か

と思えば、夫と一緒にコースの外から見学し

て「ヒューゴ、じょうず！」と声援を送ってくれま

した。娘が「ジュニア・ハンドラー」（NADACで

は17歳以下のハンドラー）としてヒューゴと一

緒に競技会に出たいと言い出す日も近いか

もしれません。 

 娘が成長するまでの間、競技会に参加する

には、今回も娘の面倒を見ながら、カメラマン

の役割も果たしてくれた夫の協力なしには難

しいのですが、今後も、ヒューストン近郊で競

技会が開催されるときには、ヒューゴと一緒に

経験を積むために、是非また走りに行きたい

と夢が広がりました。 

写真1： 会場では、数時間の滞在に備えて折り畳

み椅子や犬用の折り畳みハウスを設置します。  

Gulf    Stream 

写真4： 制限時間内にクリアーした犬に与えられ

るリボンと、2等賞のリボンを頂きました。  

Gulf    Stream 

 4月12日・13日の両日、ハーマン・パークにて

恒例のジャパン・フェスティバルが開催されま

した。本年は日曜の午後からの雨を除けば晴

天に恵まれ、来場者も多く非常な盛況となりま

した。日本文化を紹介する数々のパフォーマ

ンスには、コスプレ･コンテスト、桂三輝(サン

シャイン)さんの落語、戸田輝彦さん指揮・佐々

木麻衣子さんクラリネット演奏での東北復興支

援ソング「花は咲く」の大合唱など、昨年は無

かったイベントもあり、観客を沸かせました。 

ヒューストン日本人会では「おにぎり」「アンパ

ン・クリームパン」「コットンキャンディ」「古本」

「Tシャツ」を販売致しました。 

 特におにぎりの販売に関しては、今年初めて

の試みで企画段階からかなりの不安はありまし

たが、多くのボランティアの皆様のご活躍のお

かげで、1,500パック、合計3,000個を製造・完

売致しました。おにぎりは当日の製造でなけれ

 今年もShowing Japanではメンバー21名と高校生ボラン

ティア13名のご協力の下、二日間に渡りブースにて日本

の小物の販売と手作りのしおりに名前を書いて差し上げ

るサービスを行いました。日曜日は雨が心配されました

が、みんなの思いが届いたかのようにお天気も持ちこたえ

てくれ、小学1年生から大人まで総勢50名で「Rokumizu 

kai Japanese Dance Academy」として無事に舞台を務める

ことができました。 

 販売ブースには、メンバーが定期的に集まり製作した和

風小物の他に、皆様からご寄付いただいた物など品数も

豊富に揃っていて、開店と同時にいらっしゃるリピーター

がいるほど、両日共に大盛況でした。 

 しおりブースでも、高校生ボランティアが手作りしたしお

りに日本語で名前を書いて差し上げるサービスが毎年大

好評で、あっという間に長蛇の列ができていました。 

 踊りの舞台は、初々しく可憐な「さくらさくら」から始ま

り、山鹿先生を中心とした艶やかな「木遣り唄」、愛くる

しく元気一杯な「ソーラン節」と続き、後半は雰囲気を

変えて艶っぽくしっとりと「長崎ぶらぶら節」、重厚感に

あふれた「娘三番叟」を凛々しく優美に、明るく軽快な

「三味線ブギウギ」はフレッシュなパワーでと、それぞ

れの演目ごとにカラーの違う舞台が繰り広げられまし

た。そして、フィナーレでは恒例の「花笠音頭」を出演

者全員で踊り、今年も華やかな舞台を皆様にご披露

することができたと自負しております。 

 子供踊りに参加してくれた日本語補習校の生徒の

皆さんは、短期間の練習にも拘わらず一生懸命練習

ば風味が落ちるため、会場に近い能勢亜子様宅にて10
人体制で行い、随時会場に搬入することと致しました。

製作班の方々にはお米の炊き具合や塩加減などを非

常にうまく調整して頂き、遂に両日で3,000個を握り上げ

ることが出来ました。おにぎりは大きさも程良く、歩きなが

ら食べることができる上に１パック４チケットという値ごろ

感もあると評判で、最後の1パックが売れた時の達成感

は、2日間の苦労を一気に吹き飛ばしました。 

 アンパン･クリームパンも根強い人気で、合計1,400個

（アンパン1200個、クリームパン200個）を完売致しまし

た。Merryland Bakery様の全面的なご協力には心から

感謝致します。アンパンは中のアンも多く非常に美味し

いとの評判で多めに購入し自宅に持って帰られる方も

居られました。 

 コットンキャンディについては昨年までは製造機をレン

タルしていましたが、今年は日本人会で購入した

自前製造機で出陣。例年同様、子供から大人ま

で幅広い人気を誇り、Japan Festival終了まで作り

続け、1,500個余りが製造されました。製作係の

方は毎年熱せられた機械の前で熱暑にご苦労さ

れますが、今年は天候に恵まれ、風がそよぐ過ご

しやすい気温のもと鋭意ご製作頂きました。 

 以上、本年もボランティアの皆様のご協力で過

去最高の成績を記録することができました。日本

人会ブースの企画・準備・製造・輸送・販売に際

しては、ボランティアの方々を始め、今回おいし

いお米をご提供頂いたSATAKE様、ふりかけそ

の他準備にご協力頂いた鮨陣様、製作会場を提

供して下さった能勢亜子様には重ねて御礼申し

上げます。 

 今後とも日本人会として地域に貢献する活動を

進めてまいりますので、多くの会員の皆様のご協

力・ご参画をお願い申し上げます。 

山本 雪  

に取り組んでくれましたので、とても見応え

のある舞台をお観せできたのではないかと

思います。これもひとえに保護者の皆様の

ご協力の賜物と深く感謝しております。 

 最後に、ご指導下さいました松本智津子

先生、山鹿恵里先生、そして、ブースの運

営、踊りの舞台制作に携わって下さいまし

た全ての皆様に心よりお礼申し上げます。 

                 （稲尾久美子） 
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予選大会。見ての通り、RRはスーパーTeenagersに支

えられたチームです。 

6 
みんな真っ黒に日焼けし大活躍。お疲れ様でした。  

①導入・住友ダッシュの紹介・昨年振り返り 

 本大会はまさに、「全員野球」ならぬ「全員ソフトボール」で、優

勝を勝ち取った大会でした。投打・守備・ベンチ・応援団の全てが

噛み合って、一日に5試合を戦い抜き、最終的には、最高の結果
を獲得することが出来ました。 

 はじめに、わが住友ダッシュについて簡単にご紹介したいと思

います。メンバーは主に米国住友商事に勤務する社員と家族で

構成されており、今年は1月末よりシーズンイン、本大会に向け毎
週土曜日に練習に励んで参りました。2009年の優勝以降、決勝
進出からは遠ざかっておりましたので、今年は5年ぶり、悲願の優
勝となりました。一昨年からは予選敗退に終わっており、今年こ

そ！と意気込み強くスタートした今シーズンでしたが、結果的には

シニア・若手・女性それぞれに強力な新戦力の加入もあり、今年

は特にレベルの高いチームに仕上がったと思います。 

 

②大会ダイジェスト 

 それでは本大会のアツい軌跡を、予選大会から簡単に振り返っ

ていきたいと思います。 

 予選1回戦は、vs Marubeni VT。前日の練習試合で湿り切って
いた打線がまさかの爆発で、最終的には15-4にて勝利を収める
結果となりました。第2回戦は、vs Clear Lake United。同チームに
は一昨年大会予選で敗退しており、リベンジに燃えた今回。本試

合も打線が好調で、2回に一挙8得点、Totalでは12得点。最終回
にはClear Lakeさんの粘り強い追い上げに苦しめられましたが、な
んとか12-5にて勝利。 

 そしていまや伝説となった決勝トーナメント準々決勝のvs Com-
ets。この試合が本大会の大きなターニングポイントとなりました。
初回に2点を先制され、本大会初のビハインド、Cometsピッチャー
の見事なコントロールに苦しめられ、予選まで勢いのあった打線

は沈黙。3回まで2-3でリードを許す苦しい展開。続く四回表、エー
ス肥後に連投の疲れが見え始め、この回2ランホームランを含む
痛恨の4失点。誰もが一瞬勝利を諦めかけましたが、住友ダッシュ
自慢の強烈な応援団に背中を押されなんとその裏一挙5得点。土

