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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 

 ヒューストンで一番気候がよいともいわれる季節、商工会もイ

ベント盛りだくさんの季節です。 

 さて、今号のガルフストリームは、「ソフトボール大会トーナメン

ト結果」を一面に、「商工会議事録」、「補習校入園・入学式」、

「会社紹介」、「講演会：米国経済動向と今後の見通し」、3月末

で締め切りとなっていた「第二回ガルフ川柳の結果発表」、「ソフ

トボール大会の上位チームコメントなど」、「ヒューストンのお土

産」、「課外活動（インドアサッカー）」、「駐妻日記」、「ピーカン

キッズ」、「テキサスメディカル」、「落語」、「Houston Walker」、

「ヒューストン知っとん」、さらに告知が2件「ピクニック」「テキサス

会」と「図書館棚卸休館のお知らせ」になります。また、今回の

「会員消息」は別添となっています。 

 心配された天候にも恵まれて4月16日、無事にソフトボール大

会が開催され、今号は計3ページで結果をご紹介しています。

商工会議事録にある通り、今年は商工会50周年記念関連に関

し実行委員会も立上り、各種イベントでも「創立50周年記念」の

冠をつけて記念賞を設けることなども計画されているとのことで

す。今号発行の頃には「ジャパンフェスティバル」なども実施さ

れた後かと思いますが、5月21日の「テキサス会」、28日の「ピク

ニック」などのイベントもあります。ガルフストリームでは、次号以

降で、それらの様子を順次ご紹介していく予定です。また、まだ

参加したことがなくイベントのイメージがわかない方も、商工会の

HP(www.jbahouston.org)から「ガルフストリーム」のバックナン

バーにアクセスできますので、過去の記事を参考にしていただ

ければ幸いです。今号も、「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） 
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１０...テキサスメディカル最前線 

１１...落語・Houston Walker 

１２...知っとん・各種告知・編集後記 

 今年も、Jones Creek Ranch Parkでピクニックが開催されます。  

 会場にはバレーボールやバスケットボールコートがあり、大人も子供も楽しめる各種ア

クティビティをご用意しております。さらに、ゲームコーナーやサックレースなどのアトラク

ションや豪華景品が当たるラッフル抽選会もご用意する予定です。また、パビリオンや木

陰でピクニックテーブルを囲んでのBBQをゆっくり楽しんでいただけます。 
 

開催月日：2017年5月28日（日）＜雨天決行＞  

開催場所：Jones Creek Ranch Park （7714 FM 359 Richmond, TX 77406-7724）  

第557回日本商工会・日本人会共催テキサス会ゴルフコンペ 

「総領事杯」開催のご案内 

 第557回テキサス会「総領事杯」を下記日程にて開催致しますので、皆様奮ってご参加

頂けます様お願い申し上げます。 
  
 参加資格は商工会、日本人会会員に限らず、日本人コミュニティー関係者の方はどな

たでもご参加頂けますので、ご家族、ご友人、知人、出張者等ゴルフをなさる方の幅広い

ご参加をお待ちしております。 尚、皆様からのご寄付、賞品のご提供も宜しくお願い申し

上げます。  
 

開催日時 ： 2017年5月21日（日）午前8時00分 ショットガンスタート＜小雨決行＞  

開催場所 ： Southwyck Golf Club（2901 Clubhouse Dr, Pearland TX 77584  

 http://southwyckgc.com/）  

お問い合わせ先・お申込み先 ： 森 mori@jfeshoji.com   

商工会・日本人会共催ピクニック 

5/28 
(Sun) 

5/21 
(Sun) 

創立50周年記念 

創立50周年記念 

三水会センター図書館では、30,000冊を超える蔵書の整理のため、下記日程で棚卸作業を行います。 

棚卸期間： 2017年6月6日（火）～6月16日（金） 
※棚卸期間中は開館していますが、返却のみ受け付けます。（閲覧・貸出は休止） なお、商工会・補

習校事務局は棚卸期間中も通常どおり業務を行います。 

図書棚卸作業のお知らせ  

 

   【最終順位】 

優勝：JAXAダイナボアーズ 

２位：コメッツ 

３位：住友ダッシュ 

■予選リーグ結果一覧 

今年の商工会ソフトボールは、4月16日（日）にSportsplexで青空の下、開催されました。 

準決勝でサヨナラ勝ちしたJAXAダイナボアーズが、そのままの勢いに乗って見事に優勝を飾りました! 

50周年記念賞として賞金の100ドルのギフト券が薙野会長より優勝チームに授与されました。 

優勝したJAXAダイナボアーズ並びに準優勝コメッツ、三位住友ダッシュのレポートもご覧ください。 
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平成28（2016-2017）年度 4月度 商工会常任委員会 議事録 
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■May 22 〜28 Dean & Deluca Invitational @ Coronial Country Club

(3735 Country Club Cir, Fort Worth, TX 76109) 

今年で71周年を迎える、テキサス州フォートワースで開催のPGAツ

アー大会。昨年地元テキサスで悲願の初勝利を遂げたジョーダン・

スピースも参加。チケット：$50〜  
www.deananddelucainvitational.com 
 

■May 25 〜June 4 The TEMPEST by Houston Ballet @ Wortham 

Theater Centre  
(501 Texas Ave, Houston, TX 77002) 

シェイクスピアが単独で書いた最後の作品「テンペスト」を、シェイク

スピア没後400年を記念し、英国人振付家・デビット ビントレーが幻想的

な世界に仕上げたバレエ作品。チケット：$25〜  
www.houstonballet.org/seasontickets/pdps/2016-20171/tempest 
 
■June 3 AIA Sandcastle Competition @ East Beach in Galveston 
(1923 Boddeker,Gaoveston,TX77550) 

恒例のサンドキャッスルコンペティション。今年は才能ある60組が参加予

定で、主催者だけでなく、観客も好きなサンドアートの作品に投票するこ

とができる。入場料：無料 
https://aiahouston.org/v/site-home/AIA-Sandcastle/3m 

日   時： 平成29年4月19日（水）13：00～13:45  

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

出席者:  名誉会長、名誉会員1名、常任委員38名、代理3名、正会員4名、 

     事務局長 

欠席者:  常任委員76名（うち会長委任36名、代理委任3、無回答37名） 

司   会:  木村健洋 幹事 

 

