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  第23回六都市交流会は、11月9日、10日に州都オースティンで開催

し、各都市より合計150名以上の皆様にお越しいただきました。 

  “Keep Austin Weird”というスローガンにはオースティンらしさが凝縮さ

れており、その「らしさ」とは、テキサス共和国の歴史と伝統に根ざすも、

変化に富んだ地形と進取的風土を併せ持つミュージックタウン、というよ

うなものかと思います。企画チームとしては、この「らしさ」を来訪される皆

様にできるだけ実感いただくことを最優先に企画を練り始めました。 

  まずコンセプトに沿って、会場をダウンタウン、それも金曜日の夜が最

高潮となる六番ストリートへ徒歩圏内という条件に絞り込んで選定を開始

しました。ほとんどのオファーが当方目標コストを大幅に超える中、本会

の主旨に理解を示し、種々のリクエストにきめ細かく対応いただいたのが

今回の会場となったコートヤードマリオットです。ゴルフ大会のコースもほ

ぼ同様の理由でいくつかの候補からフォレストクリークに決定し、一次調

査で予想を超えるご希望のあった市内観光は、短時間で様々なアング

ルから街の景観を楽しめるダックアドベンチャーを選びました。 

  懇親会でのゲスト講演も、オースティン「らしさ」を体現している日本人

に依頼すべきとの共通意見のもと、女性リーダー登用推進という国家お

よび企業の課題も加味し、日本食レストラン経営で大成功されている浅

図佳代様をお招きすることが決まりました。また、オースティンを拠点に

音楽活動をされているマスミ・ジョーンズ様にレセプションでのライブ演奏

をお願いしました。さらに福島総領事を通してテキサス州商工会(TAB)

トップのジェフ・モズレー様にお越し頂くことも決まり、今回の企画がほぼ

固まった次第です。 

  こうして迎えた当日は、朝まで雨が降

り、複数の大規模イベントが開催され

ていたダウンタウンの交通は混雑を極

めていたため波乱含みのスタートとなり

ましたが、幸いダックツアーの水陸両

用バスは10分遅れで出発、テキサス州

議会議事堂を横目に、ダウンタウンか

ら高級住宅街を抜け、レークオース

ティンにスプラッシュを上げて飛び込

みました。前月に異例の大雨でレーク

の水嵩が増し、ダックの進水可否は直

前まで微妙な状況でしたが、皆様の気

持ちが通じ、青空の下レーククルーズ

をお楽しみいただけたのは本当にラッ

キーでした。 

   会場では

ジョーンズ様のバンド演奏をBGMにレセプション

が始まり、たちまちホールは熱気を帯びてきまし

た。冒頭で福島総領事よりモズレー様ご招待に至

る背景を説明いただき、紹介を受けたモズレー様

は在テキサス日系企業との関係構築への強い期

待を示されました。続いてシャンペンの乾杯で開

会を祝い、なでしこオースティンのエースとして紹

介された浅図様の「私流三足の草鞋のテキサスラ

イフ」というテーマでの

講演が始まりました。

スライドは使わずにリ

スナーの皆様と向き

合い、ご自身の感覚

と言葉だけで語りたい

との事前のご要望通

り、学生留学から始ま

り、ご家族や従業員とともに歩んでこられたオースティンでの軌跡を、外

連味なくストレートに響く言葉で語られました。会場全体がそのエネル

ギーで一体化され、ビビッドなサクセスストー

リーにグイグイ引っ張り込まれていくようでした。 

  称賛の大拍手がありその余韻がまだ残る中、

恒例の各都市紹介のスタートです。そのコンテンツは年々充実の一途で

すが、今回も感嘆の声と笑いが絶えない発表が続いて大いに盛り上が

り、司会のタイムキーパーとしての役割はほとんど機能していませんでし

たね。最後は参加企業の皆様より提供いただい多数の豪華景品抽選会

と、次回開催地サンアントニオ代表の永谷様へのバトンタッチを持ってお

開きとなりました。因みにこの時紛失していたバナーケースの存在はすで

に確認されましたことを報告しておきます（笑）。 

 翌朝のゴルフ大会は、六番ストリートでの前夜の深酒で欠席者が続出

するのではないかという企画

側の心配は見事に外れ、90名

超の大コンペが8時きっかりに

ショットガンスタート。寒さに難

コースという厳しいコンディショ

ンの中、熱い戦いがくりひろげ

られ、結果はダラスの北島様

がグロスとネットを制しての完

全優勝となりました。 

 

“Keep Austin Weird”は共有され、お持ち帰りいただけましたでしょうか？ 

企画チームとしては万全の準備で皆様をお迎えしたつもりでしたが、いざ

蓋を開けると至らぬ点が多数ございましたことをお詫び申し上げます。一

方、ご参加いただいた皆様には全てのイベントでたいへん温かいご理解

とご支援を賜り、まさに全員参加の六者会スピリットでこの2日間を盛り上

げていただきましたことを、チーム一同、心より感謝申し上げます。 

      (文責：2018六者会企画チーム 白井浩毅) 

@Austin 第２３回 

テキサス州六者交流会開催 

水陸両用バスで市内観光 

ゲスト講師 浅図佳代 氏  

レストランKome Group 代表 

ヒューストンのプレゼンをする 

丹羽高興 第一副会長 

懇親会ディナー 全景  

懇親ゴルフ   

福島総領事 

2018六者会企画チーム代表 

白井浩毅 氏 

  https://www.austinducks.com/      
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平成30（2018-2019）年度 11月度 商工会理事委員会 議事録 

会員限定 



おりますが、初めての店のドアを恐る恐る開ける瞬間はいまだに楽しいもので

す。 
 

 小規模なお店はリカーライセンスをもっていない店が多く、お酒類の持ち込

みに寛容な店もあります。そうしたお店に酒屋にあらかじめ購入しておいた

ちょっと良いカリフォルニアワインを持ち込んで飲み比べする、などはお財布

に優しい定番のおもてなしメニューとなりました。他にも、皆さんご存知、日本

でもチェーン展開する人気の火鍋のお店で、あえて鍋ではなく串モノ（牛と羊

があり、スパイシーな味も選べます）だけを楽しんで焼き串屋として利用したり

するなど楽しんでいます。 
 

 まだあまり開拓出来ていないサムヒューストンを挟んだ反対側のベトナムエリ

ア方向にも探検範囲を広げ、美味しいブンチャー（ベトナム風つけ麺） を出

す店を発掘したいなぁなどと妄想もしております。チャーカー（ベトナム風さつ

ま揚げ）の専門店は運よく発見することが出来ました。揚げたては絶品です。 
 

 他に最近気になっているのは先日初訪問した東北料理のお店のメニュー

で発見した羊の丸焼き。10～12人前ぐらいで450ドル。羊好きな道産子として

は是非丸焼きに突撃トライしてみたい・・と思いつつ、どうやって隊員（同好の

士）を募集しようかと思案中です。 

 