ロードランナーズここにあり、イェーイ！ 

壇場で7-7の同点に追いつき、勝負はなんと両チームキャプテ
ンによるじゃんけん一発勝負で決着される事に...選手・応援

団・観客が見守る中、ついに始まったじゃんけん。「じゃんけん

ポン！」パー対パーのあいこにざわめくグラウンド。一旦間をお

いて、ついに叫ばれた「あいこでしょ！！」の声。グラウンド全体

が静寂に包まれた後に聞こえたのは、内池キャプテンの喚起の

叫びでした。チームは沸きに沸き、あたかも優勝したかのような

瞬間でした。最終回までに接戦を繰り広げて頂きましたComets
さんの健闘無くしては、味わうことの出来なかった瞬間だったと

思います。 

 準決勝のvs Astrosでは、準々決勝の勢いそのままに序盤で6
点をリード、試合終盤におけるAstrosさんの怒涛の猛追を何と
か凌ぎ切り、8-5で勝利。    

 そして迎えた決勝vs Eaglesでは、初回にレフトオーバーの
ホームランを浴びるなど、強豪Eaglesの巧打に苦しめられまし
た。8-5で迎えた最終回Eaglesさんの攻撃は2アウトからの2ラン
ホームランで8-7に。その後4番バッターも出塁し一打逆転負け
という場面で5番バッターのショートゴロが深栖のミットに収まり
ゲームセット。つなぐ打線、鉄壁の守備、肥後の力投などによ

り、見事8-7の接戦を制す事が出来ました。 

 

③メンバー紹介 

 それでは2014年大会を制した、住友ダッシュの精鋭たちを紹
介しましょう。 

1番ショート：深栖拓哉 

 走ってよし、打ってよし、守ってよし、三拍子が揃った住友ダッ

シュの特攻隊長。決勝ではファインプレーを連発し、また甘い

マスクに黄色い声援が飛び交いました。あだ名はスー様。 

2番サード：中村光浩 

 住友ダッシュの貴重な左バッター。大会前夜に日本出張から

帰国しコンディションが不安視されましたが、当日は鉄壁の守

備、上位陣につなぐ高い出塁率と実力を遺憾なく発揮してくれ

ました。 

3番レフト：福岡史明 

 2打席連続の走者一掃
ホームランなど、本大会は打

率7割・打点10と大活躍。攻
守の活躍はもちろんのこと、

女性陣のバッティングコーチ

も務めチーム力の底上げに

も貢献。練習開始時からの

「絶対優勝！」の気合いとと

もに、有言実行の熊本球児

ここにあり！ 

4番ライト：猿川秀 

 チーム最年長でありなが

ら、住友ダッシュの4番を務め
る打線の要。高い得点圏打

率、欲しい時に一本出せる勝負強さはチーム1です。 

5番ファースト：内池源 

 言わずと知れた住友ダッシュの頼れるプレイイングキャプテ

ン。本大会はキャプテン3年目にして悲願の優勝。勝負強さは
準々決勝のじゃんけんでも健在。チーム一破壊力のある打撃

が持ち味で、本大会でもヒット連発。 

6番ローバー：郡司育子 

 女性最強ローバーといえばこの人。準々決勝では痛烈な右

中間ライナーを見事キャッチし、チームのピンチを回避。 

7番セカンド：渡部新平 

 住友ダッシュ第二の1番バッター。大会では上位・下位を繋
ぐ打撃が炸裂し、また守っては決勝において痛烈なゴロをダイ

ビングキャッチ。チームをピンチから救いました。 

8番センター：野口康二 

 強肩を誇る不動のセンター。チーム一の選球眼と、高い出塁

率で、「どこからでも得点できる打線」に貢献しました。 

9番DH：網倉哲 

 今大会のキーマンとなったのはこの人！決勝では、決勝点と

予選リーグ結果一覧 

 ＊Wild Cardは得失点差により上位2チームが選出 

決勝トーナメント結果 

＊Quarterfinal Cは同点になった為、ルールに則り各チームキャプテンによるじゃんけんにて決定。 

最終順位 

優勝：住友ダッシュ ２位：イーグルス ３位：Mitsubishi Red Diamonds ４位：アストロズ 

商工会ソフトボール大会２０１４ 優勝記 

なるセンター前タイムリーを放ち、チームに貢献。今シーズンは開幕

早々右足の肉離れに苦しめられましたが、大会当日はしっかりと実力

を発揮してくれました。 

10番ピッチャー：肥後一成 

 住友ダッシュ不動のエース。本大会は炎天下の中、5試合ほぼ全て
を一人で投げきりました。苦しい場面での粘り強い投球、また打撃に

おいては力強い打球が持ち味。 

11番キャッチャー：中村清香 

 セカンド中村の奥様である清香さんは打って守れる最強のプレイイ

ング主。予選Clear Lake戦でのクロスプレーにおけるナイスキャッチ、
準々決勝での同点打など、大活躍でした。 

監督：及川毅 

 闘志に溢れる住友ダッシュの名将。ネット裏からの冷静な分析、相

手投手の攻略法など、大会当日も名采配によりチームを優勝へ導い

てくれました。 

ヘッドコーチ兼内野手：小野瀬一之 

 プレーヤー兼シニアヘッドコーチ。今シーズンにおいては、高校野

球以来となる実戦にも復帰。長年のブランクにも拘らず、華麗にサー

ドの守備をこなし野球センスは未だ健在。 

ローバー・キャッチャー：渡部愛 

 セカンド・ローバー・キャッチャーどこでもこなすマルチプレーヤー。

住友ダッシュを支える強力な女性陣の一人です。 

内野手：坂村直紀 

 住友ダッシュが誇る強打者の一人。今シーズンは悔しくも小指の怪

我により故障者リスト入りとなりましたが、貴重な内野手として欠かせ

ない存在。 

ファースト・ピッチャー：野宮秀高 

 ラグビーで鍛えた身体能力はチームの中でも抜群。ファースト・ピッ

チャーをこなし、打っては鋭い打球が魅力。 

外野手：木内浩文 

 学生時代のサッカー経験で培った脚力が武器。大会当日は足の怪

我にも拘らず炎天下の中 声援を送り続けてくれました。かっこよくて

おしゃれなお兄さん的存在で、特に若手や女性から人気。 

内外野手：吉川慶 

 サッカー・ラグビー・マラソンなど様々なスポーツをこなす住

友ダッシュ随一の鉄人。外野・内野・ローバーなど守備範囲

の広さに定評あり。 

外野手：寺尾宗矩 

 住友ダッシュのムードメーカー。今シーズンは勝負強いバッ

ティングが光っており、貴重な外野手としてチームに貢献しま

した。来年の活躍に期待。 

応援隊長：長谷川寛 

 住友ダッシュの応援隊長。合唱で鍛えた声量を活かし、苦

しい場面でチームを鼓舞。かつて横浜ベイスターズで活躍し

た種田選手のような打撃フォームが特徴。 

ピッチャー：郡司晃岳 

 エース肥後に控える中継ぎ投手。課題だったコントロールが

今シーズン終盤に改善。本大会予選でも重要な場面でリリー

フとして当番。 

マネージャー：植村彩 

 プレーヤー兼マネージャー。大学時代は日本一のフットサ

ルチームに所属。相手チームの分析、試合中の的確な指示

等、住友ダッシュのブレイン的存在として勝利に貢献。 

④最後に 

 当日応援に来てくださった皆様の声援なくしては、決して掴

み取ることが出来なかった優勝だったと心から感じておりま

す。この場を借りて厚く御礼申し上げます。応援団も間違いな

く大会1！また、最高に美味しかった差し入れのおかげで選
手たちはしっかりエネルギー補給が出来、炎天下の中5試合
に及ぶ死闘に耐え抜くことが出来ました。最後に、本大会の

運営を取り纏めて頂きました事務局の皆様に関しましても、改

めて厚く御礼申し上げます。 

 来年も今年の勢いそのままに、好成績を残せるよう、全員で

頑張って行きたいと思います！ 
 

選手も応援も家族もみんな一丸となって戦った住友ダッシュの熱い仲間たちです。子供たちの応援の声も際立っていましたね。  

内池キャプテンの弾けんばかりの笑顔、初めて見ま

した(笑)。5年ぶりのトロフィーにみんなで大興奮！  

打ちます、守ります、おいしいお

弁当も作ります！  

日焼けと戦いながら3ヶ月を共にした女性陣。

ダッシュ女子会は大会後も続きます。  真剣にバットを構える横顔も男前～なスー様。  緊張の一瞬、じゃーんけーんぽんっ！！ナイスパーです。  
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  犬と楽しむスポーツを総称して「ドッグ・ス