１．商工会会長連絡 （薙野太一 会長） 

年度の折り返しを迎えたので、これまでの活動を簡単に振り返らせて頂く。 

①商工会50周年記念関連に関し、前回の理事委員会にてご承認頂き実行委員会

を設立した。髙杉第一副会長に委員長を、そして8名の方に委員をお受け頂き、イ

ベント開催を主とする準備はこの委員会を主体として進めて頂く。尚、イベント予算 

は常任委員会にてご承認頂く手続きも適宜進めたく、よろしくお願い申し上げる。 

②補習校運営については、去る3月、4月には補習校の卒園･卒業式と入園･入学

式が実施された。生徒数は、昨年教員不足で幼稚園クラス数を限定せざるを得な

かった状況が解消されたことが主要因となり、昨年度より約50名増加した。昨年度

から改訂された校舎賃料の大幅値上げ、また慢性的な教職員不足への対策につ

いて、増田委員長をはじめとする教育委員会で主体となって進めて頂いている状 

況である。 

③トランプ新政権が本邦企業の商内に与える影響が大きな関心事であることから、

それを意識して此れまで複数回の講演テーマ設定を進めて頂いた。別途黒川委

員長よりご案内頂くが、本日の講演会も企画・調査委員会で立案頂き、80名のお 

申込み希望と盛況を頂いている。 

④4月16日には、総領事杯ソフトボール大会が開催された。熱戦の結果、JAXAダ

イナボアーズ優勝の結果で幕を閉じたが、ご家族も沢山応援に駆け付けるなど大

変良い懇親の場となったと思料する。また、日頃よりの活動として、 ガルフストリー

ム編集や、生活情報委員会主催の各種定期イベント、テキサス会ゴルフコンペ、

宇宙セミナー、安全情報発信、ハーマンパーク日本庭園 との連携をはじめとする 

他団体交流に関して適宜ご案内の通りである。 

⑤今後も、ジャパンフェスティバル、ピクニック、と大きなイベントが続き、更に50周

年の記念イベントが秋口に開催で検討されている。会員の皆様には、ぜひこれら

のイベントに参加頂き良い懇親の場としてご活用頂ければと願うと共に、ボランティ 

アへの積極的なご参加もよろしくお願い申し上げる。 

２．総領事館連絡 （天野哲郎 総領事） 

①今年1月20日の新政権発足3ヶ月後ほどの間に、トランプ大統領は歴代の大統

領とは比べものにならないほど多くの話題を提供してきた。一方、麻生太郎副総理

兼財務相は、4月18日のペンス米副大統領との日米経済対話の初会合を終え、今

後の日米経済対話を貿易・投資ルールなど3本の柱で進めるとの考えを示した。

最終的にどういう形に落ち着くことになるのか具体的なポイントを見極め、日米両

国にとってWin-Winの状況になるよう願いつつ、当地の日系ビジネス発展のため 

に尽力してまいりたい。 

②アボット州知事と会談する機会が数回あり、日本に対し高い関心と評価を示して

いることを確認できた。このような前向きな傾向が長く続き、日系企業が当地にお

いて少しでもビジネスがしやすくなるよう、今後も総領事館から州政府への働きか 

けを行い貢献していきたい。 

③治安に関しては、テキサス州は目立つインフラが多いことにより、テロの対象とな

る潜在的な可能性が否定できないことから、総領事館もこのような状況を踏まえて

高い意識をもって情報収集に当たる所存である。会員の皆様におかれては、付近

で怪しい者を見かけるなどされた場合には、遠慮なく情報を共有していただきた 

い。 

④ジャパンフェスティバル（5/6&5/7）が開催される週はJapan Week と称し、5月2日

の日本庭園開園25周年記念式典においてはターナー市長と共に同イベントのホ

スト役を務めさせていただく予定である。皆様にはぜひ同週に予定されている各 

種イベントにご参加の上、ご支援いただきたい。 

３．商工会50周年記念関連報告 （髙杉 禎 実行委員長） 

4月10日に第一回実行委員会が開催され、当会の3つの設立目的に沿ったイベン

トを検討した結果、11月頃を目途にレセプションとコンサートを開催する方向で企

画を進めている。このほか既存の大型イベントに「創立50周年記念」の冠をつけて

記念賞を設けたり、当地における商工会のプレゼンスを高めるために他団体主催

のイベントにおいて活動紹介を行うなどのバナー展開も予定している。今後、2~3

週間ごとに実行委員会を開催する予定で、内容の詳細が決定次第、随時ご報告

させていただく。このようなイベント開催には皆様のご協力が不可欠となるため、ご 

支援をお願い申し上げる。 

４ . 会計幹事報告 （峯山裕二 会計幹事） 

＊50周年記念イベント予算について 【追認事項】   

今秋に開催予定の同記念イベントにつき、現在、会場や出演者につき交渉中

のため具体的な予算は未確定となっているが、3月の理事委員会において、レ

セプション関連費として59,500ドル、バナー展開関連費として5,500ドル、全体予

算計65,000ドルの支出を許容することを決議した。また、本会では当該理事委

員会の承認が過半数の票をもって追認された。尚、本イベントは、当期と来期に

またがっての開催となるため、内容の詳細が決定したところで予算の修正を行 

い、次回の常任委員会にて報告することとする。 

５．他団体関連報告 （加藤眞人 他団体対応・日本庭園担当特命理事） 

＊Hermann Parkならびに日本庭園について 

①開園25周年記念事業として行われていた枯山水等の改修工事は無事終了

し、記念式典が5月2日に予定されている。本記念事業に向けての募金は、4月

28日に開催予定のHermann Park Conservancy (HPC) のGalaにおける募金活

動の状況を踏まえて、目標額の200万ドルに達成できるという報告をHPCより受

けており、寄付にご協力いただいた皆様にはこの場をお借りして御礼申し上げ 

る。 

②2月15日から3月5日まで、例年のように日本から庭師一行が招聘され、日本

庭園の整備を念入りに行い作業を無事完了した。また、4月22日に毎年2回開

催されているボランティアによる日本庭園の清掃活動を行う予定で、すでに事

務局を通してボランティア募集のご案内メールを配信したので、ぜひご協力い 

ただきたい。 

③現在、Japan Weekに開催される行事として、HPC Gala (4/28)、記念式典レセ

プション・リボンカット(5/2)、生け花インターナショナルによる展示会(5/7)が予定 

されている。 

６．ジャパンフェスティバル関連報告 （舘野邦彦 正会員） 

5月6日と7日に開催予定の同フェスティバルで当会が担当する「キッズ縁日」の

準備は順調に進んでいる。ボランティアの募集を先週締め切ったところ、延べ

120名の皆様にご応募いただいた。今後は、幹事会社のボランティアも含め合

計160 名のボランティアのシフト表を作成し、ご確認いただく予定である。当会

会員により拠出された寄付額は、現時点で計37,700ドルとなっており、さらにあと

3社からのお申し出もあり、同フェスティバルの約半分強にあたる額となってい

る。尚、Japan Festival of Houston, Inc.の代表者は、Justin Cooper氏からGlen 

Gondo氏に変更となった。 

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）  

＊「米国経済の現状と今後の見通し～トランプ大統領就任100日を控えて」講

演会の開催案内  

本日、常任委員会後午後2時より同会場にて講演会を開催するにあたり、すで

に80名の皆様にお申し込みいただいている。講師には栗原浩史氏（東京三菱

UFJ銀行経済調査室ニューヨーク駐在チーフ米国エコノミスト）をお迎えし、米

国経済の足元の状況とトランプ新政権下での経済政策の見通しについてお話

しいただくので、お申し込みをされていない皆様もぜひご参加いただきたい。ま

た今後、8月の定例講演会に向けての企画を進めるにあたり、皆様に役に立つ 

テーマをぜひご提案いただきたい。 

②スポーツ委員会 

＊第557回テキサス会ゴルフ「総領事杯」開催案内 

（水野幹太 正会員：幸田孝夫 鉄鋼部会長代理） 

5月21日（日）、Southwyck Golf Clubにて天野総領事をお迎えし、「商工会創立

50周年記念」の冠をつけて同ゴルフコンペを開催する。ご案内はすでに事務局

を通して配信され、現在30名の参加申し込みと7社からの寄付を頂いている。会

員各位には引き続き参加のお申し込みをお願い申し上げると共に、賞品の寄 

付にもぜひご協力いただきたい。 

③文化委員会 （木村健洋 幹事： 山下俊二郎 副会長兼文化委員長代理） 

＊2017年商工会・日本人会共催ピクニック関連報告  

5月28日（日）に毎年恒例のピクニックをJones Creek Ranchにて開催するにあた

り、幹事会社を中心に鋭意準備を進めている。開催案内はすでに事務局を通し

て配信されており、皆様にはぜひご参加いただき、これまで通りバーベキューや

アクティビティ等を通じて懇親を深めていただきたい。また、ラッフル賞品の寄付

へのご協力もあわせてお願い申し上げる。これまで長年にわたってピクニックを

盛り上げていただいているUA航空様に加えて、昨年からもANA様から日本へ 

の往復チケットをご提供いただいており、この場を借りて御礼申し上げる。 

８．事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

＊会員消息 

本日現在の会員数は、名誉会員9名、 正個人会員700名（正団体会員数 114

社）、準会員数40名で、 総会員数は749名となっている。詳細は別添会員消息

を参照。          

■June 4 Fun Fest Run by the Bay 2017 @ Rainbow Park 
(900 Bay St.Texas City TX77890)  

好みのスーパーヒーローコスチュームを着て参加するファンラン！レース

は5K、10K、キッズ1Kがあり。家族で楽しさと感動を味わえるイベント。参

加費： $30(大人) $15（子供） 
www.athlinks.com/event/fun-fest-run-by-the-bay-2017-14880 
 
■June 17 Dad’s Day 5K @ Downtown Houston 
 (550 Prairie St. Houston, TX77002) 

父の日の5Kラン＆ウォークイベント。家族で気軽に参加できる3Kファミ

リーウォークや、12歳以下の子供を対象とした1Kレースもあり。キッズは

ゴールするとメダルがもらえる！フェイスペイントやウォーターミスト、音楽

などキッズが喜ぶアクティビティも満載。参加費：$25（大人） $20（子供）

$10（1Kラン） 
http://dadsday5k.org 
 

■June 27〜July 23 Disney’s  The Lion King @ The Hobby Centre 

(800 Bagby St. Houston TX77002) 