 皆さんがご自分のお気に入りのお店に出

会えるよう敢えて具体的な店舗名について

今回は控えさせて頂きました。どうか良い

ヒューストン生活、良いベルエア探検を！ 

（大丈夫、遭難してもUberを呼べば直ぐに帰

宅できます！） 
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この卓球台、どうやって家に運び入れるのだろう？」我が家は、中肉中背、

日本人にしては力持ちの夫と、どちらかというと小柄な私、当時10歳とはい

え、8歳と間違えられる次男の3人。どう考えても力不足である。でも、ここま

できたらもう後には引けない。とにかくやってみよう、ということで、とりあえ

ず、何とか、頑張った。押したり、引きずったりしながら家に運び入れた。開

梱してみたら、卓球台の周りには保護のための鉄板までご丁寧に入ってい

る。重いわけである。この卓球台、苦労した甲斐があり、Harveyで閉じ込め

られていた間の我が家の唯一の娯楽となった。お陰で次男の卓球の腕前

はかなり上達した。ボールを投げあげてサーブする技まで身に付けることと

なった。 

 私は今回、旬の日本人アスリートの活躍を観ることも大きな楽しみとしてき

た。前回の駐在ではテキサス・レンジャーズにダルビッシュ選手が初登板し

た時、友人たちはダラスまで徹夜で往復していた。そして、今回ヒュースト

ンに大谷選手が来た。燃えたぎる闘志をバックネット裏から見た。地元愛の

強いアストロズファンのブーイングの中、大谷選手が放った100マイルを超

える速球は、アストロズファンからも感嘆のため息がもれた。小さくガッツ

ポーズ。次男はアストロズの帽子に大谷選手のTシャツを着て観戦。後ろの

おじいちゃんが、食べかけのTexas Roadhouseのピーナッツをくれた。 

 できていないことは、まだまだある。それでも、ヒューストンに来て、子供の

サッカーでKaty Parkに向かうI-10から、あるいはKaty Parkで半円に広がる

空を見あげたとき、あぁ私はこの空を見るためにここに戻ってきたのだとし

みじみと実感する。かつての我が家はアルマジロの通り道だった。朝のバ

ス停ではアルマジロもバスに乗りたそうだった。次男の保育園の前には見

事なロングホーンの牛がのんびり日向ぼっこをしていて、その素晴らしい角

を良く眺めたものだ。そこは今ではアパートになっている。 

 ここでの生活は私たち家族にとって、日常なのか、長い旅の途中なの

か、ふと考えることがある。帰国した友人が帰国直前に語った言葉が蘇る。

ここでの時間は神様からの贈り物だったと。 

 2度目のヒューストンは、感動が深まり、あの時気づかなかった大切なこと

に気づかされる。 美しい景色、広大な空、そしてまた出会えた人々、2度目

もなかなか悪くない。 

 夫に2度目のヒューストン駐在の内示があったのは越後湯沢へのスキー旅

行の前日だった。楽しいはずの旅行中、4月から大学生となる長男と、小学5

年生になる次男との家族会議に明け暮れた。結果、長男は日本に残り、私

は次男とともに2017年7月下旬に渡米した。 

 初めての駐在の時のような不安はないものの、楽しいことも大変なこともわ

かるだけに、こういう時はむしろ苦労したことだけが思い出され、気が重くな

る一方の旅立ちであった。気持ちをあげるために、前回できなかったこと、で

きなくて残念だったことをしようと心に決めた。 

 次男の渡米にあたっての希望は、卓球台を買うことだった。渡米3日後、私

たちは次男の唯一にして最大の願いを叶えるべく、Academyに繰り出した。

残念ながら在庫はなく、注文して発送してもらうことになるという。倉庫まで一

緒に見に行く我が家族の真剣な姿に、店員はわざわざ近くのお店の在庫を

探してくれた。少々遠いものの20分も行けば在庫があるという。店員は、送

料もかからない、すぐに手に入るというので、その店に行くことを強く勧める。

車に乗らないというと、ピックアップトラックをHome Depotで時間貸しできると

いう。ここまでアドバイスしてくれると断り切れない。在庫を確保してもらい、そ

の足でHome Depotに向かう。工具のレンタルと共にピックアップトラックのレ

ンタルの案内もあった。国際運転免許証を提示し、貸し出しの手続きをす

る。店員も渡米3日目にして卓球台を買いに行く日本人親子は、さぞ珍し

かったに違いない。 

 無事に店に到着し、卓球台を運んできてもらう。この時、私たちは親切な

店員の勧めに従ったことを強く後悔することになる。倉庫から大きなトレー

ラーに乗ってきた卓球台はとにかく大きい。おまけに防水機能もある国際公

式規格サイズの卓球台を選んだため、重さも半端なものではなかった。テキ

サスサイズの大男が4人がかりで、トラックの荷台に運びあげている。「あれ、

   第171回 柳辺由紀 さん 

駐妻のヒューストン日記 

  ヒューストン在住の皆様、こんにちは。西川と申します。突然ですが、ヒュー
ストンを訪ねてこられたゲストの方のお食事、皆様はどちらにご案内してい

らっしゃいますか？ 

  