ポーツ」と言いますが、その中でもポピュラー

なのは、一緒に走る人（ハンドラー）の指示通

りに犬がコース内の障害物を通過する時間と

正確さを競う「アジリティ」です。生き生きと障

害物を乗り越える犬の姿と、ハンドラーと犬の

チームワークが素晴らしく、いつか挑戦してみ

たいと思っていました。 

 実際にアジリティの練習を始めたのは、

ヒューストンに引っ越して来てから1年後でし

た。ベルジアン・タービュレンのヒューゴと一緒

に、ドッグ・スクールでアジリティのクラスに参

加することにしたのです。 

 アジリティの障害物には、犬の体高に合わせ

た高さを跳ぶ「ハードル」、くぐり抜ける「トンネ

ル」、細長い板の一方の端からのぼり、途中体

重移動をしながら反対側の端からおりる「シー

ソー」、ジグザグにポールをよけながら通過す

る「スラローム」、真横から見るとAの形をしてい

る高さのある障害「Aフレーム」、歩道橋のよう

な細長い板の上を渡る「ドッグ・ウォーク」など、

種類がたくさんあります。アジリティのビギナー

向けのクラスでは、それぞれの障害物に慣

れ、ハンドラーの指示通りにジャンプしたり、く

写真2： デビュー戦は、トンネルばかりのコースを

走りました。 

ぐり抜けたりできるように、また、シーソーやA

フレームなど「コンタクト障害」と呼ばれる障害

物については、必ず踏まなければいけない

箇所を踏んで通過できるように練習します。 

 アジリティの競技会では、犬は散歩紐などを

身につけないオフ・リーシュの状態で走り、ハ

ンドラーは、かけ声と体の向きや腕の振り具

合といったボディランゲージを使って犬に指

示を出して、順番通りに障害物を通過させま

す。コースを走る間、犬が離れたところを走っ

ているハンドラーに常に意識を向け、指示に

従うことができるようにするためには、障害物

を通過する練習だけではなく、ハンドラーと犬

の信頼関係がとても大切です。呼吸をあわせ

ながらコースをクリアーしたときには、犬と協

力してひとつのことを成し遂げた達成感を味

わえるのも、この競技の魅力です。 

 2011年にアジリティのクラスに参加し始めた

わたしたちでしたが、2011年夏に娘を出産し

た後は、アジリティからしばらく遠のいてしま

いました。それでも、機会があればクラスに参

加し、3年間で20回ほどレッスンを受けて、楽

しみながら練習を重ねて来ました。 

 ヒューゴと一緒に楽しみながら信頼関係を

深めることができるドッグ・スポーツとしてアジ

リティを続けてきましたが、競技会に参加する

という夢もありました。そんな夢をかなえる機

会が突然やってきました。NADAC (North 

American Dog Agility Council)という団体の

主催するアジリティ競技会がヒューストン郊外

で開催されることを、アジリティを教わっている

インストラクターから聞いたのです。週末の予

定を確認し、参加することにしました。 

 挑戦することにしたのは、トンネルばかりが

コース内に並べられ、決められた順番に通過

する”Tunnelers”という種目と、たくさんのハー

ドルとトンネルが1つだけコース内に配置され

る”Jumpers”。さらに、ハンドラーが一定の距

離以上障害物に近づけず、犬を遠隔操作す

る”Chances”という3種目。どのような順番で

障害物を通過させるかは、出走直前に発表さ

れ、ハンドラーだけがコース内を歩いてハンド

リングをイメージする「コース見聞」の時間が

与えられます。初めての競技会参加で緊張

するわたしの目標は、まずはコースの順番を

しっかり覚えること、そしてヒューゴに丁寧に

指示を出すことでした。 

写真3： 最後のハードルを跳んでゴールインで

す。  
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アジリティ競技会デビュー！  
 何度も競技会に参加している友人に色々