1998年NYで開幕以来空前のブームを巻き起こし、トニー賞やグラミー賞

ほか数々の賞を受賞した「ライオンキング」。太陽煌めくアフリカの大地を

舞台にした壮大なブロードウェイミュージカル！チケット：$44.50〜 
http://www.thehobbycenter.org/?q=node/1697 

 去る4月23日、フォートベンドミュージックセンターに於いて日本人会主催、ANA協賛に依る落語公演が開催されました。

今回は故立川談志師匠の初孫弟子となる真打ち、立川こしら師匠をお迎えしました。拠点である東京では既に熱心なファ

ンを持ち、情報媒体では“異端児”と紹介される事が多い師匠ですが、伝統芸能としての落語界のフォーマットに従い、真

打ちとしての承認を受けた、21年の経歴をもつ“古典落語家”です。その上で落語だけに執着せずに面白いと感じた事をと

にかく何でもやってみるというフットワークの軽い生き方が、落語界や古典落語の時代錯誤な内容を俯瞰的に見られる事に

繋がり、また、今の時代と古典落語の世界との間に生じる違和感とのギャップをうまく埋めて、その場の観客と感覚や体験を

共有する事が出来るのだと思います。落語の教科書というものがあるならばそこに載っていそうな従来の落語家のイメージ

からは異端と見られる事はあっても“今、目の前にいる観客を楽しませる”事は異端でも異色でもありません。ヒューストンに

到着された時に、荷物はバックパック一つだけ、手ぶらでターミナルから出て来られた師匠は他の到着客に比べて異彩を 

放つ旅行者ではありましたが。 

 今回の公演でも、落語の本編に入る前に行う“マクラ”で、ヒューストンに来てからの体験談などその場に応じた話題で観

客を笑わせ、本題の落語で笑わせ、“中入り”と呼ばれるインターミッションで当日お越し頂いた天野総領事からのご挨拶を

お願いしたところ、落語好きを公言されている総領事と師匠との掛け合いがまるで打ち合わせをしたかのようにぴったりと息 

が合っていて、会場を沸かせました。 

 パフォーミングアートはライブで体験するのが一番良いのは落語も同じです。CDやDVDはあくまでも記憶の確認です。演

者と観客がその場、その時に作り出す空気を共有する贅沢さや素晴らしさをシンフォニーやオペラと同じように、できれば子

供の頃から体験して欲しいと思います。今回の公演中に師匠が“最近はバーチャルリアリティなんていう言葉を使うけれど、

昔から落語はバーチャルリアリティそのものだった。”という話をされました。昔の庶民は想像力を刺激する知的な娯楽を楽

しんでいたのです。今は簡単にネット上で落語を見る事が出来ますが、 是非ライブで落語をご覧になってください。 もちろ

ん情報がすぐ探せるのもネットです、 落語家も落語も多種多様、名人上手から若手のホープ、ご自分のお好きな噺家が

きっと見つかります。「落語、、、“笑点”での歌丸と小円遊の罵倒合戦、あさげ・ゆうげのCMの柳家小さん師匠」という方こそ 

日本でお時間があれば一度“平成の落語ブーム”と言われる現在の落語を体験してみてください。 

 今回初めて訪れるというアメリカ、たまたま縁があったヒューストンで、ゲームマニアでイングレスプレイヤーでもある師匠の

ポケモンGOのケンタウロスを捕獲するという目的は達成されませんでしたが、その代わりに、初めて落語を体験した観客に 

落語の面白さをしっかりと届け、確実に新規の落語ファンを獲得していってくださいました。 

(文責：グレーターヒューストン日本人会 山口貴子)  
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数値）を比べますと、日本の64％という成績に比べ、アメリカは29％という

ずっと低い数値になっております。ただ、こういった純粋な数値を比較す

るには注意が必要です。日本では普及している胃癌検診によって約6割

の患者は早期胃癌にて見つかります（早期胃がんの5年生存率は90％以

上です）。一方で、胃癌の少ないアメリカでは（発生率は日本の5分の1で

す）胃癌検診はありません。従って、ほぼすべての胃癌は比較的進行した

状態で発見されるため、全体の5年生存率は日本のそれよりも相当低い

数値となるのです。ちなみに、最近報告いたしましたMDアンダーソンの

手術成績は、5年生存率が約70％とアメリカの報告の中ではとても高い数

値となっております（ただ、術前療法の間に腫瘍が進行し手術できない状

態になってしまった患者はこの計算の中に入っていないので、こちらの数

値の解釈にも同様の注意が必要です）。さらには、日本で見つかる胃癌

と、アメリカで見つかる胃癌では、おそらく腫瘍としての悪性度が違うだろう

というのが通説です。先述のとおり、発生率が全く違う（胃癌は日本では最

も頻度の高い癌ですが、アメリカでは癌の中で16番目の発生率となってい

ます）その背景には、おそらく異なる発生経路が考えられており、いわゆる

タバコやピロリ菌を原因として発生する日本の胃癌は、特に原因のないと

ころから発生するアメリカの胃癌と比べて悪性度が比較的低いと言われて

います。このようなことを考察しますと、日米の数値の比較は（さらに言え

ば、違う病院の治療成績の比較は）あまり意味のないものであることがわ

かっていただけましたでしょうか。いい成績を報告している病院は、もしか

したらただ状態の良い（あるいは早期の腫瘍の）患者を多く治療している

だけ、ということかも知れないのです。 

 では、同じ悪性度の胃癌に対してどの治療方針がより優れているかはど

うしたらわかるのでしょうか。それには前向きランダム化臨床試験が最も効

果的だと考えられています。ある一定の条件を満たした患者を、コン

ピューターのプログラムにて無作為（ランダム）に2グループに振り分けて、

場合によっては患者や医者すらもどちらの治療を受けているかわからない

ようにして（盲目、もしくはブラインド）、2通りの治療をグループごとに行

い、治療成績を比較するというものです。欧米で胃癌に対して術前化学

療法が推奨されるのは、ヨーロッパで行われた前向きランダム化試験の結

果、5年生存率が手術単独よりも10％以上上回ったというエビデンス 

(MAGIC trial) に影響されています。現在はどのような術前療法がいいか

（放射線も組み合わせた方がいいのか化学療法だけでいいのか）同様の

臨床試験が欧米で行われています。ただ、そういった欧米での研究結果

が、日本の患者にもそのまま適応していいのかはまた議論の余地があると

ころで、日本ではまだ術前化学療法が標準治療となる様子はありません。

同様の臨床試験が日本で行われるまでもまだ時間がかかるでしょう。日本

人の胃癌には化学療法は効かない、という意見をおっしゃる方もいらっ

しゃるかも知れませんが、そんなことはありません。MDアンダーソンの

データを解析いたしますと、アジア人は特に術前療法の効果が高いという

結果が得られました。このような研究をしておりますと、僕自身も最初は術

前化学療法に対して懐疑的でありましたが、最近はその治療効果に信頼

を寄せるようになりました。個人的な意見といたしましては、もし日本人が

駐在中あるいは移住後に胃癌の診断を受けたとき、わざわざ日本に帰っ

て治療する必要もなければ、逆に無理してアメリカに残って治療を受ける

必要もないのではないのではと思っております。それよりも、信頼できる病

院と医者を見つけ、治療方針に納得し、社会的・経済的に負担のかから

ない方法で治療を受けられることの方が大切だと思います。 

第151回 
 

              胃癌、日米の違い   

  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。 

 前回の田中竜馬先生から腫瘍外科ご専門の生駒成彦先生にバトンが移りました。  

 もうヒューストンに来て6年が経とうとしておりますが、いよいよ待ちに待ったガ

ルフストリームの執筆が回ってまいりました。僕は、慶應義塾大学外科学教室

にて卒後4年間の外科研修を終えた後、University of Texas Health Science 

CenterにてGeneral Surgeryの研修医を修了し、現在はMDアンダーソンがんセ

ンターにて腫瘍外科のトレーニングをしております。日米両国で外科のトレーニ

ングを行いますと、日々様々な事象において日米の違いに遭遇します（そもそ

も僕が研修しております腫瘍外科 [Surgical Oncology] という専門分野の区分

けは日本にはありません）。すべてのことがあまりにも違うので驚きの連続です

が、その中でも胃癌とその治療においては日米の違いが最も顕著な医学分野

であると言えるでしょう。 

 胃癌治療の歴史は1881年にBillrothというオーストリアの外科医が最初に胃

切除を成功させたところに遡ります。その弟子のMikuliczという外科医から学ん

だMayoがその術式をアメリカに持ち帰り、同様に三宅速が日本に持ち帰った

経緯があり、日米の胃癌手術のルーツには共通の部分があるのですが、その

後の発展には大きな違いが生まれました。日本では、伝統を重んじる外科医た

ちがリンパ節郭清などの技の研鑽を極めたことで、素晴らしい治療成績を報告

してきました。現在の日本における胃癌治療はまず手術、そして腫瘍の進行度

によって術後の化学療法を組み合わせるという治療が標準です。一方でアメリ

カでは、Multimodality therapyと呼ばれる、手術や化学療法、および放射線治

療を組み合わせる治療が胃癌に限らず発達し、世界に向けてエビデンス（臨床

研究の結果）を発信してきました。MDアンダーソンではアメリカ国内で非常に

まれな早期がんを除き、まず術前放射線化学療法を行い、そのあとに手術で

胃癌を切除する、というのが基本的な治療方針です。MDアンダーソンの術前

療法は特にintensiveなので、診断から手術まで実に半年近くの治療を行うこと

になります。これにはとても驚きました。 

 それではもし、我々のような日本人（移住1st generationもしくは駐在の方々）が

胃癌と診断されたとき、どちらの国で治療を行えばいいのでしょうか。これはとて

も難しい問題ですので結論は出せませんが、少しデータを見てまいりましょう。

まず、日米のnational databaseからの報告より、胃癌患者全体の5年生存率（胃

癌と診断されてから5年経過したときにどれくらいの患者が生存しているかという

 次回は消化器外科がご専門の井上彬先生が担当です。井上

先生はMDアンダーソンで基礎研究をなさっています。消化器外

科医の集まりでお知り合いになりました。大変人当たりの良い先

生で、今回の執筆も快く引き受けて下さいました。  

MDアンダーソンがんセンター 腫瘍外科フェロー 生駒成彦   

 ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。  

 NYK Energy Transport (USA) Inc.は日本郵船株式会社エネルギー輸送

本部の業容拡大を図る目的で、2016年に一人駐在を発展的に拡大させる

形で設立されました。LNG、LPG、原油タンカー、石油製品タンカー、海洋

事業の北、中南米における事業開拓に努めるとともに、油価、シェールガス

の動向、米国のエネルギー事情など国際的なエネルギーの海上輸送に影

NYK Energy Transport (USA) Inc.  