 テキサス自慢の16オンスの巨大なリブアイに挑戦頂くためにステーキハウ

ス？ あるいは南部名物のケイジャン料理店でガルフ産のオイスターに各種

フライ責め？ いずれも大正解だと思いますし、案内した皆様にも大変喜ば

れますが・・私は第3の選択肢、ヒューストンで意外にも美味しい本格的な中

華も、お勧めの一つとして毎度候補に入れております。 
 

 ヒューストンに4年半前に着任し驚いたことの一つがベルエア地区に広がる

中国、ベトナム人街の存在でした。先輩駐在員の皆様がご贔屓にしてきた四

川料理店に赴任早々に連れて行かれ、〆の坦々麺の美味しさと唐辛子＆花

椒に文字通り痺れたのをきっかけに、定期的にベルエア詣でを続けておりま

す。 
 

 当初はお勧めとして教えてもらった何店かをヘビーユースしていたのです

が、ふと、隣のお店はどんな感じなんだろう・・・と気になったのがベルエア探

検隊（自称）発足の瞬間です。初めて行った四川料理店があるショッピング

モールの中の全ての飲食店を端から一つずつ平日や週末に訪ねていくとい

う探検（ゲーム）を始めました。 
 

 その探検過程で、中華料理と一口にいっても北京、上海、広東、四川と地

域の違いもあれば、朝粥だったり火鍋だったりと料理の種類毎に専門店が

あったりと、奥深い世界がここにはあるなぁ・・ということをヒューストンに駐在し

ながら感じることが出来たのは大きな収穫ではないかと思います。ここ最近は

増えたパトロール網を巡回するだけでも手一杯で新規開拓の速度が落ちて

駐在員日記「ベルエア探検隊が行く」 
第1回 米州住友商事ヒューストン店 

西川 浩昭さん 
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ヒューストン日本語補習校 

社会科見学 
 

Kaneka North America LLC 

 11月10日、ヒューストン日本語補習校の3年生の生徒60名が、引

率の先生5名と共に社会見学として当社、Kaneka North America 

LLC (以下KNA) を訪れました。前日から降り続いた雨は収まりま

したが、当日の天気は、生憎肌寒い曇りとなりました。 

 当日の朝、子供たちは補習校からスクールバスに乗って当社に

到着。まずはじめに会議室にて、KNAの会社概要説明がありまし

た。当社は主に中間原料を製造する化学メーカーであるため、子

供たちにとっては、どのようなものをつくっているかイメージす

るのが多少難しかったかもしれませんが、みんな真剣な表情で説

明に耳を傾けていました。最後に安全に関する注意事項の説明が

あり、子供用のヘルメットと安全ゴーグルを装着しました。ヘル

メット、安全ゴーグルは普段あまり着ける機会がないのか、子供

たちはみな大喜びしていました。 

 会議室での説明が終わると、工場見学が始まりました。工場の

敷地が広いため子供たちは3班に分かれ、バンに乗り込み出発しま

した。今回は耐熱カネビニール（塩素化塩化ビニール樹脂）、MS

ポリマー（変成シリコーンポリマー）、アピカル（ポリイミド

フィルム）、カネカQH（還元型コエンザイムQ10）の4つの製造現

場をクラスごとに分かれて順番に見学しました。 

 耐熱カネビニールの製造現場では、まずバンに乗ったままト

ラックスケール（計量器）での重量測定を行いました。トラック

スケールでは普段、空重量と積載時重量の両方を計量してその差

分を入荷量・出荷量として管理しています。そこで「みんなの

乗ったバンの重さはどれくらいでしょう？」と子供たちに質問を

すると、それぞれ自分の予想する重さを大きな声で口にしていま

した。そして計量を行い、正解を発表すると「当たった！」や

「思っていたより重い！」などの感想が聞こえてきました。その

後、バンに乗ったまま耐熱カネビニールの製造現場周辺を見て回

りました。製造現場の横には原料・製品を輸送するためレイル

カーが乗り入れており、工場の中に線路があることに意外な印象

を受けたようでした。工場周辺を見て回った後、レイルカーを牽

引するトラックモービルの運転席に座ってみるというアクティビ

ティを行いました。子供たちはもちろん今まで誰もトラックモー

ビルの運転席に乗ったことがなく、われ先にと列をつくって自分

の番が来るのを待っていました。実際にトラックモービルの運転

席に座り、ホーンを鳴らしてみると大きな音に驚きながらも運転

手になったような気持ちになり、みな大喜びしていました。 

 MSポリマーの工場見学では、まず製造管理室（コントロール

ルーム）を見学し、製品特性を説明しました。MSポリマーは各

種建築物のシーリング剤や接着剤の主原料として用いられている

液状の樹脂であり、糊と似たようなベタベタした成分ということ

で理解がしやすかったようです。説明後、製品タンクから採りた

てのMSポリマーを観察し、それらを固めてゴム状にしたものを

プレゼントしました。子供達からはこのプレゼントに歓喜の声が

あがりましたが、すぐに真剣な表情で手に取り、製品について多

くの質問が寄せられました。子供たちは、それらを食い入るよう

に観察しながら「MSポリマーの色は何色なの？」、「なぜベタ

ベタしているの？」等、色々な質問を担当者に投げ掛け、その回

答を真剣な表情でメモしていました。なかにはとても鋭い質問も

あり、子供達の着眼点や発想力の柔軟性に驚かされるばかりでし

た。子供たちにとっては普段なかなか触れる事が出来ない「化

学」の面白さを体感してもらういい機会となったのではないで

しょうか。 

 アピカルの製造現場では、まず担当者が原料樹脂の実物を見せ

ながら説明を行い、その後窓越しにフィルムの製造工程を見学し

ました。アピカルは耐熱性・絶縁性に優れるため人工衛星や航空

機、スマートフォンの部品等の幅広い分野で使われていることを

知り、驚いた様子で担当者に色々と質問をする子供もいました。

アピカルの製品サンプルを手に取り、フィルムを手で破ろうとし

た子供もいましたが結局破ることができず、アピカルの薄さと丈

夫さを実感していました。 

  

工場での全体説明 

レイルカーを引っ張るトラックムーバーにも登りまし

た。運転席でクラクションも鳴らして、トラックムー

バー運転手体験も実施しました。 

今回の社会科見学訪問先 Kaneka North America LLCでの全体記念撮影です。「カガクでネガイをカナエル会社」の

カネカで、実際にカガクに触れ、世の中のネガイをカナエルのか見学しました。 
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 カネカQHの製造現場では、最初にQHの製造方法について実際のサ

ンプルを見ながら説明を受けました。そこから、実際の製品を充填する

製品室（クリーンルーム）を見学しました。当日は生憎土曜日ということ

で実際の作業は見られませんでしたが、工場見学用マネキンを設置し

ており、子供たちは、クリーンルーム用の服装に興味を持ち、クリーン

ルームで作業する理由等を皆真剣に説明に聞き入っていました。その

後、製造管理室（コントロールルーム）へ入り製造工程をコンピューター

で管理する様子を見学しました。QHは当社の健康食品素材の１つで、

「元気の源」と紹介しましたが、子供たちにとっては中々理解が難しかっ

たようですが、最後にお土産に配ったQHを早速飲んでみるなど非常に

興味を持っていました。将来のユーザーになってくれることを期待して

おります。  

 各現場の見学が終わったあとは、会議室に戻って、時間のあった班に

は当社の製品と、それを使って作られたさまざまな最終商品のサンプル

を実際に手にとってじっくり観察してもらいました。会議室の前に並べら

れたさまざまなものに子供たちは興味津々で、液状の接着剤の原料

（MSポリマー）を不思議そうに眺めたり、耐熱カネビニールで作られた

パイプを手に取ってみたり、繊維カネカロンで作られたウィッグを見学し

ていました。 

 4つの班がすべて見学からもどり、会議室にそろったところで、質疑応

答の時間です。その後、記念写真をとった後、子供たちはノベリティグッ

ズ、カネカQHと当日使った子供用ヘルメット、安全ゴーグルをお土産に

工場を後にしました。 

 今回の工場見学の説明は小学校3年生には全てを理解しきることが

少し難しい内容だったかもしれません。しかし、普段直接接点のない化

学メーカーがなにをしているかを知ることで、子供たちがこれから世の

中の色々なことに興味や好奇心を持ち、積極的に学ぶ楽しさを感じる

ひとつのきっかけとなればと社員一同心より願っております。 

 (Kaneka North America LLC 山本裕樹) 