教えてもらいながら時間を過ごす間に、第1走

目の出番が来ました。結果は思いのほか良

く、コースを間違うこともなく、ヒューゴも指示

通り走ってくれました。嬉しいことに、同じグ

ループの犬の中で2番目のタイムでクリアーし

たため、2等賞のリボンを頂くことができまし

た。気を良くして第2走目、第3走目に臨みま

したが、ハードルを逆に跳ばせてしまい、やり

直しをしている間に制限時間をオーバーする

など、今後の練習課題も明確になる貴重な体

験となりました。 

 アジリティの競技会に参加するには、自分

の出走時間より前に会場に到着して、犬が待

機できる折り畳みのハウスなどを持ち込んで

設置する必要があります。また、コース見聞を

行った後も、自分の出番まで待ち、コースを

走るのは1分足らずなのに、待ち時間がその

何倍もあります。やっと2歳半を過ぎたばかり

の娘にとっては、待ち時間も長過ぎて退屈か

と思えば、夫と一緒にコースの外から見学し

て「ヒューゴ、じょうず！」と声援を送ってくれま

した。娘が「ジュニア・ハンドラー」（NADACで

は17歳以下のハンドラー）としてヒューゴと一

緒に競技会に出たいと言い出す日も近いか

もしれません。 

 娘が成長するまでの間、競技会に参加する

には、今回も娘の面倒を見ながら、カメラマン

の役割も果たしてくれた夫の協力なしには難

しいのですが、今後も、ヒューストン近郊で競

技会が開催されるときには、ヒューゴと一緒に

経験を積むために、是非また走りに行きたい

と夢が広がりました。 

写真1： 会場では、数時間の滞在に備えて折り畳

み椅子や犬用の折り畳みハウスを設置します。  

Gulf    Stream 

写真4： 制限時間内にクリアーした犬に与えられ

るリボンと、2等賞のリボンを頂きました。  

Gulf    Stream 

 4月12日・13日の両日、ハーマン・パークにて

恒例のジャパン・フェスティバルが開催されま

した。本年は日曜の午後からの雨を除けば晴

天に恵まれ、来場者も多く非常な盛況となりま

した。日本文化を紹介する数々のパフォーマ

ンスには、コスプレ･コンテスト、桂三輝(サン

シャイン)さんの落語、戸田輝彦さん指揮・佐々

木麻衣子さんクラリネット演奏での東北復興支

援ソング「花は咲く」の大合唱など、昨年は無

かったイベントもあり、観客を沸かせました。 

ヒューストン日本人会では「おにぎり」「アンパ

ン・クリームパン」「コットンキャンディ」「古本」

「Tシャツ」を販売致しました。 

 特におにぎりの販売に関しては、今年初めて

の試みで企画段階からかなりの不安はありまし

たが、多くのボランティアの皆様のご活躍のお

かげで、1,500パック、合計3,000個を製造・完

売致しました。おにぎりは当日の製造でなけれ

 今年もShowing Japanではメンバー21名と高校生ボラン

ティア13名のご協力の下、二日間に渡りブースにて日本

の小物の販売と手作りのしおりに名前を書いて差し上げ

るサービスを行いました。日曜日は雨が心配されました

が、みんなの思いが届いたかのようにお天気も持ちこたえ

てくれ、小学1年生から大人まで総勢50名で「Rokumizu 

kai Japanese Dance Academy」として無事に舞台を務める

ことができました。 

 販売ブースには、メンバーが定期的に集まり製作した和

風小物の他に、皆様からご寄付いただいた物など品数も

豊富に揃っていて、開店と同時にいらっしゃるリピーター

がいるほど、両日共に大盛況でした。 

 しおりブースでも、高校生ボランティアが手作りしたしお

りに日本語で名前を書いて差し上げるサービスが毎年大

好評で、あっという間に長蛇の列ができていました。 

 踊りの舞台は、初々しく可憐な「さくらさくら」から始ま

り、山鹿先生を中心とした艶やかな「木遣り唄」、愛くる

しく元気一杯な「ソーラン節」と続き、後半は雰囲気を

変えて艶っぽくしっとりと「長崎ぶらぶら節」、重厚感に

あふれた「娘三番叟」を凛々しく優美に、明るく軽快な

「三味線ブギウギ」はフレッシュなパワーでと、それぞ

れの演目ごとにカラーの違う舞台が繰り広げられまし

た。そして、フィナーレでは恒例の「花笠音頭」を出演

者全員で踊り、今年も華やかな舞台を皆様にご披露

することができたと自負しております。 

 子供踊りに参加してくれた日本語補習校の生徒の

皆さんは、短期間の練習にも拘わらず一生懸命練習

ば風味が落ちるため、会場に近い能勢亜子様宅にて10
人体制で行い、随時会場に搬入することと致しました。

製作班の方々にはお米の炊き具合や塩加減などを非

常にうまく調整して頂き、遂に両日で3,000個を握り上げ

ることが出来ました。おにぎりは大きさも程良く、歩きなが

ら食べることができる上に１パック４チケットという値ごろ

感もあると評判で、最後の1パックが売れた時の達成感

は、2日間の苦労を一気に吹き飛ばしました。 

 アンパン･クリームパンも根強い人気で、合計1,400個

（アンパン1200個、クリームパン200個）を完売致しまし

た。Merryland Bakery様の全面的なご協力には心から

感謝致します。アンパンは中のアンも多く非常に美味し

いとの評判で多めに購入し自宅に持って帰られる方も

居られました。 

 コットンキャンディについては昨年までは製造機をレン

タルしていましたが、今年は日本人会で購入した

自前製造機で出陣。例年同様、子供から大人ま

で幅広い人気を誇り、Japan Festival終了まで作り

続け、1,500個余りが製造されました。製作係の

方は毎年熱せられた機械の前で熱暑にご苦労さ

れますが、今年は天候に恵まれ、風がそよぐ過ご

しやすい気温のもと鋭意ご製作頂きました。 

 以上、本年もボランティアの皆様のご協力で過

去最高の成績を記録することができました。日本

人会ブースの企画・準備・製造・輸送・販売に際

しては、ボランティアの方々を始め、今回おいし

いお米をご提供頂いたSATAKE様、ふりかけそ

の他準備にご協力頂いた鮨陣様、製作会場を提

供して下さった能勢亜子様には重ねて御礼申し

上げます。 

 今後とも日本人会として地域に貢献する活動を

進めてまいりますので、多くの会員の皆様のご協

力・ご参画をお願い申し上げます。 

山本 雪  

に取り組んでくれましたので、とても見応え

のある舞台をお観せできたのではないかと

思います。これもひとえに保護者の皆様の

ご協力の賜物と深く感謝しております。 

 最後に、ご指導下さいました松本智津子

先生、山鹿恵里先生、そして、ブースの運

営、踊りの舞台制作に携わって下さいまし

た全ての皆様に心よりお礼申し上げます。 

                 （稲尾久美子） 
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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の方々にリレー方式で次々とご登場頂き、読者の

皆様の健康に関する話、メディカルセンターの様子など連載記事としてご紹介しています。 

前回の原尾美智子先生から消化器外科がご専門の須藤一起先生にバトンが移りました。 

第115回 
 

コーヒーは体に良い？  

医師 

（MD Anderson Cancer Center 

消化器腫瘍内科 研究員 ） 

須藤一起   

国立がん研究センターを中心に行われた研

究で、肝がんとコーヒー摂取に関する研究が

2005年に発表されています。日本人約9万

人を調査した結果、コーヒーをほとんど飲ま

ないと答えた人に比べて、ほぼ毎日飲む人

で肝がんの発生率が約半分、1日5杯以上飲

む人で4分の1以下でした。 

 

 他にも子宮体がん、前立腺がん、食道が

ん、大腸がんを減らすかもしれないという報

告や、一部の乳がんや膀胱がんが増えると

いった報告もあります。その一方で関連がな

いといった研究結果や、逆の結果もありま

す。ここでは書ききれないくらい様々な研究

結果があり、その解釈には注意が必要で

す。後半でそれに触れたいと思います。 

 

● なぜコーヒーが病気と関連するのか 

 コーヒーには抗酸化物質、ポリフェノール、

カフェインといった多くの活性化合物が含ま

れています。コーヒーに含まれる化合物の一

部は炎症やインスリン抵抗性を抑えると考え

られています。炎症は多くの病気の原因にな

ります。インスリン抵抗性とは糖尿病の原因

になるもので、インスリンというホルモンに対

する感受性が低下することです。しかし、

コーヒーが健康に影響するメカニズムに関し

ては、よく分かっていない事のほうが多いの

です。 

 

 肝機能が悪い状態ではコーヒーを飲む量

が減るという研究もあります。肝炎があると肝

機能は悪くなりますし、肝がんも増えます。

「肝がんの原因となる肝炎がある人は肝機能

が悪く、コーヒーをたくさん飲めない」というこ

とが結果に影響を与えた可能性も否定でき

ません。つまり、コーヒーを飲むこと自体が肝

がん予防したわけではない可能性があると

いうことです。先に示した日本人9万人の研

究に肝炎ウイルスの感染の有無や肝機能に

関する情報が含まれておりません。アメリカ

人18万人の研究でもそのうち約600人分しか

肝炎の情報がなく、肝炎の情報を含めた解

析でコーヒーと肝細胞癌の関係性を証明す

るには統計的に不十分でした。 

 このように、本当にコーヒーを飲むこと自体

が健康に関連するのか、それともコーヒーを

たくさん飲んでいる人たちに多いコーヒー以

外の要因が関連しているのかはっきり断言で

きないことがあります。 

 

● コーヒーと健康に関するまとめと注意点 

 結局、コーヒーをたくさん飲んでいる人の方

が長生きするのかというのが最も大きな疑問

です。それに関する有名な研究があります。

2012年に発表された研究で、米国で約40万

人を対象に調査が行われました。コーヒーを

飲まない人に対して、コーヒーを1杯以上飲

む人々は死亡のリスクが低かったのです。1
日4、5杯のコーヒーを飲んでいるグループが

最も低い死亡率で、飲まない人に比べて死

亡率が男性で12％低下、女性で16％低下し

ました。この研究では、心臓や呼吸器の病

気、脳卒中、怪我、事故、糖尿病、感染症な

どによる死亡がコーヒー飲用者で低かったと

いう解析もされました。ただし、がんによる死

亡は低くなりませんでした。がんには色々な

種類があり、がん全体に関していうと、コー

ヒーを飲んでもがんにより死亡する確率が下

がるわけではないという結果でした。 

 

 コーヒーを飲むにあたって、注意すべき点

もあります。砂糖をたくさん入れたコーヒーを

4、5杯も飲めば砂糖の取りすぎになります。

今年、世界保健機関が1日の摂取カロリーに

糖類が占める割合を5％未満にするよう勧め

る新指針案を発表しました。大人ではティー

スプーン6杯分の砂糖です。カフェインの摂

取量に関しても注意が必要です。アメリカ食

品医薬品局（FDA）は健康な大人の場合に

有害な影響がない量を1日400mg（コーヒー

4、5杯分）としています。子供については調

査中で、安全なカフェイン摂取量の目安すら

ありません。 

 

 たとえコーヒーが本当に一部の病気を予防

するとしても、コーヒーを飲むだけでは十分

な予防にはなりません。例えば、日本人の肝

がんの最大の原因はC型やB型の肝炎ウイ

ルスです。日本人は今でも100人に一人は

肝炎ウイルスに感染しています。肝炎ウイル

スのチェックや治療が、肝がんの予防や発病

を遅らせるために最も重要です。 

 

 コーヒー愛好家としては、大きな研究で

コーヒー4、5杯飲む人が一番死亡率が低い

という結果が出たことには安心させられまし

た。しかし、まだまだコーヒーと健康に関して

は不明な点が多く、今後も結果を見守ってい

く必要があります。 

 はじめまして。MD Anderson Cancer Center
にて主に胃がんと食道がんの研究をしてい

る須藤一起と申します。私は毎日コーヒーを

飲みながら研究をしている、コーヒー愛好家

です。 

 2014年4月にサンディエゴで行われた米国

癌研究会議（AACR）で、コーヒーをたくさん

飲んでいる人は肝臓がんが少ないという報

告がありました。コーヒー愛好家には朗報で

す。実はこのような、コーヒーと病気の関係に

関する研究はたくさんあります。色々な研究

結果が報告されており、結局コーヒーは健康

に良いのか悪いのかよくわかりません。そこ

で、コーヒー愛好家の一人として、コーヒーと

健康に関する様々な研究結果を主にがんを

中心にまとめて、皆様と共有させていただく

こととしました。 

 