  小沼 可幸 さん 

響を与える事象の情報収集を行っています。4月には船長も着任し、日本

郵船運航のエネルギー関係船の米州水域での安全運航の確保にも資す

る 体 制 を 取 っ て い ま す。プ ラ ン ト、重 量 物 輸 送 を 行 うNYK Bulkship 

(Atlantic)社も同じオフィスで事業活動を行っています。 

 

２．ヒューストン／テキサス州の印象についてお聞かせください。 

 東京のLNGグループ、海洋事業グループ時代も何回か出張で来ていま

したが、暮らしてみると見えることも変化してきます。 

気候 ： 暑くて湿度が高いイメージはありましたが、雷雨、強風、日差しの

強さ等々、気象とその変化の激しさが印象的です。まだ出張ベースでした

が、昨年4月の洪水も体験、とんでもない目に遭いました。 

道路 ： 何車線もあるのに車1台1台が大きいせいか車線の幅が狭いの

か、運転していて隣の車が妙に近く感じます。舗装状態が悪く車の乗り心

地があまりよくありませんよね。Londonもひどかったですがその上を行って

います。最初に運転した日にI-45を走っていたら大きなスコップが飛んでき

てびっくりしました。 

街のサイズと雰囲気 ： 街のサイズが東京やNYと違いコンパクトで暮らし

やすい感じがします。雰囲気ものどかでおおらかな人が多い気がします。 

   

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。 

 もともとアウトドアが好きでしたが、年齢を経るにつれ山を歩くのが好きに

なりLondon時代はヨーロッパアルプスでハイキング、日本では八ヶ岳や丹

沢、奥多摩を歩いていました。ところが10年ぶりの海外赴任はHouston。360

度見渡す限りの地平線で、これはこれで日本人にはなかなか貴重な風景

ではありますが、山好きとしてはちょっと途方に暮れています。London、

Dubaiの7年半で体重が12kg増えた過去があるので、ジムやゴルフで体重

増加と体力低下を少しでも食い止めるべくあがいています。  

ヒューストン日本語補習校 

好天に恵まれた4月8日、平成29年度ヒューストン日本語補習校の入園入学式

が執り行われました。日本では国の花、桜の季節ですが、ヒューストンでも州の花

であるブルーボネットが最盛期を迎え、チャペル・ヒルで開催されるブルーボネッ

ト・フェスティバル当日の入園入学式となりました。 

年々生徒数が増加している補習校ですが、この日、幼稚園部73名、小学部65

名、中学部39名、高等部11名の新入生を迎え、生徒数は562名となりました。これ

は、昨年の年度当初と比較して68名の増加となります。 

式典は、中学部・高等部入学式、幼稚園部・小学部入園入学式の二部構成で

挙行され、新入生・保護者のほか、来賓に岩崎竜司在ヒューストン日本国総領事

館首席領事、薙野太一ヒューストン日本商工会会長、増田徹教育委員長をはじめ

とした補習校運営委員の諸氏、PTA役員が出席されました。 

中学部・高等部の入学式では、立野誠之校長から式辞として「入学は新たなス

テージです。夢や希望、自分のやりたいことを大切にしてください。そして、自分な

りに夢や希望を叶えるために具体的な道標を設定して努力をしてください。補習

校での中学生活、高校生活は最高でも三年間です。振り返って『ヒューストン日本

語補習校に通って良かった。』と言えるように頑張ってください。」との励ましの言葉

がありました。 

続いて、岩崎首席領事からは「日本では桜、ヒューストンではブルーボネットの

季節です。日米それぞれの花で季節を感じられるということで、外国で暮らしてい

ることを再認識できます。平日に現地校に通い、土曜日に補習校に通うということ

は大変なことです。しかし、忙しい一方で、皆さんが素晴らしい経験をしていると言え

ます。外国と日本を比較し見極めることは、とても大切なことです。この機会を是非生

かしてください。また、ヒューストンの日本人人口は昨年300人増え、4,300人となりまし

た。ヒューストンはビジネスフレンドリーで住みやすい証拠とも言えます。将来皆さん

がヒューストンの名前を聞くことや、戻って来る機会も増えていくでしょう。ここで、楽し

い思い出をたくさん作ってください。」とのご挨拶を頂きました。 

続いて新入生代表の中学部曽根崎巧真君、

片山結さん、高等部マッコゥリー慧莉香さんが新

入生の言葉として、先生方・ご両親・関係者への

謝意、進学に当たっての決意を述べました。そ

れぞれ発言のなかには、「日米を比較できる機

会を生かしたい。」「現地校の学年は変わらない

が、補習校の年度の変わり目を意識してスター

トを切ろう。」「友達の転出という別れもたくさんあ

るだろう。そんな中でも新たな出会いも楽しみにしている。」といった補習校の生徒な

らではの思いも伝えられました。 

続いて幼稚園部・小学部入園入学式が挙行されました。前半の中学部高等部の

時とは打って変わって、入園・入学児童が会場のオーディトリウムの約半分を埋める

賑やかな雰囲気での開催となりました。立野校長からの入園児に対する「たくさん友

達を作って遊んでください。遊びは勉強の缶詰です。いろいろなことに取り組んでく

ださい。」という挨拶の一つ一つに園児からの「はい」という返事が会場にこだましまし

た。小学生に対しては、「担任の先生を好きになること。友達をたくさん作ること。勉強

を頑張ること。」とのお話がありました。 

また、岩崎首席領事のご挨拶の冒頭での問いかけでは

「桜を見たことのある人」に手を挙げた子供たちより、「ブ

ルーボネットを見たことのある人」との問いに手を挙げた子

供たちの方が大勢いました。物心がつく前に祖国を離れた

子供たちが多いということでしょうか。この子たちを代表し、1

年生の須加原悠希君と重松航君が「友だちをたくさん作

る。」「ひらがな、カタカナ、漢字、計算を勉強する。」と力強

く宣言してくれました。 

入学入園式前に廊下で整然と並んで待つ新入園児、新入学児の姿、壇上でしっ

かりと自分の考えを発表する姿は、日本から遠く離れても日本の学校と変わらぬ風景

であり、参列した保護者の方々の感激もひとしおといった雰囲気も伝わってきました。

現地校ではこういった節目の体験ができません。本日、入学入園された皆さんは、こ

の日本語補習校で勉強だけでなく、日本の文化・風習といった日本人らしさも身につ

けていかれるでしょう。                          （補習校運営委員） 

左から3番目が小沼さん 
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『おふろやさん』  

作： 西村繁男  

出版社： 福音館書店 

対象： 4歳から大人まで 

 「これから、あっちゃんは、おとうさんと おかあさんと 

あかちゃんと いっしょに おふろやさんに でかけま

す。」文章は最初のこの一文のみ。脱衣所で服を脱

いで、湯船に向かうおなじみの様子が絵のみで生き

生きと描かれています。大人が思わず懐かしくなる

1977年発行の絵本。 

 

『きょうのおやつは かがみのえほん』 

作： わたなべちなつ 

出版社： 福音館書店 

対象： 読んでもらうなら 5、6歳から 

    自分で読むなら 小学低学年から 

 鏡のように反射する素材で作られた絵本を開くと、

絵がまるで実際にそこにあるかのように立体的に見え

ます。読んだ後に親子でおやつが作りたくなりそうで

す。 

 

『博物館の一日』 

作・絵： いわた慎二郎 

出版社： 講談社 

対象： 5歳から 

 国立科学博物館をめぐる一日が絵本で再現されて

います。展示物だけでなく、はく製や化石のレプリカ

の作り方からレストランやお休みの日の掃除の様子な

ど博物館の裏側まで描かれています。博物館に行き

たくなる一冊。 

 

読み聞かせの会  

 まもなく夏休みです。親子で一緒に楽しめる日本の

夏を題材とした絵本を中心にご紹介します。  

 

『はなび ドーン』 

作： カズコG・ストーン  

出版社： 童心社 

対象： 0、1歳から 

 夜空に打ちあがる色鮮やかな花火の数々。ページ

をめくるのが楽しい絵本です。 

 

『しゅっぱつしんこう!』 

作： 山本忠敬  

出版社： 福音館書店 

対象： 2歳から 

 列車で田舎のおじいちゃんに会いに行きます。特

急から急行、鈍行へと列車を乗り換え、少しずつ変化

する日本の風景が心落ち着く一冊。 

 