工場での全体説明です。

化学メーカーと聞いても難

しいけれど、カネカで作ら

れる製品は、例えば、こん

な見慣れたプラスチックの

水筒に入っています。 

工場見学に際しては、ヘ

ルメット、ゴーグルも装着し

て、安全第一が徹底され

てます。 

工場では、コンピューターで生産ラインの管理を実施

してます。普段見慣れない多く並べられたコンピュー

ター画面に驚き、真剣に説明を聞きておりました。 

工場では、普段手にするスマートフォンやタブ

レットにも使用されているポリイミドフィルムを生産

しています。 

ヒューストン美術館見学 
ヒューストン日本語補習校  

 11月10日、補習校中学部1年生22名、引率教員3名、計25名が

ヒューストン美術館を見学させて頂きました。2007年から今年で11回

目となる今回の見学、今年も写真修復士小関俊旭先生のご指導の

下、写真保存庫、修復ラボなどの裏側への旅を満喫してまいりまし

た。 

 まず始めに、先生より写真コンサーヴァター（修復士）の仕事につい

ての説明を受けました。修復作業はもちろん、その過程を詳細に記録

することに多くの労力が注がれているとのこと。これは、後世へ施され

た作業を正確に引き継ぐためだそうです。こうすることで、次の補修を

どのように行うかが決められます。これは生徒たちにとっても意外だっ

た様です。 

 次は写真保存庫へ。しかし写真保存は「湿度」と「温度」「光」との戦

い。最新の技術に守られた保存庫の中に体温36度（＋）の人間25人

の入室は、まさに破壊活動。故に、窓から交互に中を覗くだけにとどま

りました。 

 そしていよいよ大型エレベーターにのって修復室へ。エレベーター

のドアが開くやいなや歓声が上がります。「自分の部屋が入るよ」「畳

で8畳はあるよね」などと、その大きさを色々な例えで表現する中学生

達。直結する修復ラボには、北側の光が入る天窓、天井に大きく伸び

た排気ダクト（通称：象の鼻）や最新の解析機器、机上にはどこかで見

たことあるような道具の数々が置かれています。修復に欠かせないの

は、なんと日本の表装に使われる色々な形の刷毛、へら、和紙、糊な

ど。すべて小関先生が日本で買い付けて来られたそうです。既製の

混合物は使用せず、接着剤もここで調合。そこはまさに職人の部屋

と、化学研究室が合わさった場所だったのです。写真と一口に言って

も、撮影された年代、技法によって修復法が違います。顕微鏡をのぞ

きながら実際の作業をデモンストレーション。それを食い入るように見

つめる生徒達。 

 ツアーの終盤は、古い写真を自分たちの手に取りながら、写真の年

代を探るために必要な要素は何なのかを学習するワークショップ。質

疑応答では「1カ月にどのくらいの修復が可能なのか」「写真修復に

よってその価値に変動が生じるのか」など鋭い質問も飛び交いまし

た。「小関先生がこの仕事をしようと思ったきっかけは？」という質問へ

は、幼少の折、帰途に両親と食べるおいしいごはんに釣られて上野の

美術館に頻繁に訪れるうちに次第に美術に興味を持ち始め、同時に

化学の勉強も好きだったからとの回答。「中学生よ、色々な勉強がい

つどこで結びつくのか分からないのだ」と心の中でうなずく引率教員な

のでした。 

 今回の見学では、写真修復の技術が現代科学と伝統の職人技が合

わさったものであり、それが鑑賞する人たち、未来のための壮大な仕

組みであることを垣間見ることができ、生徒一同大きな刺激を受けたよ

うです。次に美術館の表側を訪れる際には、きっと今迄と違う見方をし

てくれるはずです。 

 さて、写真展示は、その繊細さから常設展示でもほぼ3カ月ごとに展

示作品の交換を行うとのこと。つまり訪ねる度に違う写真に出会えると

いう話です。ヒューストン美術館―まさに文化の宝箱。もっともっと足を

運ばないと勿体ないですね。小関先生、有難うございました。 

（文責：ヒューストン日本語補習校中学部1年担任 名生有公子） 

巨大エレベーターの中の生徒たち conservatorの小関先生（右） 
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JAXA特別宇宙教室 

～補習校中学部 水ロケット発射実験～ 
  

 10月20日、ヒューストン補習校中学部2・3年生は、理科の特別授業と

して、毎年恒例となった水ロケット発射実験を行いました。今回で7回目

を数えるこの実験は、中学部から加わる理科の授業で、唯一の物づくり

にかかわる内容です。「宇宙に一番近い補習校」のキャッチコピーに、

いかにもふさわしい実験であり、グループに分かれてロケットを作ること

から、理科の知識だけでなくチームワークや責任感といった社会性も養

える授業です。 

 水ロケットは、ふたつのペットボトルを組み合わせて作った胴体に、紙

で作った先端（コーン）と尾翼をつけ、粘土で重りをつけたものです。発

射実験前に、2回のロケット製作時間が設けられ、JAXAの皆様のご指

導のもと、生徒たちはグループに分かれて作業を開始。しかし、10月に

入ると現地校の年度替わりで中学生は急に忙しくなり、せっかくグルー

プを作っても、必ず数人の欠席者が出る状態でした。よくまとまって分

担を決め、きちんと2つのロケットを作ったグループもあれば、なかなか

人数がそろわずコミュニケーションがうまくとれないまま、当日ロケットが

未完成のグループも…。 

 

 当日は、朝から雨が降ったりやんだりの落ち着かない天気の中、午前

中に中学部2年生が、午後に中学部3年生が実験を行いました。 

  

 打ち上げ前の最終調整に余念のない生徒

たちの中、胴体しかない状態のロケットを

持ってきた生徒から、「これでも飛ぶかもしれ

ないから、このままでやってみてもいいです

か?」という大胆な発言が。「飛ぶには飛ぶけ

ど、ロケットとして飛ばすには、コーンや尾翼

をつける意味があるんだ

よ。」というJAXAの方の優し

いアドバイスを受け、ロケット

にはコーンと尾翼が速攻で

取り付けられました。 

 しかし、コーンと尾翼がついたのに、うまく飛びません。飛び方を見て

いたJAXAの方から、「おもりつけた？」とのチェック。あわてて粘土でお

もりをつける生徒たち。結局最初の設計通りのロケットになり、今度は飛

距離も伸びて、やっぱり胴体だけではロケットとは言えないことを実感す

る良い経験となりました。 

 何度か発射実験を行ううちに雨脚が強くなり、残念ながら午前中は残

り30分のところで中止を余儀なくされました。中2の生徒たちは名残惜し

げに教室に戻り、反省会を行いました。 

 

 しかし、心配された天候は午後には持ち直し、中学部3年生は無事最

後まで実験を行うことができました。今年度の中3は、なめらかな着地を

目標に、宇宙飛行士に見立てた生卵を設置したロケットを打ち上げまし

た。初めての取り組みでしたので、ドキドキしながらの実験でしたが…卵

は完全につぶれてしまいました。中にいたのが人間だったら、と、打ち

上げるだけではなく、帰って来た時のことまでも想定しながらロケットが

造られていることを、改めて認識する実験となりました。 

  