● コーヒーと発生頻度の関連が報告されて

いるがん 

 ここでは、代表例として肝臓がんをあげま

す。今年4月のAACRにおいて、米国で18万

人の成人を18年間追跡した研究の結果が報

告されました。コーヒーを飲まない人に比べ

て、1日あたり1～3杯飲むと29％、4杯以上で

は42％肝細胞癌の発生頻度が低くなるとい

う結果でした。肝細胞癌は肝臓に出来るが

んで最も多いタイプのがんです。日本からも

次回は消化器外科がご専門の三瀬 祥弘

先生です。ラグビー部出身の消化器外科

医と共通点が多く、家族ぐるみでお付き

合いをさせて頂いています。日頃から大

変お世話になっている、尊敬する先生で

す。  
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りしながらだと楽しく出来ます。また、夜は焚き

火を囲みながら星を眺めたり、空の色が刻々

と変わる朝焼けの中、白い息を吐きながら飲

むコーヒーは、キャンプならではの楽しみで

す。 
帰り道では、アメリカのドライブスルーに初

挑戦。といっても「俺は運転頑張っているのだ

から、注文はおまえ達が頑張れ！」と主人に

言われ、オーダーの為のマイクは運転席を通

り過ぎ、その後ろに座っていた次男の前に。し

どろもどろで注文を伝え「5meals」と言うと
「5milk!?」と聞き返されてしまい、一斉に「No! 
Coke  Please！」と叫びました。 
そして、昨夏再びY家とイエローストーンに

キャンプ旅行へ。今回は 1600マイルの道のり
です。今から思えば RMNPは近かったなあと
コロラドを通り過ぎながら思いました。イエロー

ストーンからの帰途はハプニング続きでした。

ハイウェイを横切る親子連れの鹿を轢きそう

になったり、悪天候で 7時には真っ暗になり、
しかも嵐の中、光一つ無い荒野の中をヘッド

ライトだけをたよりに運転した時は主人も相

当怖かったようです。翌日出発しようとしたら

タイヤの一つがパンク。運良く目の前にタイヤ

屋があり、開店時間前でしたが、修理してもら

えてたった40分のロスで出発することが出来
ました。スピード違反でまた捕まったことも含

め（今回は記念写真無し）過ぎてしまえば、み

んな良い思い出です。いつか（主人の定年

後？）アメリカ中のNational Parkをキャンプし
ながらドライブ旅行してみたいです。 

「8月、コロラドへキャンプに一緒に行きませ
んか？」そんなメールが届いたのは、今から 3
年前、アメリカに来て 4ヶ月目のまだまだ新生
活に夫も子ども達もサバイバル状態の時でし

た。誘ってくれたのはご近所の日本人、お友達

の Y さんご家族。やっと普段の生活には困ら
なくなった頃でしたが、コロラドのロッキーマウ

ンテン国立公園（RMNP）までのロングドライブ
に加えキャンプなんて……と不安ながらも、自

分達だけでは絶対無理であろうキャンプ旅行

の絶好の機会と思い、二つ返事でご一緒する

ことにしました。 
早速 RMNP のホームページからキャンプ

サイトの予約を入れ、キャンプ用品を amazon
で購入し、AAAに加入して補習校近くの営業
所でロードマップを作って貰いました。ロングド

ライブのあと、いきなりキャンプはハードすぎる

ので、初めの 2泊は RMNPの入り口の町エス
テスパークのホテルを予約しました。その二日

間は主人が高山病に苦しんだので結果的に

これは良い選択でした。 
こうして準備を整え、車に荷物満載で金曜

の午後 1 時に出発しました。Y 家の車の後を
必死について行く我が家の為にこまめに休憩

を取ってくれたので、今から思うとのんびりとし

た行程で（今ならアマリロまで行ける）、ウィチタ

フォールズに 9pm 到着。アメリカ人の英語の

先生から絶対夜の運転はしないようにと言わ

れていたので、まだ西の空がうっすらと明るい

うちにぎりぎり間に合ってよかったです。 
二日目にやっとテキサス州から抜け出し、
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ヒューストン日本語補習校 

入園・入学式 

 春の暖かい天候に恵まれ、平成26年4月5日、ヒューストン日
本語補習校で入園・入学式が行われました。真新しいブレ

ザーやワンピースに身を包んだ新入生が、家族に見守られな

がら期待と不安を胸に、新生活への第一歩を踏み出しました。 
 ここ数年、ヒューストンでのシェールガス・オイルブームの影

響もあってか日本人の数が増加してきており、今年度は、幼稚

部40名、小学部1年50名、中学部1年23名、高等部1年12名の
総人数125名と昨年に比べ12人多い入園・入学となりました。 
 式では、新任の山崎校長先生が、4年前に若田宇宙飛行士
から補習校に頂いた言葉「夢、探究心、思いやり」を紹介され

ながら、「この三つの言葉を心に受け止め、この学校でみんな

で明るく元気なあいさつを交わし合い、一生懸命勉強して、自

分の夢を育んでいってほしいと思います。」と激励。渡部首席

領事からは、「どうか勉強するときは思いっきり勉強し、遊ぶとき

は思いっきり遊び、そして日本人、アメリカ人を問わず、できる

だけ多くの友だちをつくり、これからの学校生活を精一杯満喫

してください。」とお祝いの言葉を頂きました。 
 中学部の新1年生を代表して藤井泉さん、米林理沙さんが、
「現地校の友達や先生に、もっと日本の事を話してあげたい、

知ってもらいたいと思っています。そのためには補習校で日本

の事、日本語、文化や歴史についてもっともっと学んでいきた

い」、「私たちは、失敗を犯すものですが、その失敗から学び、

新たなチャレンジへ臨みたいと思います。」と誓いの言葉を述

べました。 
 新入生を含めて全校生徒421名と昨年度末より40名多い、新
校長のもとでの新しい船出です。この中から、補習校で「夢、

ヒューストン日本商工会 

１．会社の業務内容等について 

 当社は、シールエンジニアのトップカンパニーと

して、時代に求められる製品はもちろん、次代で

必要となる技術を開発・提供し続けてきました。そ

の範囲は広く、オイルガス、プラント、半導体製造

産業、自動車産業、発電所、電気・電子機器産

業、航空産業…と多岐にわたっています。 

 日本バルカー工業の100％出資子会社である

バルカーアメリカは、主に半導体産業向け高機能

エラストマーシール材の販売および技術サポート

を半導体製造メーカーなどに提供しています。今

後、このノウハウをテキサス地区のオイルガス、プ

ラント系のビジネスに生かしたいと考えています。 
 

会社紹介 

Valqua America, Inc. 

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。 

 サンアントニオ、ダラス、オースチンには事務所

（sohoを含め）を持った経験がありますが、ヒュース

トンは初めてのチャレンジです。初めてヒュースト

ンに来た時は東南アジアのタイ、バンコクに似て

いると思いました。それは郊外のトロピカルな雰囲

気もそうですが、人が非常に朗らかでフレンドリー

である事です。そしてなにより、この町は将来性が

ありますね。何れは全米最大の都市になるのでは

ないでしょうか。 
 

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。 

 カリフォルニアで10年以上暮らした経験からゴル

フが大好きです。又、昔、香港に長く住んだ経験

から日本料理以上に中華料理が好きで、その意

味でも私にとってはヒューストンは過ごしやすそう

です。 

増田 芳正 さん 
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丘が連なる起伏に富んだ景色の中、アップダウン

の道を快調に飛ばしていたら、峠を下ったところ

に Police carが待ち構えていて、あの派手なライト
とサイレンを鳴らしながら追いかけられる羽目に。

昨夏のイエローストーンへのキャンプ旅行でもス

ピード違反で捕まり、幸いその 2回とも Warningだ
けで済みましたが、五十嵐家キャンプ旅行の恒例

とならないよう気をつけなければ！優しそうな

Officerだったので、パトカーの前で主人と記念写
真まで撮らせて貰いました。 

RMNP のキャンプで、娘達はジュニアレン

ジャーのプログラムに参加して最終日にバッチを

もらいました。山の頂へのトレッキングや料理の準

備、片付けなどのちょっと辛いことでも友人とお喋

探究心、思いやり」を育んだ、若田宇宙飛行士のような世界で活躍できる人材が将来現れることを期待し

ています。新入園・新入学生徒の保護者の皆様方、本当におめでとうございました。 
＜補習校運営委員会＞ 

第116回     

五十嵐恵理 さん 
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平成26（2014）年4月度  商工会常任委員会  議事録 