『ばけものづかい』 

作： せなけいこ 

出版社： 童心社 

対象： 3歳から 

 ばけもののすむ家に引っ越してきたおじいさん。怖

がるかと思いきや、逆にばけものたちをこきつかいま

す。ユーモアたっぷりのおばけのお話。 

 2016年10月、主人に遅れること半年、当時2歳

10ヶ月の娘とヒューストンにやってきました。初め

て主人からヒューストン駐在の話を聞いたとき、

「仕事を続けたいから帯同はしない」と言い切っ

た私でしたが、実際に赴任して離れ離れの生活

が始まると、やっぱり家族一緒に過ごしたい、娘と

父親を離したくないと思い、仕事を辞めて帯同す

ることを決意しました。 

渡米当時、まず初めに私に課された課題はア

メリカでの免許取得と娘の幼稚園探しでした。運

転が苦手で日本ではペーパードライバーを貫い

てきたため、初めはエンジンのかけ方すらわから

ずパニックに陥り、主人に唖然とされたのを覚え

ています。しかし、アメリカの道路は広くて走りや

すく、また、主要道路が東西南北に通っていてわ

かりやすいので、思っ

ていたより早く運転に

慣れることができまし

た。そして無事、アメリ

カの免許を取得。今で

は高速道路に乗れる

ようになりました。 

次に娘の幼稚園探しです。インターネットで

近くの幼稚園を検索し見学予約の電話をするの

ですが、英語初心者のため、相手の言っている

ことがわからない、言いたいことが言えない、とも

どかしい思いを何度もしました。何とか予約をし

て数か所見学しましたが、どこの幼稚園も定員

オーバーと言われ空きを待つ日々。日本の保

育園でのお友達に会いたがる娘に早くヒュース

トンでもお友達を作らせてやりたいと焦りが募り

ました。そんな中、知合いの紹介や図書館で出

会ったお母様方が、一緒に子供同士を遊ばせ

て下さったり、励ましや

幼稚園情報をくださっ

たりと本当に助けてくだ

さいました。娘もお友達

ができてとても喜んで

い た の を 覚 え て い ま

す。 

そして2ヶ月後、初登園を迎えた日、予想通り

娘は大泣き。しばらく教室の外から様子を伺っ

ていると、泣き止みはしたものの娘の不安そうな

顔が見え、胸が痛くなりました。先生に促され、

後ろ髪をひかれる思いで家へ帰りました。しか

し、お迎えに行くと、「楽しかったー！！」とにこ

にこ顔の娘。話を聞くと、日本人のお友達が

色々とお世話をしてくれたようです。それでも最

初の一週間は毎朝号泣でしたが、翌週から次

第に泣かなくなり、予想外の早さで幼稚園に馴

染んでくれました。これで一安心と思った矢先、

幼稚園で事件発生。娘がお友達の指を噛ん

でしまいました。英語を話すお友達に言いた

いことが伝えられず、つい噛んでしまったよう

です。毎日楽しんで通っているとはいえ、娘に

も新しい環境に戸惑いや不安があり、もっとケ

アしてあげるべきだったと反省しました。 

入園して約3ヶ月、まだまだ言葉の壁はあり

ますが、英語を話すお友達や先生とも楽しくコ

ミュニケーションが取れるようになってきまし

た。今では毎朝「幼稚園に早く行きたい！」と

せがまれています。また、アメリカの学校はイ

ベントがとてもたくさんあり、力の入れようも半

端ないですよね。幼稚園でも毎月のようにパ

ジャマデーや、バレンタイン、お誕生日会とイ

ベントがあり、娘が幼稚園を大好きな理由の一

つでもあります。先日のTexan Dayではカウ

ガールになって登園しました。 

 ヒューストンにきた当時は仕事を辞めた後悔

がありましたが、素晴らしい出会いと経験に恵

まれ、今では帯同して本当によかったと思って

います。週末、家族で過ごす時の娘の楽しそ

うな顔、主人の幸せそうな顔を見ると改めて感

じます。 

 また、こちらに来てから本当にたくさんの

方々に支えていただき、感謝の気持ちでいっ

ぱいです。これからまだまだ続くヒューストン生

活、色々なことにチャレンジして家族みんなで

充実した日々を過ごしていきたいと思います。  

駐妻のヒューストン日記 

第152回  

児嶋 貴子 さん 

～夏休みにおすすめの絵本～ 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

 
＜あそぼーかい＞ 

6月、7月、8月はお休みです。 

＜読み聞かせの会＞ 

6月、7月、8月はお休みです。 

9月から再開いたします。 

 

＊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 

『こおり』 

文： 前野紀一  

絵： 斉藤俊行 

出版社： 福音館書店 

対象： 小学中学年から 

 透明な氷を作るには?色のついた氷って

できる?身近な冷凍庫の氷から地球規模の

海流まで、氷の性質をめぐる話がやさしい

タッチの絵で描かれています。北海道大学

名誉教授による科学絵本。 

 

 三水会センターには、ほかにも夏に関係

した絵本がたくさんあります。ぜひお子さん

と一緒に探してみてください。 

～トランプ大統領就任100日を控えて～ 

BUS INESS  SEM INAR  

「米国経済動向と今後の見通し｣ 

 ヒューストン日本商工会主催の本年度第二回の表記の講演会が2017年

4月19日(水)に、United Way Community Resource Center オーディトリアム

で、常任委員会後の14:00～15:30に開催されました。本稿は、１．景気の

現状、２．トランプ政権下での経済政策、３．今後の景気回復の形・米国経

済の課題、４．金融政策・長期金利の見通しの4つの観点から講演された

内容を編集部でまとめ、講師にご確認いただいたものです。  

１．景気の現状 

製造業活動について、在庫調整が一巡し、直近では景況感を示すISM指数が高

水準となっており、18に分かれる産業別活動判断でも、直近の2017年3月はほぼす

べてで前月から拡大しており、良くなっている。非製造業活動も、ISM指数がまずま

ずの水準を維持している。ただ、トランプ政権の政策に対する不透明感・不確実性

の企業コメントも散見され、非製造業では大統領選以降高まった期待感に変化して

いるのかもしれない。また、テキサス州で重要な鉱業は昨年11月から5か月連続で

拡大している。次に大企業と中小企業の景況感は、共によくなってきている。特に

中小企業では直近小幅な下落はあるが、伸びが顕著である。また、製造業の景況

感は、全米製造業協会(NAM)による四半期ビジネス見通しサーベイで1-3月期に

「ポジティブ」との回答割合が93.3%と過去最高となり明るくなっている。懸念は「医

療（保険）コストの上昇」と「適格な労働力確保」「不利な環境（税制、規制等）」など

で、トランプ政権も製造業を重視しており、対応することが見込まれる。個人消費で

は、消費者センチメントが足元は明るいが、小売売上高は直近2ヶ月減と、センチメ

ントの改善ほどに実際の経済統計で改善していない。経済の全体の動きとしてGDP

をみると、直近の昨年10-12月期実質GDPは前期比年率で2%を超え、米国としては

良好。最近の米国では1-3月期の実質GDPが季節調整の問題から低くなるケース

があり、4/28(金)に発表される実質GDPが低くても心配ないと考えている。 

景気の現状をまとめると3点あり、（1）ドル高・原油安を受けた製造業の在庫調整

が一巡し、昨年後半より米国景気は堅調である、（2）企業と家計のセンチメントは大

統領選挙以降大きく改善している、（3）1-3月期の実質GDP成長率は低めとなりそう

だが、(最近の米国でよくみられる)季節調整の歪みが影響した可能性が高く、過度

の懸念は不要と考える。 

 

２．トランプ政権下での経済政策 

（トランプ政権下でのここまでの「高官人事」や「大統領令・覚書」を振り返り、「米

国有権者との契約」の実施状況を確認。また、具体的な経済政策として「連邦財

政」、「インフラ投資の拡大」、「法人税・所得税包括的な税制改正」、「オバマケアの

廃止・置換」、「規制緩和」、「移民政策」、「貿易政策（NAFTA、中国との貿易）」の

現状と見通しに言及。） 

4点にまとめると、（１）トランプ大統領は、基本的に「有言実行」、（２）経済政策で

は貿易・移民・インフラ投資・税制改正の優先順位が高い、（３）政策実現ハードル

は“政府債務”と“党派対立”、（４）税制改正とインフラ投資は財政を大幅悪化させな

い形で実施され、来年の成長率を幾分か押し上げる見込み、である。 

また、主なものを表にまとめると次の通り。 

 