 水ロケットの実験のために、事前の打ち合わせを含め、何度も補習校

に来てくださったJAXAの皆様、今年も貴重な体験をさせていただきあ

りがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。  

（文責：ヒューストン補習校中学部2年A組担任 佐藤暁子） 



Gulf    Stream 7 Vol.44 No.3 December 2018  

2018年度 補習校運動会 
～さわやかな秋晴れの下での熱い戦い～ 

12回目の開催とされる本大会、今年は10月28日に行われました。

ハーフマラソンと10kmの2種目があり、ハーフマラソンはサム・ヒュースト

ン公園をスタートしてダウンタウン内を2マイルほど走った後、アラン・

パークウェイを西へ、途中からメモリアル・ドライブへとコースを移してI-

610で折り返し、サム・ヒューストン公園まで戻ってきます。 

スタート時間は朝7:00と早く、6:00頃には続々と参加者たちが集まっ

てきます。事前の発表では、6,800人を超えるエントリーがあったとの事。

暗い公園の中では、ボランティアの人たちが準備をしています。スタート

の並びは早いもの勝ちで、申告タイム順に分けられている訳でもありま

せん。騒がしかった話し声も国歌が流れると静まり返り、ようやく東の空

が明るみ始めて、号砲

と共に私にとっての初

めての海外での大会が

スタート！距離表示が

マイルである事も、沿

道の方々の応援の仕

方も日本とは違い新鮮

で、つい力が入ってし

まいます。応援の中に

は、スーパーマリオの

パワーアップキノコを段

ボ ー ル に 描 い て、

「Touch Here !」と励ましてくれるものまで。坂のないヒューストンですが、

皆様もご存知のように立体交差を中心とした道路のアップダウンは意外

に沢山あり、むしろ平らな箇所の方が少ないのでは、と思ってしまいま

す。また、西へ向かって走っているうちは良いのですが、I-610で折り返

して東に向かって走ると太陽がまぶしく、更に好天に恵まれたこともあっ

て思いのほか汗をかきます。凡そ2マイル毎に設置されている給水所で

は、スポーツドリンクと水を紙コップに入れて、多くのボランティアの方々

が手渡してくれました。アラン・パークウェイまで戻ってくると、10kmのラ

ンナーが折り返して、同じコースを一緒に走ります。視界の中でダウンタ

ウンのビル群が大きくなり、最後の力を出し切ってゴーーール。前半は

慎重に走った事もあり、後半にペースを上げる事が出来て、想定よりも

良い記録で走り切る事が出来ました。ゴール後はテキサスサイズのメダ

ルを首にかけてもらい、一気に疲れが癒されました。 

レース後、サム・ヒューストン公園はお祭り騒ぎです。ランナーたちは

事前のゼッケン配布の時に軽食とビール2杯分のチケットを受け取って

います。車で来た私は、ビールの列に羨ましそうな視線を投げかけなが

ら、晴天の下でコーラを美味しく頂きま

した。 

後日、沿道のカメラマンが撮影してく

れた写真が無料でダウンロード出来まし

たし（日本では１枚数千円で販売しま

す）、ゴールシーンの動画も頂けまし

た。大会終了後の11月1日には、早速

2019年の大会申し込み受け付け開始の

メールが届きました。お得感のある海外

のマラソン大会に、ハーフマラソンは

ハードルが高い方も10kmなどで参加さ

れてみては如何でしょうか。 

（文責：松澤進一） 

  

 10月27日、生徒や先生方、保護者の熱い願いが通じたのか、週半

ばまで続いていた雨はすっかり去り、雲一つない晴天に恵まれ、第42

回運動会を開催することができました。福島総領事をはじめ来賓の

方々の前で、小学部１年児童代表による元気一杯の開会のことばで、

運動会が始まりました。 

 午前の部の最初の競技、毎年恒例の全校生徒による「大玉送り」は

白組勝利となりました。かわいらしい幼稚部の児童と保護者による演技

「WAになっておどろう」は、練習の成果もあって、とても上手におどれま

した。小学部では、身近な用具を使った障害物競走「なかよくフラフー

プ」や「目指せ、東京オリンピック！」などが行われ、前半の部は、白組

リードで折り返しました。 

 

 午後の部の最初

には、中高生有志

による応援ダンス

「やってみよう」が

披 露 さ れ、そ の

後、迫力のある小

学部高学年と中高学部の紅白リレーや綱引きが行われました。 

 全競技を終えて、総合得点：赤組481対白組469で赤組の勝利となりま

した。この運動会は、先生方の指導の下、中高生などの生徒達が、工夫

をしながら運営を行っています。準備・運営に携わった先生方、保護者

や生徒の皆様、本当にお疲れ様でした。     （補習校運営委員会） 

ヒューストン・ハーフマラソン 

体験記 

どちらも負けるな紅白リレー 力一杯の小学部3・4年 お助け綱引き 

開会のことば 

（小1坂本望星・山田理沙・前田陸斗・清水玲菜・藤岡雄太郎） 

全校生徒参加の大玉送り 
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ピーカンキッズ 

今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞ 

1月31日（木） 10時30分～ 

2月2日（土）    9時30分～ 

 