め、また鮎川事務局長の就業可能期間が限定的であることから、鮎川事務

局長のサポート人員として1名を追加採用すること、当該採用は就業条件含

め役員に一任することが2月度実施の理事委員会にて決議され、3月度理事

委員会にて1名の追加採用が報告された（ただし、就業資格要件充足の観

点から現時点では未就業。要件充足次第速やかに勤務開始予定）。 

 【承認事項】：後任事務局長の採用は処遇を含め役員に一任すること 

鮎川事務局長の後任の採用については、処遇を含めて役員に一任すること

が、過半数の賛同を得て承認された。 

６．委員会・部会報告 

①企画調査委員会 

  ＊経済講演会の開催について（中溝丘企画・調査委員長） 

会議終了後、三菱東京UFJ銀行より岩岡聰樹様、みずほ総合研究所

ニューヨーク事務所より太田智之様をお迎えし、米国経済講演会を開

催。33名の事前申込があった。 

  ＊メキシコ・エネルギーリフォームセミナーのご案内 

                                                                （中溝丘企画・調査委員長） 

6月6日にメイヤーブラウン法律事務所とJETROはメキシコ・エネルギーリ

フォームセミナーを開催する。講師は、当法律事務所の吉田弁護士及

び、ホセ・マイヤー氏の予定。申込みはイーメールにて、JETRO前田に

連絡頂きたい。 

②スポーツ委員会 

＊テキサス会進捗報告 

                   （金子公亮幹事代読：松下悦啓物資・化学品部会長代理） 

 ～メッセージ～ 

本日の常任委員会へのご出席の皆様におかれましては、ご多用の折に

もかかわらず、日頃より日本商工会の活動に対するご理解ご協力を賜

り、御礼申し上げます。テキサス会幹事団よりこの場を借りてご案内申し

上げます。第548回日本商工会・日本人会共催テキサス会「総領事杯」

は今週金曜日（4月18日（金））を申し込み締め切りと致しておりました

が、5月2日（金）まで締め切りを延長させて頂きますので奮ってお申し込

み下さいますようお願い申し上げます。季節柄、商工会をはじめ各種の

行事の多い時期ではございますが、多くの方のご参加をお待ち申し上

げております。 

参加資格は商工会、日本人会の方に限らず、日本人コミュニティー関係

者の方はどなたでも参加することができますので、家族、友人、知人、出

張者等 ゴルフをされる方の幅広い方々にお声かけ頂きご参加お願い致

します。ご寄付の方も合わせて、引き続き受け付けておりますので、宜し

くお願い致します。尚、ご提供頂ける場合は商工会事務局までご郵送く

ださい。 

③文化委員会 

＊2014ピクニックについて（藤井一彦文化委員長） 

5月11日(日)、ゴードンランチにて開催予定。本年度はソフトボールの決

勝戦はなしとなっている。4月16日に各社へボランティアの申込み、ラッ

フルチケットの事前購入等を送付している。4月30日必着にて商工会ま

でメールにて送付をお願いする。ラッフルチケットは事前抽選となり、当

日結果が貼り出される。補習校より補習校ソフト部の活動資金捻出の

為、オークション開催依頼があり、本年度もピクニック会場にてオークショ

ンが行われる。賞品はテキサスレンジャーズのダルビッシュ、ニューヨー

クヤンキーズの田中、ロイヤルズの青木等より賞品が提供される予定。 

④生活・情報委員会 

   ＊古本市関連報告（大内裕子生活・情報委員長） 

    5月17日（土）12時から4時まで古本市が開催される。古本市は元婦人部

のボランティアにて成り立っている。当日のボランティアの声がけをお願

いしたい。開催案内メールは商工会全会員及び配偶者、図書館利用

者、グレータ―ヒューストン日本人会に発信する予定。フライヤーについ

ては、補習校にて配られる。金額は3冊＄1となっている。 

  

７．事務局連絡事項（鮎川史代事務局長） 

  ＊会員消息＜別紙＞ 

         

日  時： 平成26年4月17日（木）13：00 ～13：45 
場  所：  United Way Community Resource Center  
                                                               (50 Waugh Dr., Houston, TX 77007) 
出席者： 名誉会員1名、常任委員27名、正個人会員6名(常任委員代理)、

事務局長 

司  会： 金子公亮幹事 

  

１．商工会会長連絡事項（土光辰夫会長） 

①今月に入り、補習校の入学・入園式に参加した。先月の卒業・卒園式

の際に予定していた入学・入園予定人数を越えていた。2年間校長として

勤められた山岡前校長に代わり、4月より山崎校長が着任されている。 

②先週末にはジャパンフェスティバルが盛大に開催された。昨年のジャパ

ンフェスティバルより更に参加人数が増えたように思えた。多数のボラン

ティアの方々をはじめ、ご協力頂いた方々には感謝したい。春はイベント

が多く、5月4日宇宙セミナー、11日ピクニック、18日総領事杯テキサス会と

引き続きイベントが続く。ご家族を含め、積極的なご参加、ご支援をお願

いしたい。 

③Greater Houston Partnershipイベントとし、総領事ご出席のもと、5月13日

にパネル朝食会が開催される。三井物産、東芝がパネラーとして参加予

定。 

④5月末、帰国となる為、商工会会長任期途中ではあるが退任となる。商

工会規定により、現在、第一副会長である、北米三菱商事の高杉禎様に

会長をお願いすることとなる。 

２．総領事館連絡事項（岩田慎也領事：髙岡望総領事代理）  

①千葉市議会議員3名がジャパンフェスティバルの開催に合わせて来訪

した。一行は、千葉市の市花である「大賀ハス」の根を10本持参し、

ヒューストン市に寄贈した。また、ヒューストン市議会本会議においてパー

カー市長より一行が紹介されるとともに4月15日を「ヒューストン・千葉友好

の日」とする宣言書が手交された。 

②来る5月13日にGreater Houston Partnership（GHP）主催で「Coffee with 
the Consuls -Doing Business with Japan」が開催される。総領事館ホーム

ページの新着情報に関連情報を掲載しているので詳細は右を参照頂き

たい。同イベントには、主に米側企業の参加が見込まれているが、この機

会に米側企業とネットワークを拡げたいと考えている日系企業があれば参

加頂ければ幸いである。また、追って総領事館より商工会加盟企業の雇

用規模、投資額等に関しての照会のメールを発出させて頂く予定であり、

対応方宜しくお願いしたい。 

③5月下旬、髙岡総領事がペリー知事と会談予定であり、日系企業より州

側に対する要望があれば同知事に伝えたいと考えている。追って総領事

館より具体的要望の有無等につき照会させて頂く予定であり、対応方宜し

くお願いしたい。 

３．2014ジャパン・フェスティバル関連報告 

                       （猿川秀正会員：及川毅副会長代理） 

4月12日、13日と予定通り開催され、無事に終了した。本年度のボランティ

ア総数は約195名(2日間合計）と昨年を上回った。本年度のチケット販売

は9758枚。昨年比＋600枚弱となった。寄付総額は$36,420となった。 

４．日本庭園清掃活動の結果報告 

                                       (金子公亮幹事代読:加藤眞人特命理事代理） 

 ～メッセージ～ 

日本から招聘した庭師2名による日本庭園のメンテナンスが終了し、ジャ

パン・フェスティバルを翌週に控えた4月5日（土）に清掃活動を実施しまし

た。商工会、日米協会、日本人会などから計35名程度のボランティアの

方々に参加いただき、午前9時から2時間半ほどで庭園および茶室の清

掃を完了いたしました。ご協力に感謝申し上げます。 

５．幹事報告（金子公亮幹事） 

①2月末に一身上の都合によりライブロック事務局長が退職された。 

②後任事務局長として、2月度実施の理事委員会において鮎川史代さん

の就任が決議され、同月より就業を開始している。 

③行事集中時期の速やかな対応を確実にし、人的リソースを確保するた 

 
Jackson Lake 
（ワイオミング州） 

 Antelope Canyon  
（アリゾナ州） 

大自然の生みだした造形美を堪能できます。

とっても神秘的。 

 Fossil Rim Wildlife Center  
（テキサス州） 

ヒューストンから車で4時間ほど北上したGlen Roseに

あるサファリパークです。大きな規模ではありませんが

車に乗ったまま動物にえさを与えることができます。施

設内には宿泊できる施設もあります。 

http://www.fossilrim.org 

 Gaylord Texan Resort 
（テキサス州） 

ダラス近くのGrapevineにある巨大高級ホテル。 

１０エーカーもの広さのParadise Springではウォータース

ライドなど家族で楽しめる施設が盛りだくさん。夏は

Summerfestというファミリーイベントも連日開催。のんび

り優雅にホテルで過ごしたい家族にお勧め！ 

写真：http://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/  

 
 