３．今後の景気回復の形・米国経済の課題 

米国経済の現状について、循環的に良くなっているだけでなく、構造的

にも景気が底堅くなっていると考えている。理由として、例えば直近1-2年

における起業の積極化、自発的離職者の割合の増加、実質家計所得(中

央値)の大幅な上昇、労働参加率の持ち直しなどが挙げられる。これらは、

金融危機の悪影響がようやく緩和し、景気回復の裾野が拡がってきたこと

を示している。これらから考えると、トランプ大統領の政策と関係なく景気は

良くなってきており、今後トランプ大統領が多少保護主義的政策をとって

も、カバーできる余地があると考えることもできる。 

米国の景気循環は、所得見通しの上昇→消費の上昇→企業収益の上

昇→所得の上昇→消費上昇の流れであり、所得期待が起点となってい

る。米国の景気循環をみる上では家計の所得期待が非常に重要だが、大

統領選以降、家計の所得期待は上振れしているように見え、5-10年と長く

見た時にトレンドとなる成長率が少し上昇するような兆しがでているとみて

いる。最近言われてきた潜在成長率が大幅に低下したというニューノーマ

ル理論は部分的にはいき過ぎていた可能性があるかもしれない。 

なお、米国経済は3つの課題（①所得格差の拡大、②基礎的支出の価

格高騰、③働き盛りの男性の中長期的な労働参加率の低下）を抱えてい

るが、トランプ政権の経済政策は米国への製造業回帰の後押しを通じて、

③の改善をもたらす可能性があると考えている。 

今後の景気回復の形・米国経済の課題のまとめとして4点、（１）今後の

景気回復は、労働投入より生産性がけん引する局面に、（２）米国経済は

中長期的に2%程度の緩やかな成長が続く

とみられるが、上方リスクにも注意は必要、

（３）ここ数年の「ニューノーマル」論はやや

行き過ぎだった可能性も、（４）トラ

ンプ政権の経済政策は、米国経

済が抱える課題についての部分

的な対処にはなり得る。 

 

４．金融政策・長期金利の見通し 

 金融政策について、FRBの利上げが今年3回程度あるとみてお

り、3月に1回実施しているので、今後、6月と9月あたりに、あと2回

ぐらいの利上げを予測している。為替についてはトランプ大統領

の主張する政策とドル高は両立しえない、矛盾すると思ってい

る。マーケットとしても政権のスタンスを反映しやすくなっており、

ドル高は難しく、どちらかというとドル安に推移するとみている。  

 

略歴：1999年三和銀行（現三菱東京UFJ銀行）入行。そ

の後、神田支店、資金部、三菱UFJ投信出向、経済調

査室（東京）を経て2014年11月より現職。  

三菱東京UFJ銀行 経済調査室 

NY駐在チーフ米国エコノミスト 

栗原浩史（くりはら・ひろし）氏 

 講 師 
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皆様からご投稿いただきました第2回ガルフ川柳の結果をお届けします。商工会会長賞及びガルフストリーム編集委員長賞の受賞者には

商品券（$50）が授与されました。たくさんのご応募ありがとうございました！ 

第3回に向けて引き続き投稿をお待ちしております。sansuikai@jbahouston.orgあてにお送りください。（締切:7/30） 

 

 米国三菱商事と関係会社のMitsubishi 
International Polymer Trade Corporation 

は 、 共 同 で イ ン ド ア サ ッ カ ー チ ー ム

「Mitsubishi Red Diamonds」を昨年創設し

ました。創設の目的は、元気で健康を維

持すること、そして皆で楽しもう！というこ

とですが、健康でなければ仕事もがんば

れない！という考えに基づいている？訳

です。 

 「Mitsubishi Red Diamonds」のプレー

ヤーはヒューストンのオフィスで働く社員、

若しくは出張等でヒューストンを訪れてい

る同僚になります。特に面白い点は、

ニューヨークや東京で活躍するプロプ

レーヤーさながらの同僚も、ヒューストンに

仕事で来ている際には急遽参加可能とい

うところです。対戦するチームは、友人同

士で作ったチーム、会社の同僚チーム、

スポーツジムのサッカーチームなど色々

です。そしてこのリーグ（インドアサッカー

リーグ名：QBリーグ）での各プレーヤーの

レベルは様々ですが、「Mitsubishi Red 

Diamonds」も、大学やプロサッカーで活躍

した社員、全くサッカーボールを蹴るのも

 インドアサッカー 

今年のJapan Cup シアトル大会試合後 

 

ガルフストリーム編集委員長賞  

 
 ヒューストン  

       やる事なくて   

              ユーチューブ                         

                     

                     Ｂｙ 小3  

解説：英語分かんないし、TVジャパンもいつも見たいテレビがないの

で、いつも妹とユーチューブ使ってテレビを独占してます。  

評価：確かに、ユーチューブ便利ですよね。自由に遊びに行ける場所

も限られていますから。  

商工会会長賞  

 
 アメフトの  

     ルール知らずに  

              大フィーバー                 

                

             ｂｙ とりあえずスーパーボウル 

解説：お祭り騒ぎに巻き込まれて、わけも分からず盛り上がってしまっ

た。でもフットボールのルールは未だ理解できず…。 

評価：うちの奥さんですね。でも本場の力は凄くて引き込まれます。スー

パーボールは当地で盛り上がりましたね。 

これぞテキサス土産！ 

 ご当地自慢のグルメ土産の中で、男女共々最も多く

の人が「買っていく」と答えたのがピーカン。中でも

Sweet Taste of Texas（https://sweettasteoftexas.com）の

ピーカンはテキサス州を象った箱や缶入りで、ギフトに

最適と日本人が帰国前に駆け込む人気菓子店。パ 

イ好きな人なら老舗BBQレストランGoode Co. 

(www.goodecompany.com）の手作りピーカンパイを。

別格の味！と地元アメリカ人が絶賛する受賞歴を誇る

ピーカンパイは素朴でリッチな味わい。日持ちもするの

で安心です。また必ず喜ばれると大好評なのがNASA

グッズ。ロケットTシャツやフリーズドライの宇宙食、上を

向いても書けるスペースペンなどユニーク 

なものがたくさん。 

 テキサス州に点在する24時間年中無休の巨大サイズの

コンビニチェーン。 店内丸ごと“テキサスワールド”なので、

ここに行けばお土産調達も簡単です。（www.buc-ees.com）  

＼クチコミ／ 

手頃価格のバラまき土産 

 日本のママ友に喜ばれるのがトレジョ（Trader Joe’s）や

ホールフーズのスーパー土産。定番人気といえばトレジョ

のエコバッグですが、「エコバッグをトレジョの紙袋に入れ

て渡したら、この紙袋もっとちょうだい！と言われた」という

エピソードもあり、紙袋さえも日本在住主婦にはおしゃれ

に感じるようです（笑）。在住者おすすめのスーパーグッズ

は、タコシーズニングやガンボの素、BBQソースなどの調

味料類。日本では入手困難なグルテンフリーのスナック菓

子やビーガン向けのマック＆チーズ、m&mのピーナッツ

クリーム味、 プリングルスのハラペーニョ味など定番菓子

の地域フレーバー。生活用品でいえばGladの簡易密閉

ラップPress’n Sealやlodgeの鉄フライパンなどなど。男性

陣の鉄板土産はナッツ類。また女性がエコバックとくれ 

ば、男性はスタバのリユーザブルカップだそうです。 
 

（文責：編集部 グラント里香） 

ギフトも兼ねた おしゃれグッズ 

 テキサス在住女性デザイナーが手がける、カラフルな天然石を

使ったケンドラ・スコットのジュエリー(www.kendrascott.com)。一

見高価に見えて実は手頃価格とあって、人気は全米から世界に

拡大中！日本未上陸ブランドなので、本帰国の時に自分土産

で買う人も。またヴェラ・ブラッドリーやコーチも、バッグでは 

なく雨傘をお土産にするおしゃれ技もあり！ 

テキサス土産の宝庫！ 

Buc-ee’s（バッキーズ） 

初めてという社員等、色々なレベルの選

手、日本からの派遣社員とローカル社員

が一緒になって楽しんでいます。インドア

サッカーの1ゲームは40分、ゴールキー

パーも含め6人で戦います。インドアなの

で天候を気にせず試合が行えるので、試

合がキャンセルになることもなく、特に忙し

い社会人にとっては予定が組みやすく参

加しやすいスポーツだと思います。 

 この4月には3シーズン目を迎え、チーム

は一丸となり優勝を狙っています。毎週木

曜日に試合があり、出張などが急遽入っ

てしまい参加出来ない社員もたくさんいま

すが、今まで1試合にでも参加した社員は

20人以上を数え、現在も参加者が増え続

けチームとして成長しています。そして各

選手はサッカープレーヤとして、毎シーズ

ンごと成長を続けており、この3シーズン目

もこのまま躍進することを願ってます。 

   
 GO!!!!!!!!!!!  RED DIAMONDS! 