＜読み聞かせの会＞ 

1月18日（土） 10時30分～ 

三歳未満のお子様向け 

＊変更がある場合もござ

います。三水会センター

内のポス ターやコ ミュニ

ティーサイト：ヒューストン

なび＜hounavi.us＞でもご

確認ください。 

＊スタッフは随時募集中

です。ご興味をお持ちの

方やお問い合わせは、次

のアドレスまでご連絡くだ

さい。 

お待ちしております。 

あそぼーかい     mama.asobokai@gmail.com 

読み聞かせの会 houstonyomikikase@yahoo.co.jp  

―読み聞かせの会― 

 はじめの絵本は「いいおかお」。みんなで一緒に声を出して「こんにち

は」と動物さんにご挨拶をしました。次に大人気!大型絵本の「だるまさ

んの」では、子供達が体を横に揺らし、上手に絵本通り、自分のおめめ

を指していました。リトミックの時間では、日本とアメリカの童謡をたくさ

ん歌って体を動かしました。「むすんでひらいて」「Walking Walking」

「バスごっこ」「Baby Bumble Bee」「Row Row Row Your Boat」。先生自

身が全て歌ってくださり、簡単で踊りやすく、親子一緒に楽しんで取り

組める歌ばかりでした。「ギュー」のかけ声で必ずお母さんのところに

戻ってくる子供達がとっても可愛かったです。「亜理先生の歌声が素晴

らしく、聴きいってしまいました」、「アメリカに居てなかなか日本の童謡

を歌ってあげられないので、ありがたいです」と、お母さま方からも大好

評でした。 

 読み聞かせの会のスタッフも全員ママです。絵本のことや子育てのこ

となど、何かありましたらお気軽にお声がけください。また同年代のお

子さまを持つお母さまもたくさんいらっしゃいますので、皆さんでお話を

して、お母さまにとっても良いリフレッシュの場にして頂ければと思いま

す。ぜひお誘い合わせの上、お越しください。お待ちしております。 

（文責：読み聞かせの会） 

秋晴れに恵まれた11月2日、「読み聞かせ会」を開催致しました。今

回は以前もご協力頂いた、元宝塚歌劇団娘役の武藤亜理先生をお

迎えし、音楽遊びリトミックの時間を設け、本と歌を楽しみました。当

日は0歳から3歳のお子さまとそのお母さまがたくさん集まってくださ

り、とても賑やかな会となりました。 

ショーイングジャパン  

七五三写真撮影会開催報告  

 11月3日、10日の両日、新しい三水会センターにて毎年恒例の七五

三写真撮影会が開催されました。この企画も今年で10回目を迎え、43

家族、106名ものたくさんの方々にご参加いただきました。 

 毎年皆さまから頂戴いたしました参加費で着物や小物等々購入させ

ていただいておりますが、10年前からの備品でもある着物や小物などは

ほころびを直し、また今回から新しい申し込みシステムを導入した為そ

のセットアップ等と事前の準備作業に追われました。更に今年は、新し

い三水会センターでの初めての撮影会という事で着付けや撮影ルーム

のレイアウトにも頭を悩ませ、試行錯誤のうえ、撮影当日を迎えました。 

 お子様のお支度が整う過程を目を細めながらビデオ撮影されるご

両親様のお姿もあり、お子様のご成長のひとつとして残していただけ

たらと思いました。また、今年も着物での撮影を終えたお子様たちに

この異国の地で少しでも七五三の雰囲気を味わっていただこうと日

本より取り寄せた千歳飴をお渡しすると、緊張もほぐれたのか、うれし

そうに受け取り、足取りも軽く会場を後にされました。そんなかわいい

笑顔を見ることが出来、メンバー一同、七五三のお祝いのお手伝い

が出来たことを嬉しく思っております。 

 今回皆さまから頂戴いたしました参加費も、今後の活動費として大

切に使わせていただきます。 ご参加いただきました皆さま、ありがと

うございました。 

 年が明けて1月12日に晴れ着撮影会を開催いたします。ご家族

揃って、またはお友達同士など、多くの方のご参加をお待ちしており

ます。 

（文責：岩﨑優美子)  
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  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。 

 前回の美山貴彦先生から血液内科がご専門の早瀬英子先生にバトンが移りました。 

 医師 現 MD Anderson Cancer Center  博士研究員  

早瀬 英子  

 皆さんこんにちは。北海道札幌市から2018年8月にヒューストンへやって

きました血液内科の早瀬英子と申します。血液内科医として日本での診察

では白血病などの血液悪性腫瘍の診療と造血幹細胞移植（骨髄移植）に

主に携わっていましたが、研究面ではこれまで「骨髄移植と腸内細菌の関

係」を研究してきました。現在はMD Anderson Cancer Centerで、引き続き腸

内細菌と移植免疫の研究を行っています。 

 さて、インターネットや雑誌などでは「腸（ちょう）」に注目した健康食品や

ダイエット食品がしばしば紹介されています。「この食品を食べると腸内環

境が改善する」、「プチ断食は腸内環境を改善してダイエットに良い」 など、

色々な情報が飛び交っていますが、それでは腸内環境というのはどういう

環境なのでしょうか？今回は、現在医学領域で注目されている腸内環境に

ついても合わせてご紹介したいと思います。 

 

1. 腸内細菌と腸内環境 

 腸（ちょう）は、体の中にある食べ物の通り道です。私たちが食べた食事

は、のどを通過した後、食道、胃、小腸、大腸を通過して、最終的には便と

なって排泄されていきます。その食べ物の通り道の環境、特に小腸と大腸

の環境を「腸内環境」と呼びます。しかし、腸はただの食べ物の通り道では

ありません。食べ物が通って行く中で、消化を行い、栄養分を吸収し、水分

も吸収し、不要なものだけを便として排泄する機能をもっています。腸の中

は通過中の食べ物だけが存在するわけではなく、非常にたくさんの細菌が

住み着いています。その数、100兆個！腸の中の細菌なので、これを「腸内

細菌」と呼びます。この腸内細菌は腸の中に花畑（フローラ）のように広がっ

て存在していることから、腸に住み着いている腸内細菌たちを「腸内フロー

ラ（または腸内細菌そう）」と呼びます。実は、この腸内フローラを作っている

細菌の数は、私たちの体を構成している細胞の数よりもずっと多いのです。

腸内フローラの重さは、なんと約2キロ。体重計にのった時、2キロ分は腸内

細菌たちの重さというわけです。そして、「良い腸内環境」とは、腸自体と腸

内フローラが良い関係を築いていることを示しています。 

 

 次回は小児科（感染症）がご専門の池田早希先生です。 

池田先生とは日本人医師・研究者の集まるお食事会で、隣同士の席で

お食事させていただいたのがきっかけで知り合いました。明るくてはつ

らつとしていらっしゃる池田先生から、ヒューストンの病院での診療につ

いてたくさん教えていただきました！  

2. 腸内細菌と健康 

 腸内細菌たちが作り上げている腸内フローラですが、非常に多くの種類

の細菌で構成されています。では、私たちはどのように腸内フローラを手に

入れるのでしょうか。赤ちゃんは母親のお腹の中では無菌状態です。赤

ちゃんは生まれる時や、母乳を飲む時に、お母さんに付着している菌を受

け取ります。これが腸内細菌との最初の出会いになります。そして、家族と

一緒の家庭環境の中で、おもちゃを舐めたり、食事をしたりしていくと、

色々な菌がその過程でお腹の中に入ってきて、蓄えられ、腸内フローラが

完成されます。つまり、一緒に暮らしていると、似た腸内フローラの持ち主

になるわけです。ですが、成長の過程でどんな種類の食べ物を好んで食

べるようになるかによって、お腹の中に住み着いている腸内細菌の種類が

変わっていきます。腸内細菌の中には肥満になりやすくする腸内細菌や、

痩せやすくさせる腸内細菌、免疫力をアップさせる腸内細菌、炎症を抑え

る腸内細菌、アレルギーを抑える菌など、様々な役割をもった菌が存在し

ます。肥満になりやすい菌をたくさんお腹の中に住み着かせていると、残

念ながら「そんなにたくさん食べてないのに太る」人になってしまいます。こ

の腸内細菌の種類のバランスが極端に崩れると、様々な病気が引き起こさ

れやすくなることがわかっています。引き起こされる病気は腸炎のような腸

の病気だけではありません。がんや神経疾患、呼吸器疾患、代謝疾患、肝

臓病、心臓病、免疫病、アレルギーなど、多くの病気に腸内フローラの異

常が関連していることがわかってきています。 

 

3. 腸内細菌とがんと免疫力 

 「免疫」とは、外界から体の中に侵入した細菌などの異物や突然変異で

生じたがん細胞などを白血球が攻撃し、排除しようとする作用のことです。

免疫力が弱い人というと、生まれたての赤ちゃんや高齢者、病気をもって

いる人をイメージしがちですが、正確には白血球の働きが弱い人を指しま

す。腸は食べ物自体や食べ物に付着しているまたは含まれている細菌な

どから常に刺激を受けており、腸の中にある白血球は常に活発に活動して

います。つまり、腸は最前線で免疫反応を起こす重要な臓器なのです。で

すが、もし偏った食事などが原因で免疫力をアップさせる腸内細菌が減少

してしまうと、腸の中の白血球の機能が低下して、風邪を引きやすくなった

り、がんができやすくなったりする可能性があります。先日、ノーベル医学

生理賞を受賞した本庶先生とアリソン博士の研究成果として注目されてい

る「がん免疫療法」も、その有効性に腸内細菌が関連していることが報告さ

れています。 

 