Quincy 
（マサチューセッツ州） 

ボストン郊外。第2代大統領のジョン・アダムズ、

第6代大統領ジョン・クインシー・アダムズ、独立

革命時の政治家および実業家ジョン・ハンコック

の出世地として有名。アダムズ一家のマンショ

ン（写真）のツアーは歴史を感じさせます。2008

年に HBOで放送されたミニシリーズ「John 

Adams」鑑賞後は感動も倍増。夏のボストンは

快適です。 

 Everglades National Park 
（フロリダ州） 

美しい湿原でのトレイルや、ワニに出会えるクルーズ

など、世界遺産にも登録されている雄大な自然に触

れられる場所です。 

 
Napa Valley 

（カリフォルニア州） 

ワイン好きなら一度は行ったことがあると思います。子供

も楽しめるBBQコーナーがあったり、テキサスや日本にい

るワイン好きな家族・友達へのプレゼントを買ったり、楽し

みを共有できる旅行先ではないでしょうか。 

 Clearwater Beach 
（フロリダ州） 

「一番きれいなビーチ」のトップ10に毎年ランクインす

る観光地。タンパから車で海の中にかかった橋を渡っ

て20分ほど。白い砂、透き通った水、北から避寒にき

た人たちは、12月でも上半身裸で日光浴を楽しむ暖

かい天国のようなビーチです。 

賑やかなClearwater Beachから更に車で20

分ほど海岸線に沿って南に下ったSunset Beach。ウミガ

メの産卵地として保護されている地元の人御用達の静

かで美しいビーチです。 

 Sunset Beach 
（フロリダ州） 

ガルフ編集委員がお勧めする 

湾内クルーズの海賊船 

に行きたい 

Jackson Lakeは、Jackson AirportからYellowstoneに向かう

途中にあります。ちょっと回り道をするだけで、雪山を背景

にした様々な景色が楽しめると思います。 



 

Gulf    Stream 12 

Volume 39 No.  8 

www.jbahouston.org 
Gulf Stream Japan Business Association of Houston 

12651 Briar Forest Drive, Suite 105, Houston, TX 77077   TEL: (281) 493-1512 , FAX: (281) 531-6730 

May 2014 

１...ジャパンフェスティバル 

２...議事録・会員消息 

３...入園、入学式・会社紹介 

目 

次 

４...ジャパンフェスティバル 

５...ジャパンフェスティバル 

６...ソフトﾎﾞｰﾙ 

 

７...ソフトﾎﾞｰﾙ 

８...ワンダフル  

９...テキサスメディカル最前線 

１０...駐妻日記・知っとん 

１１...お勧め観光地 

１２...ピーカンキッズ・Houston Walker 

編  集  後  記 
 

 今年4月は天候に恵まれて、ジャパンフェスティバルとソ

フトボール大会が予定通り開催されました。ジャパンフェ

スティバルでは、小さなお子様から大人の方まで、それぞ

れに楽しんで頂いたことと存じます。ソフトボール大会も、

参加チームが18に増えて熱戦が繰り広げられたそうで

す。 

 さて、今月号では編集委員によるお勧め観光地を紹介

します。候補となる地域が多数に上ったため、今回は米

国内に限定しました。ヒューストンに近いところ、遠いとこ

ろと様々ですが、皆、出かけて良かったと感じた所ばかり

だそうです。夏休みの計画のご参考になれば幸いです。 

 なお、4月17日の経済講演会は、誌面の都合で6月号

に掲載します。悪しからずご了承下さい。今後も「ガルフ

ストリーム」を宜しくお願い申し上げます。 

（白木 秀明） 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 
 

発行 ： ヒューストン日本商工会 

発行責任者 ： 土光 辰夫 

編集委員長 ： 白木 秀明 

構成 ・ 編集 ： 藤岡博子／前田正子／岡野真弓 

印    刷 ：  Sel-Fast Printing Copies  
       & Laminating 

         （713） 782-2000  

 ジャパンフェスティバルは4月12日（土）、13日（日）の2日間に亘り開催さ

れました。最終日の終了直前に雨が降りましたが、開催期間中、時折晴れ

間が見られる爽やかな天候のもと多くの来場者を迎えることができました。 

日本商工会は、今年もキッズ縁日を担当、金魚すくい、スーパーボールす

くい、ヨーヨー釣り、輪投げ、ガラポンを出店しました。商工会会員とご家族

の皆様から延べ195名のボランティアに参加いただき、キッズ縁日、ドリンク

ブース、チケットブースでご対応いただきましたが、キッズ縁日は両日合

計、9,758枚のチケットを売上げ、延べ5,798名の方々にご来場いただきまし

た。小さなお子様から大人まで、日本人以外の方々にもお楽しみいただ

き、夢中になる余り金魚プールに体を突っ込んでしまったり、景品獲得の

ため輪投げやガラポンに何度も挑戦する姿が見られ、様々な楽しむ姿が

印象的でした。 

 今年も大盛況に終えることができたのもボランティアの皆様のお陰であ

り、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

 

ヒューストン日本商工会 副会長 

（ジャパンフェスティバル担当） 

米州住友商事 及川毅 

 