 

（文責：Adam Williams／訳：竹澤 美由紀）  

 
出張者  

   来ては連れてく  

        NASA詣で         

    

ｂｙ NASAは飽きた  

 
暴言集  

   日々更新中  

       トランプ氏  

    

ｂｙ ツイッターマン   

解説：もう十回以上行きました。  

ついでに

「Taste of 

Texas詣で」

もね。 

解説：今日はどんなことを言っ

たのかな、とテレビで確認する

のが日課になってしまった。  

思い当たる節が。。。 そしておじさんたちはお外へ芝刈りへ。 

たまに普通の事

言ったら意外に

まともって褒め

られたりして。 
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  「とにかく勝ちたい。」今回の大会を最
後に日本への帰国及び自身の野球/ソ

フトボール人生の引退が決まっていたベテランセカンド網

倉は勝ちに飢えていた。 

 昨年のチームから異動や帰国による戦力の低下も危ぶ

まれたが、新たに加わった若手や中堅の充実、シニア勢

の熟練した技術とここぞの集中力、当たり前のように外野

に打球を飛ばす女性陣や元気いっぱい子供メンバーの

充実もあり、1月末の練習開始から週を重ねるごとに「今年こそは3年ぶりの優勝を本

気で狙える」とキャプテン渡部は確信していた。 

 予選リーグ初戦、まさかの3エラーによる失点スタートで始まった重苦しい展開。東

芝さんの着実な展開に苦しめられながら、最後は住友ダッシュ史上最強四番打者、

今期加入の中村の満塁ホームランで、9-6で逆転勝ち。エンジンのかかった打線は

続く三井マリガンズ戦では大爆発、守備も安定し15-6で快勝。準々決勝、Utilities戦

では相手投手の無回転ふんわりボールに各打者が手こずるも堅い守りとチャンスで

 

  

 
３位 

  吾輩はコメッツである。名前も実力もあるが、なぜ今年も優勝できなか
つたか、頓と見當がつかぬ。青空の下、皆でギャーギャー騒いでいた事

丈は記憶して居る。 

 吾輩は宴会前の食事処にて、ここで始めて悔し涙を流す一人の女性

といふもの見た。然もあとで聞くとそれはソフトボールという球技の中で一塁手といふポジ

ションを守る選手であつたさうで、ノーコン野手と強打者から放たれる豪球を受け止める重

要なポジションといふ話である。然し今年も大活躍したやうに見えるので別段彼女の責任

だとも思はなかつた。どちらかといふと、好機で打てないクリーンナップを見た時何だかイラ

イラした感じが有つた許りである。ベンチ裏で少し落ち着いて奇妙なものを見たのが所謂

「天秤打法」といふものゝ見始めであらう。此時妙なものだと思つた感じが今でも残つて居

るが、思ひのほか球を遠くに飛ばしていた記憶がある。暫くすると高圧的な「流し目」で相

手を威嚇する者が現れた。背丈が高く整つた顔立ちのこの若者も球を遠くに飛ばしていた

が、相手を威嚇する行為は社会人として如何なものかと思ふ。 

 球を投げる人は暫くは良い心持に浸つて居たが、四死合目にもなると何故だかストラ

イクが入らない。炎天下と疲労により無暗に眼が廻る。胸が惡くなる。「全然イケるよ」、

「（いや、ムリでしょ…）」、微妙な空気が漂う中、「交代」といふ鶴の一声で皆安

堵。人間といふ種族は時折自分の状態も分からなくなる程、何かに熱中し、責任を果たさう

とする生きもののようだ。また、彼らに限つては「テンプラ」というものが好物のやうである。

吾輩の認識においては高カロリーだが美味な食べ物といふ理解であるが、どうやらこの球

技にも共通する用語のやうである。「テンプラ禁止」と諌めているにもかかわらず、それを

「美味しい」と勘違いしているやうでは、涙を流す女性が居たことも頷ける。また、ある者に

至つては鋭い打球以上に身近に恐怖を感じ、子供に三塁線を抜かれる有様。この世界に

は、物理的なもの以上に恐ろしく、大切にすべきものがあるやうだ。 

 然し、野球経験者の少ない吾輩が勝ち上がれたのは、何よりも「雰囲気と結束力」が素晴

らしいからに他ならない。家の中でバットを振り回す者も居れば、お洒落にワイングラスを

回す者、天城越えを歌ひながらマイクを振り回す者、何よりシーズンOFFにもかかわら

ず、必要以上に開催される宴の数はNo.1であると自負して居る。試合中、容赦のない味方

へのヤジを耳にした皆様なら理解して頂けるであろふ。来年は、トロフィー紛失事件を演出

した主砲（監督）も怪我から復帰するとのこと、また一段と手強くなつた吾輩をお見せ出来

るであろふ。 

 最後に、素晴らしい手際と心遣いで運営して頂いた幹事の皆様には「感謝」といふ言葉

しか思ひつかない。この場を借りて心より御礼申し上げる。 

（キャプテン：落合真也） 

準優勝 

 JAXAダイナボアーズ創設（8年前にJAXAと三菱ダイナボアーズが合併）以来、

念願の初優勝となりました。 

一昨年のベスト4から昨年は予選敗退となり、新たにキャプテンに就任してから、そ

の悔しさもあって4月末にはチームを始動させました。とはいえ当初は帰任者続出も

あって人が全く集まらず練習も一苦労、晩夏恒例のクリアレイクカップ（クリアレイク地

区チーム対抗戦）ではお決まりの最下位、結局しばらくは人不足でもがいている状

態でした。しかし2月頃にはオーダーを悩むほどのメンバー数となり、練習試合では

新メンバー起用や打順・守備位置の試行に徹し、勝ちが少なくても手応えを感じら

れる程に。しつこい練習招集等が功を奏した結果だと思います。 

さて大会を振り返りますと、予選1試合目は過去何度も苦汁を嘗めさせられ昨年も2

-3で惜敗した最大のライバル（とこちらが勝手に思っている）イーグルス。幸先よく先

制するも逆転され、やはり緊迫した状況が続きましたが、最後はチームの強みである

国際調整力をもって獲得した…ものの昨年ドタキャンして密かに責任を感じていた

Adamの逆転ホームランで勝利。リベンジを果たすことができました。2試合目は古豪

双日パッションズ戦。エース佐藤（お）投手に代わって先発した橘投手が好投、序盤

の緊迫した展開を打ち破って最後は7-0で勝つことが出来ました。 

次は準々決勝、FC Japan戦。某常勝チームの監督に昼の時間空いているチーム

は負けるから体動かしとけ!と言われていたのに私は芝生でごろごろ、相手にはWild 

cardの勢いもあり後半まで0-1の劣勢。これはまずい…と感じ流れを変えるべく、サッ

カーで鍛え上げたスポーツマン中心のチームに負けてられないとこちらもサッカー出

身の安達選手を代打に送ったところ、やってくれました逆転ホームラン!この流れに

乗って最終回は連打連打、10-1で勝利。 

準決勝、優勝候補筆頭と目されていた住友戦。経験者も多く見受けられ、地力で

は相手の方が上だったと思います。なおこの試合直前、本部前のちょっとした段差

で両足を攣って戦線離脱した主力選手が1名、オーダーを悩ませてくれました。試合

も相手強力打線に序盤おされて0-4と劣勢でしたが、チームは諦めておらず、守りを

堅く締めて徐々に点差を詰め、3-4で最終回の攻撃へ。4番中村選手のチームバッ

ティングとナイスラン、Adamの犠牲フライで同点に追いつき、最後は途中出場の伏

兵・佐藤（ま）選手のファウル、空振り→あーじゃんけん何出そうかな～と考えた矢先

のサヨナラヒット!そして本人、サヨナラを認識せず無駄に3塁まで回ってチームの誰

も駆け寄る事ができず、やむなくホームインした中村選手に祝福。5-4でサヨナラ勝ち

する事が出来ました。 

最後に決勝、上位常連のコメッツ戦。さすがにチームプレー、チームバッティングが

確立されておりうまくヒットにするバッターが多く、一方こちらも負けじと打ち返し、試

合は点の取り合いで接戦となりました。しかし最後は守備の隙も突いて突き放すこと

ができ11-6で勝利!勝ち慣れていない私達は、次の攻撃に向かおうとしたところで整

列の合図を見て「優勝なの?」とワンテンポ遅れて歓喜。チーム創設当初から在籍さ

れ、当時に受けた2-25敗戦の洗礼も知るエース佐藤（お）投手からは男気の涙。全

員一丸となって勝ち取った結果で、皆喜び感動し、称えあい、最高の瞬間でした。 

 