まとめ 

 腸内細菌は私たちの体質に深く関わっています。「規則正しくバランスの

良い食事をしましょう」というのは良い腸内フローラを作り上げる上で重要な

ようです。「風邪（ウイルス感染）には抗生物質（細菌をやっつける薬）は効

かない」というのは常識ですが、「風邪でも念のため抗生物質を内服しよう」

といった安易な抗生物質の使用は、腸内フローラを破壊して特定の病気を

引き起こしてしまうこともありますので注意が必要です。一度、極端に乱れ

てしまった腸内フローラは元に戻すのが難しい場合があります。最近では

健康な腸内フローラを戻すために、健康な人の腸内フローラ（つまり便）を

カプセルに入れて飲む、または、温水に溶かして飲むという治療法（腸内フ

ローラ移植）も注目されています。 

第170回 

   私たちと腸内細菌の関係 
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祝宴はMaster of Ceremoniesを務めるWilliam Weiland JASH会長

の歓迎の挨拶で始まりました。そして50周年記念として製作され、実際

にJASHの活動の柱である、教育、ビジネス、文化交流に深く関わる

Youth Ambassador Program参加生徒、ヒューストン商工会本多前会

長、日本語プログラム受講生の3名のインタビューを中心に構成された

JASH活動紹介ビデオが初めて上映されました。 
  

続いて福島総領事よりご挨拶を頂き、創立５０周年記念ロゴの水引

デザインについてお話し

頂きました。この記念ロゴ

は、水引デザインの部分

が日本を表す“JP”とヒュー

ストンを表す“H“で構成さ

れ、日本とヒューストンの

人々の心が通い合い、決

して緩むことのない強い絆

を表現しており、これまで

の50年の歩みはもちろん

今後もその絆を深める活

動をしていくという思いが

込められております。 
  

その後総領事の乾杯の合図で会食となり、参加者には日本風にア

レンジされたディナーやデザートと共に歓談を楽しんで頂きました。 
  

 宴半ば、場の空気も和んだところで、創立50周年を記念して設け

られた第1回J. Thomas Schieffer Leadership Award (トーマス・シー

ファー・リーダーシップ賞) が、前駐米日本大使の佐々江賢一郎氏と

信子夫人に、さらに第１回Houston – Japan Friendship Award (ヒュー

ストン-日本友好賞) が著名なビジネスマンであり、市民リーダーである

Marc Watts氏（The Friedkin Group CEO、Greater Houston Partnership 

会長）に授与されました。 
 

他団体便り 

 

宴と並行して行われましたサイ

レントオークションには、ご協力

各位、各社よりご提供頂きまし

た、ヒューストンー成田往復航空

券、豪華リゾート宿泊券などトラ

ベル関連アイテム、各種プロス

ポーツ観戦チケットや有名選手

サイン入りグッズなどスポーツ関

連アイテム、Houston Livestock  

& Rodeoチケット、有名レストラン

ギフトカード、日本酒やウイス

キーのサンプルセット、ダンスや

バレエの鑑賞チケット、アート作

品、空気清浄機、兜飾り等々、

50周年記念に相応しくバラエ

ティーに富んだ50点を超える品

物が並びました。来場者の方は

ご歓談の合間にそれぞれお好

みのものを見つけて頂き、好評

のうちにほぼ完売致しました。 
 

この度の創立50周年記念Galaへ、ヒューストン日本商工会より会場

を飾る素晴らしいフラワーアレンジメントのご提供をはじめ、会員企業

の方々からの多大なるご支援を賜りまして、深く感謝申し上げます。 

JASHは、11月15日より就任いたしましたLaird Doran新会長のもと、

今後もヒューストン商工会との連携を密にし、ヒューストン地域での日本

とアメリカの友好、交流、協力に一層貢献すべく活動をして参ります。

引き続きご支援とご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

（文責：ヒューストン日米協会 片山育代） 

 50周年記念GALA開催報告  
ヒューストン日米協会   

11月3日土曜日に、ヒューストン日米協会（JASH）の創立50周年記念GalaとサイレントオークションをRiver Oaks Country Clubで

開催致しました。福島総領事ご夫妻をはじめ、スポンサー企業、団体、個人、そして創立メンバーの親族等、250名を超える方々と

共に、この記念の年をお祝いさせて頂くことが出来ました。 

Consul-General Fukushima  

Silent Auction  

Toyota Motor North America  

（Mr. Kirimoto, Mr. Ogawa)  

New JASH President: Mr. Doran   

J. Thomas Schieffer Leadership Award 
(Ambassador Schieffer, Mr. Hafner,  

Ambassador and Mrs. Sasae, Mrs. Schieffer)   

Houston-Japan Friendship Award 

（ Mr. Weiland, Mr. Watts,  Mr. Nagawa）   
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マに、ヒューストン日本人会専属ソムリエ