子供たち。自然に「だ・る・ま・さ・ん・が」と声を出して、一緒に読んで

くれました。次は「こうま」。暖かく、柔らかなタッチで描かれたこうまさ

ん。「うまれたよ」「たったよ たったよ」。思わず応援したくなります。次

は、「のせて のせて」。0歳から楽しめる「松谷みよ子あかちゃんの本」

シリーズで、長い間親しまれている絵本です。三水会センターにはこ

のシリーズが揃っていますので、他の本もぜひ読んでみてください。

次は「にんじん」。赤ちゃんから楽しめる絵本です。きり絵風に優しく

描かれています。うま、きりん、サル、かばなど、にんじんが大好きな

動物さんたちがたくさん出てきます。次は「きいろいのはちょうちょ」。

ちょうちょの形の穴の仕掛けが楽しい絵本です。きいろいのはちょう

ちょのはずと思いこんでいる男の子。きいろいちょうちょをさがしま

す。でも、ちょうちょじゃなかった...。木の実や風船でした。「あれれ？

きいろいのはちょうちょじゃない」。言葉のリズムも軽快で、ページを

めくるのが待ちきれない絵本です。 

 最後に、「だるまさんが」の大型絵本が再登場。普段は「手はおひ

ざですよ」「静かに聴いてくださいね」と言っていますが、今日は違い

ます。「さあ、みんな立ってください。お父さんお母さんも一緒にどう

ぞ」。何をしたのでしょう...。「だるまさんになってみましょう」。そうで

 変更がある場合もございます。三水会セン

ター内ポスターやヒューストンなびでもご確認く

ださい。 
 スタッフは、随時募集中です。ご興味をお持

ちの方やお問い合わせは、次のアドレスまでご

連絡下さい。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 

●今後の開催予定 
＜あそぼーかい＞  
5月24日（土） 9時30分～ 

5月30日（金） 10時30分～ 

6月と7月はお休み  

＜絵本読み聞かせの会＞ 
5月17日（土） 

9時30分～ 3歳以上を対象とした絵本 

10時00分～ 3歳未満を対象とした絵本 

6月11日（水） 

14時00分～ 小さいお子さんから小学

生のお子さんを対象にした本 

 ブルーボネットがきれいに咲きそろった4月12日土曜日、

ピーカンキッズ読み聞かせの会は、新しいお友達をたくさん迎

えて、にぎやかに開催することができました。 

 今月も「始まるよ」の手遊びをみんなで元気に歌いました。二

回目なので、覚えてくれているお友達も多く、とても嬉しかった

です。三歳以上の部の最初は「あしたうちにねこがくるの」。は

じめておうちでねこを飼うことになった女の子、わくわくどきどき

しながら、かわいいねこだといいな、こんなねこちゃんなら困っ

てしまう…と、女の子の空想が広がります。いったいどんなねこ

が来たのかな。次は砂場でつくったもの、これなーんだ？「な

ぞなぞすなあそび」。なにができたかな。「ケーキだよ」「やま」

と、みんな大きな声で答えてくれました。次は「でんしゃで いこ

う」。山の駅から海の駅まで、トンネルをぬけながら電車が進み

ます。美しく描かれた周りの景色、ページごとの乗客の様子、

「デデン ドドン」「デデン ゴゴー」「デデ ドド」微妙に変わって

いく電車の音、まるで本当に乗っているような楽しみがぎゅっと

つまっています。この絵本は読み終わると、後ろから、また読

むことができます。最後に「でんしゃで かえろう」と、絵本の題

名がついているのはそのためです。電車好きの男の子はもち

ろん、電車に興味がなくても、着いたらすぐに帰りの電車に乗

りたくなります。また読んでとリクエストが聞こえてきそうな、そん

な絵本です。次は「おべんとう、なにからつめようかな。」と始ま

る絵本、「おべんとう」。次々とおいしそうなおかずがでてきま

す。 炊きたての湯気いっぱいのご飯、卵焼き、ミートボール、

デザートのイチゴも入ります。お話を聞いているとお腹が空い

てきますね。そこで、おべんとうの歌を歌って腹ごしらえ。みん

な大きな声で歌ってくれました。最後は「とりかえっこ」。かわい

いひよこさんがピヨピヨ鳴きながらお散歩します。ねずみさんに

出会ったひよこさんは、鳴き声をとりかえっこしようといいます。

「ちゅうちゅう」と鳴きながら散歩を続けます。すると今度は、ぶ

たさんに出会います。ひよこさんの鳴き声は、「ぶーぶー」。最

後はどんな泣き声になったのかな。「ピヨピヨ」がどんどん変化

していく様子を楽しむ、ほのぼのとしたかわいい絵本です。 

 三歳未満の部の最初は、「こんこんきつね」の手遊び。これ

も、一緒に歌ってくれるお友達がふえました。 

 最初はみんなが大好きな大型絵本「だるまさんが」。だるまさ

んのユーモラスな姿に、隣のお友達と顔を見合わせ笑い合う

生活・情報委員会だより 

      ～絵本読み聞かせの会～ 

す。みんなでだるまさんになってみました。「だ・る・

ま・さ・ん・が」と体を左右に揺らしながら、大きな声

で一緒に読みました。ビヨーンとのびたり、プシュー

とつぶれたり...。とても楽しかったです。かわいい笑

顔でいっぱいになった読み聞かせの会でした。 

 5月で通常の読み聞かせの会は夏休みに入りま

すが、補習校の幼稚園や小学校に上がったお友

達にも参加してもらえるよう、夏休みの読み聞かせ

の会を6月に予定しています。大きいお兄さんお姉

さん、たくさん聞きに来てください。 

 また、今回からキッズルームにスタッフが選んだお

勧めの絵本と、今日読む絵本を飾りました。早速手

にとって借りてくれるお友達もいました。お勧めの本

のコーナーでも、どんどんお勧めの絵本を紹介して

いきたいと思います。ぜひご覧になってください。 

 読み聞かせの会の対象年齢はおよその目安で

す。幅広い年齢のお子さんが一緒に楽しめるような

絵本を選ぶように、心がけています。お父さんお母

さんのおひざの上に座ったままでも、時々立ち上

がったり、絵本に触りたくなったりすることがあって

も、絵本が大好きになっていくと、だんだんと静かに

聴いてくれるようになります。遠慮なさらず、ぜひ聞

きにいらして下さい。絵本が大好きなお友達がどん

どん増えることを願っています。 

 4月12日（土）、13日（日）の2日間にわたり、第21回ジャパ

ン・フェスティバルがハーマン・パークの日本庭園付近で開催

され、12日の開会式では、ガルフストリーム4月号でもお知ら

せしているとおり、大賀ハスの贈呈式が行われました。 

 開会式では、まず髙岡総領事が、ジャパンフェスティバル開

催にあたって、日米協会、日本商工会、日系米国人市民連

盟、日本人会を称えるとともに、ジャパン・フェスティバルは、

多様な文化を受容するヒューストンに日本文化を紹介できる

重要な機会であるとの挨拶を述べました。また、商工会土光

会長が、商工会加盟企業に対するヒューストンのホスピタリ

ティへの感謝の気持ちを込めて日本文化を紹介したいと挨

拶し、会場であるハーマン・パークを管理するHermann Park 
Conservancyに日本庭園の改修・維持のための寄付金を贈呈

しました。  

 この開会式の中では、ヒューストン市を代表してピーター・ブ

ラウン・ヒューストン市国際貿易開発委員会委員長兼元市議

会議員が挨拶をし、ジャパン・フェスティバルの開催を祝うとと

もに、さらなる千葉市との姉妹都市交流の深化に対する期待

を示しました。

こ れ に 対 し、 

ヒューストンを

訪問した千葉

市 議 会 議 員3
名（川 村 博 章

議 員、小 川 智

之 議 員、阿 部

智 議 員）よ り、

ハーマン・パー

ライブ音楽 

ヒューストン日米協会jas-hou.orgでは日本語を学

習するためのクラスを開講しております。 
（詳細はhttp://jas-hou.org/index.php?
option=com_content&view=article&id= 
5&Itemid=187&lang=en参照） 
昨今の生徒数の増加に対応する

ため、日本語教師としてご活躍い

ただける方を広く募集いたします。 
ご興味をお持ちの方は

yyoshida@jas-hou.orgまでご連絡ください。 

➔4ページに続く 

Bayou Music Center: http://
www.livenation.com/Verizon-Wireless-Theater
-tickets-Houston/venue/98584 
Jones Hall: http://www.houstonsymphony.org/ 
Toyota Center: http://
www.houstontoyotacenter.com/ 
Miller Outdoor Theatre: millerout-
doortheatre.com/  
Reliant Park: http://www.reliantpark.com/ 

<The Museum of Fine Arts Houston>  
(713-639-7300 visitorservices@mfah.org 
www.mfah.org 木曜は入場無料) 
<Contemporary Arts Museum Houston> 
(www.camh.org) 
<Houston Museum of Natural Science> 
(One Hermann Circle Drive  
www.hmns.org) 
<The Menil Collection> 
(1515 Sul Ross 713-525-9400 http://
www.menil.org 入場無料 Open: Wed-Sun 
11:00am-7:00pm) 

NBA/Houston Rockets 
http://www.nba.com/rockets/  

The Cynthia Woods Mitchell Pavilion: 
 http://www.woodlandscenter.org/ 
House of Blues Houston: http://
www.houseofblues.com/ 

美術 

スポーツ 

ク開園100周年を祝い、千葉市より市花の大賀ハス（1951年に千葉市で発見されたハス

の種を大賀一郎博士が育成したもので、年代測定の結果、この種は2000年以上前に

存在していたことが判明しています）が寄贈されること、同寄贈を通じ、千葉市とヒュース

トン市の姉妹都市関係のさらなる発展を期待する旨の挨拶がありました。 

 議員3名が持参したハスの根は、開会式中にブラウン委員長に贈呈され、5月1日に、

ハーマン・パークの日本庭園の池に植え込まれました。 

 この大賀ハスの贈呈に先立ち、去る3月9日から19日にかけて、日本から庭師の岩崎

博司氏と岩崎大樹氏が派遣され、日本庭園の定期保全・補修作業や、大賀ハス植樹の

ための植樹鉢の設置なども行われました。（関連記事は、ガルフストリーム4月号に掲

載）   

 日本での大賀ハスの花期は6月下旬から8月上旬の間ですが、暖かい気候のヒュース

トンでの花期はそれよりも早い時期と予想され、うまく根付けば来年にも大賀ハスの開花

を見ることができるかもしれません。 

http://www.houstontoyotacenter.com/
http://www.houstontoyotacenter.com/
http://milleroutdoortheatre.com/
http://milleroutdoortheatre.com/
http://www.nba.com/rockets/
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