の若狭翔太朗さんが計11種類、8カ国の

ワインと解説メモを用意され、参加者は、

ブドウ品種の比較や、国の比較、好みの

タイプのワイン探し等を楽しんだ。また、

ワインに合わせ日本人会のボランティア

の皆さんが用意したチーズ・ハムの盛り

合わせ、シュリンプカクテル、BBQ、ピ

ザ、つくね等の数々の料理が提供され

た。今回のメインイベントであるワインクイ

ズ大会では、ソムリエが準備したワインで

ブラインドテイスティング等が行われ、上

位3名には豪華賞品が武智日本人会会

長から手渡された。参加者からは「こん

なにワインテイスティングが楽しいと知ら

なかったので毎月開催して欲しい」、「た

くさんのワインを飲み比べ出来て楽し

かった」、「テキサスのワイン特集も是非

企画してもらいたい」等の数々のコメント

が寄せられ、大盛況であった。来年も11

月頃に趣向を凝らしたテーマで「乾杯の

集い」を開催する予定である。 

(文責：グレーターヒューストン日本人会広報部） 

 11月17日、グレーターヒューストン日

本医学会・日本人会の共催で、毎年恒

例のワイン会イベント「乾杯の集い」が

開催された。福島総領事のご配慮で、

今回は総領事公邸を会場としてご提供

いただいた。公邸はテキサスを代表す

る閑静な最高級住宅地の中にあり、秋

のワインテイスティングには最高の雰囲

気の中、約50名のワイン愛好家が集

い、様々なワイン・料理を楽しみながら

親睦を深めた。「乾杯の集い」は、当

時、ベイラー医大の永久教授であった

能勢之彦先生（国際人口臓器学会創

始者、国際アフェレシス学会創始者、

瑞宝章受章者）が、ヒューストンに研修

で来られた大勢の若手日本人医師、

研究者をご自宅に招待し、日本人同士

が交流する場を設営したことがきっか

けである。2004年から始まり、現在では

ヒューストン日本人会と医師・研究者と

の交流の場になっている。「乾杯の集

い」では、毎回テーマ（全テキサスワイ

ンを飲む会、カリフォルニアワインを楽

しむ会等）を決めて楽しんでいる。今年

は「世界各国のワイン飲み比べ」をテー

三水会センター休館日及び 

図書返却日一部変更のお知らせ 

 クリスマスホリデーに当たり三水会センター(図書館、商

工会及び補習校事務局)が下記日程で休館になります。

なお、休館に伴い図書返却日も一部変更されます。貸出

日から2週間先の返却日が休館期間に該当する場合は3

週間又は4週間の貸出となります。（例1(3週間) 貸出日：

2018年12月17日  返却日：2019年1月7日／例2（4週間） 

貸出日：2018年12月11日 返却日：2019年1月8日） 

休館期間：2018年12月23日（日）～2019年1月3日（木） 

出席者の皆様 

 第48回JXTG童話賞を受賞した作品集「童話の花束」

を三水会センター図書館にて無料配布しております。

童話を読む楽しみだけではなく、書く楽しみも紹介して

くれる素敵な本です。ご興味のある方はご来館の際に

ぜひどうぞ。 

 「JXTG童話賞」は、毎年「心のふれあい」をテーマとす

るオリジナル創作童話を募集し、選考委員による審査

の結果、入賞した作品がこの童話集に掲載されていま

す。 JXTGグループ（当会会員）様には、過去数年に

わたり日本語補習校と三水会センター図書館に本書を

ご寄贈いただき、深く感謝申し上げます。 

「童話の花束」  

  トランプ政権の信任投票とも言われた中間選挙は、上院で共和党が

過半数を維持する一方、下院では民主党が多数を握り、連邦議会は

ねじれ状態となりました。 

 今回の講演会では、ワシントンDCで米国政治をウォッチしている米国

三井物産の緋田ワシントンDC事務所長を講師に招き、後半に入ったト

ランプ政権の政策の展望などについてご講演頂きます。 

 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

お待ちしております。 
   

 

 

 

■ ビジネスセミナー「中間選挙を経て＝米国政策の展望」（主催：ヒューストン日本商工会） 1/17(木) 

世界各国のワイン 

クイズ大会 

(ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾃｲｽﾃｨﾝｸﾞ) 

ワインを楽しまれる皆様 

  日 時：  2019年1月17日（木） 

  2:00 pm（常任委員会終了後） ～3:30 pm 

  会 場：  United Way of Greater Houston CRC オーディトリアム  

   （50 Waugh Drive, Houston, TX 77007）     

  演 題： 「中間選挙を経て＝米国政策の展望」    

  講 師： 緋田 順 （Jun Aketa）  

   Senior Vice President & General Manager／ 

   米国三井物産㈱副社長兼ワシントンDC事務所長 

  定 員： 65名  
 

  お申込み及びお問合わせ： 商工会事務局  
  Tel: (281) 493-1512  Email: sansuikai@jbahouston.org 
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ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

By 
Kumiko 

No.128 

編  集  後  記 

 ガルフストリームのレイアウト担当編集委員として1

年近く携わり、同時に記事も執筆してきました。 

ヒューストン駐在の3年半に培った貴重な経験は、友

人知人ゼロから始めた私にとって、生涯忘れられな

いものです。様々なイベントや情報を提供してくれた

他国の友人達やリタイアしたアメリカ人友人達とのゴ

ルフの日々、また、レストランを巡り、ランチやお茶を

しながら日本人友人達と過ごした憩いのひと時。こ

れまでの経験が少しでも購読者のお役に立ち、

ヒューストンの暮らしがより潤いのあるものになれば

幸い、と思いながら毎回執筆してきました。題材もま

だまだ沢山ありますが、残念ながらピッツバーグへ

引っ越しすることになりましたので、今後は寒い地よ

り応援させて頂きます。 

 これまで、お助けマップと共に並行してガルフスト

リームの作業を継続できたのも、商工会の皆様の温

かいお力添えがあったからだと思います。 

 改めて皆様のご厚情に深謝すると共に、皆様のご

多幸とご健勝をお祈り申し上げます。  

 （文責：ガルフストリーム編集委員 彦坂 邦子） 
 

 彦坂様には皆様より頂いた原稿をガルフストリーム

誌としての仕上げとなるレイアウトを御担当頂き、ま

た時には執筆にも携わって頂き、有難うございまし

た。ピッツバーグに引っ越されてからも、益々のご活

躍を祈念致します。             （編集部） 
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■Nov.17～Jan.13 Zoo Lights ＠Houston Zoo

(6200 Hermann Park Drive)  

動物達が寝静まる夕方からヒューストン

Zooが約2億球の光のクリスマスイルミネー

ションの輝く世界に。様々な動物型のイル

ミネーション、また環境に優しいLEDライ

トの煌びやかなイルミネーションはとても

幻想的。Zoo Lights開催中にPrivate Holiday 

Partyを園内施設で開催するプランもあり、

今年のクリスマスパーティーは動物とイル

ミネーションに囲まれて開催は如何？。入

場料：メンバー$12.95〜$17.95 非メンバー

$17.95〜$22.95 1歳以下無料 
https://zoolights.houstonzoo.org/ 
 

■Nov.16～Jan.27 The ICE @Discovery Green
(1500 McKinney St., Houston, TX 77010) 

冬季期間限定でオープンする米南西部最大

級の屋外アイススケートリンクが今年も登

場。サンタクロースと一緒にスケートが出

来るイベント等、楽しい日替わりイベント

も開催中。イベントスケジュールを確認し

てリンクへGo! 

入場料：$11 スケート靴レンタル$４   
https://www.discoverygreen.com/ice 
 

■Jan.21 25th Annual MLK Grande Parade-
Houston @Mid-Town (San Jacinto St. & Elgin 
Street N/B On San Jacinto To Webster St.)  

「I Have a Dream」で有名な演説を行ったア

フリカ系アメリカ人公民権運動の指導者キ

ング牧師ことマーティン・ルーサー・キン

グ・ジュニアの誕生日に行われるパレード

は今年で25回目。The Rose Parade、The  

Macy’s Day Paradeに続く全米で3番目に大き

いと言われる壮大なパレードは必見。 
http://www.mlkgrandeparade.org/grande-parade/ 
 

■Jan.20 The Chevron Houston Marathon and 
Aramco Houston Half Marathon @Downtown 

毎年1月ヒューストンで開催されるフルマラ

ソンChevron Houston Marathonが今年も開催

される。併せてAramco Houston Half Mara-

thon, 5Kコースも開催。体力に合わせたコー

スで今年から参加してみては？ダウンタウ

ンからギャレリア方面への往復で、コース

を確認してランナー達を応援に行くも良

し。 

参加費：フルマラソン$175 ハーフ$140 
5K$45 
http://www.chevronhoustonmarathon.com/ 
 

■Jan.22 Justin Timberlake ＠Toyota Center
(1510 Polk St., Houston, TX 77002) 

2018年のスーパーボールハーフタイム

ショーを演じたアメリカを代表する男性シ

ンガー、ジャスティン・ティンバーレイク

の2018年リリースアルバム『Man of the 

Woods』のヒューストンツアー。 『Man 

of the Woods』のヒューストン公演は今回で

3度目となる大人気ツアー。チケット：

$49.5〜 
http://www.houstontoyotacenter.com/events/
detail/justintimberlake_manofthewoods3 
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