 優勝   

の集中打で、4-2で勝利。準決勝は3月の練習試合時にもその実力を感じていた

JAXA戦。引き続き中村の圧倒的な打棒でリードを奪うも徐々に追い上げられ、相手

の上位打線から開始する最終回裏の守備を一点差で迎える嫌な展開。強力打者が

並ぶJAXAさん相手に打者に応じ外野も度々ポジションを変え対策を練るも犠牲フラ

イでいよいよ同点。2アウトとなるも最後はセンター前にタイムリーを運ばれ万事休す。

4-5xサヨナラ負け。悔しさの余り言葉を失うナイン。 

 まだ終わっていない。最後笑って終わろう。絶対勝とう。

キャプテン渡部の声かけに呼応し、3位決定戦のカネカ戦で

は若手、シニア、女性、全ての戦力が今年の集大成を見せ

るかの如く再び打線が爆発し17-2で勝利。 

 確かに手にしたカップは狙っていたものよりも小さかった。

ただし、そこにはチーム一丸でやり切った充実の笑顔が溢

れていた。数々の思いを背負い、来年こそは頂点を目指

す。 

 と、懇親ソフトボール大会とは思えない程に「熱い」当チー

ムですが、楽しみながらも我々のキーワードである「全員主

役」「Harness the Power」を合言葉に一致団結で勝利を目指

す事で真のチームワークが生まれ、結果さらに楽しむ事が

出来ました。改めてこの場を借りまして、対戦させて頂きまし

たチームの皆様、本大会を滞りなく運営頂いた幹事の皆様

に心より御礼申し上げます。 

                          
キャプテン渡部とトロフィー  堅実な守備とバッティングが光った網倉  

住友ダッシュオールスターメンバー 

来年は通天閣打法を…（テンプラ禁止だって!怒）  

トロフィー（紛失未遂）を囲んでの会 

商工会ソフトボール大会２０１７ 優勝記 

■選手紹介■ 

1番セカンド：佐藤龍之介 佐藤家長男の子供枠バッター。決勝戦では待望

のホームランを放ってくれました。ご安心ください、来年からは子供枠ではあり

ませんよ。 

2番センター：中西 チームキャプテン。特技フライ。走塁、守備における足が

取り柄。 

3番サード：土居 いぶし銀の左打者、高打率。俺には日焼け止めは不要とい

う事で、1日が終わると逆パンダになっている。 

4番ショート：中村 強打（?）堅守の鉄壁ショート。4番として特に終盤は勝利の

起点に。他チームからとにかくいじられる。大会2日後に次男誕生、おめでとう

（奥様が神）。 

5番ファースト：Adam 前述の通り、昨年のドタキャンに責任を感じ今年は大

活躍。 

6番レフト：橘 予選2試合目で見事なピッチングを披露。 

7番DH：Jose キャプテンの友達。まだスローピッチソフトに慣れていない。 

8番ライト：上山 チーム一の優しさを持つナイスガイ（でも今回は相手にも優

しかった）。今年を最後に帰任予定、お疲れ様でした。 

9番ローバー：杉山 シニア枠の救世主。獅子奮迅の活躍。 

10番キャッチャー：佐藤麟之介 佐藤家次男。沢山返球してヒットも打って、

最高のキャッチャーですね。 

11番ピッチャー：佐藤（お） 言わずと知れた、チーム発足当初も知るレジェン

ドエースピッチャー。 

久留：シニア枠スーパーサブ。チームを支える監督。 

緒方：決勝トーナメントでは黙々とスコアラーをこなし、チームを支え続けてく

れた陰の立役者。 

青木：双日戦でナイスヒット。来年はピッチャー復帰! 

Sean：大会前HR連発するも、前週の練習試合で離脱。でも一日中ずっと応

援していてくれました。 

安達：2塁へのスライディングが完全にサッカースタイル。値千金のホームラン

を放った永遠のサッカー青年。 

佐藤（ま）：サヨナラ勝ちはWalk-off winと言うらしいですよ。 

梶川：試合前、名誉の負傷で残念ながら出場叶いませんでしたが、精一杯の

エールをいただきました。 

 

 対戦していただいた皆様、幹事の皆様、ありがとうございました。またチーム

創設から活動を続けてくださったOBにも感謝します。来年はさらに戦力を充実

させ、2連覇を目指します! 

                                 （キャプテン 中西雄太） 

 
チームの中心、佐藤一家  

念願の初優勝！ 
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だとも思はなかつた。どちらかといふと、好機で打てないクリーンナップを見た時何だかイラ

イラした感じが有つた許りである。ベンチ裏で少し落ち着いて奇妙なものを見たのが所謂

「天秤打法」といふものゝ見始めであらう。此時妙なものだと思つた感じが今でも残つて居

るが、思ひのほか球を遠くに飛ばしていた記憶がある。暫くすると高圧的な「流し目」で相

手を威嚇する者が現れた。背丈が高く整つた顔立ちのこの若者も球を遠くに飛ばしていた

が、相手を威嚇する行為は社会人として如何なものかと思ふ。 

 球を投げる人は暫くは良い心持に浸つて居たが、四死合目にもなると何故だかストラ

イクが入らない。炎天下と疲労により無暗に眼が廻る。胸が惡くなる。「全然イケるよ」、

「（いや、ムリでしょ…）」、微妙な空気が漂う中、「交代」といふ鶴の一声で皆安

堵。人間といふ種族は時折自分の状態も分からなくなる程、何かに熱中し、責任を果たさう

とする生きもののようだ。また、彼らに限つては「テンプラ」というものが好物のやうである。

吾輩の認識においては高カロリーだが美味な食べ物といふ理解であるが、どうやらこの球

技にも共通する用語のやうである。「テンプラ禁止」と諌めているにもかかわらず、それを

「美味しい」と勘違いしているやうでは、涙を流す女性が居たことも頷ける。また、ある者に

至つては鋭い打球以上に身近に恐怖を感じ、子供に三塁線を抜かれる有様。この世界に

は、物理的なもの以上に恐ろしく、大切にすべきものがあるやうだ。 

 然し、野球経験者の少ない吾輩が勝ち上がれたのは、何よりも「雰囲気と結束力」が素晴

らしいからに他ならない。家の中でバットを振り回す者も居れば、お洒落にワイングラスを

回す者、天城越えを歌ひながらマイクを振り回す者、何よりシーズンOFFにもかかわら

ず、必要以上に開催される宴の数はNo.1であると自負して居る。試合中、容赦のない味方

へのヤジを耳にした皆様なら理解して頂けるであろふ。来年は、トロフィー紛失事件を演出

した主砲（監督）も怪我から復帰するとのこと、また一段と手強くなつた吾輩をお見せ出来

るであろふ。 

 最後に、素晴らしい手際と心遣いで運営して頂いた幹事の皆様には「感謝」といふ言葉

しか思ひつかない。この場を借りて心より御礼申し上げる。 

（キャプテン：落合真也） 

準優勝 

 JAXAダイナボアーズ創設（8年前にJAXAと三菱ダイナボアーズが合併）以来、

念願の初優勝となりました。 

一昨年のベスト4から昨年は予選敗退となり、新たにキャプテンに就任してから、そ

の悔しさもあって4月末にはチームを始動させました。とはいえ当初は帰任者続出も

あって人が全く集まらず練習も一苦労、晩夏恒例のクリアレイクカップ（クリアレイク地

区チーム対抗戦）ではお決まりの最下位、結局しばらくは人不足でもがいている状

態でした。しかし2月頃にはオーダーを悩むほどのメンバー数となり、練習試合では

新メンバー起用や打順・守備位置の試行に徹し、勝ちが少なくても手応えを感じら

れる程に。しつこい練習招集等が功を奏した結果だと思います。 

さて大会を振り返りますと、予選1試合目は過去何度も苦汁を嘗めさせられ昨年も2

-3で惜敗した最大のライバル（とこちらが勝手に思っている）イーグルス。幸先よく先

制するも逆転され、やはり緊迫した状況が続きましたが、最後はチームの強みである

国際調整力をもって獲得した…ものの昨年ドタキャンして密かに責任を感じていた

Adamの逆転ホームランで勝利。リベンジを果たすことができました。2試合目は古豪

双日パッションズ戦。エース佐藤（お）投手に代わって先発した橘投手が好投、序盤

の緊迫した展開を打ち破って最後は7-0で勝つことが出来ました。 

次は準々決勝、FC Japan戦。某常勝チームの監督に昼の時間空いているチーム

は負けるから体動かしとけ!と言われていたのに私は芝生でごろごろ、相手にはWild 

cardの勢いもあり後半まで0-1の劣勢。これはまずい…と感じ流れを変えるべく、サッ

カーで鍛え上げたスポーツマン中心のチームに負けてられないとこちらもサッカー出

身の安達選手を代打に送ったところ、やってくれました逆転ホームラン!この流れに

乗って最終回は連打連打、10-1で勝利。 

準決勝、優勝候補筆頭と目されていた住友戦。経験者も多く見受けられ、地力で

は相手の方が上だったと思います。なおこの試合直前、本部前のちょっとした段差

で両足を攣って戦線離脱した主力選手が1名、オーダーを悩ませてくれました。試合

も相手強力打線に序盤おされて0-4と劣勢でしたが、チームは諦めておらず、守りを

堅く締めて徐々に点差を詰め、3-4で最終回の攻撃へ。4番中村選手のチームバッ

ティングとナイスラン、Adamの犠牲フライで同点に追いつき、最後は途中出場の伏

兵・佐藤（ま）選手のファウル、空振り→あーじゃんけん何出そうかな～と考えた矢先

のサヨナラヒット!そして本人、サヨナラを認識せず無駄に3塁まで回ってチームの誰

も駆け寄る事ができず、やむなくホームインした中村選手に祝福。5-4でサヨナラ勝ち

する事が出来ました。 

最後に決勝、上位常連のコメッツ戦。さすがにチームプレー、チームバッティングが

確立されておりうまくヒットにするバッターが多く、一方こちらも負けじと打ち返し、試

合は点の取り合いで接戦となりました。しかし最後は守備の隙も突いて突き放すこと

ができ11-6で勝利!勝ち慣れていない私達は、次の攻撃に向かおうとしたところで整

列の合図を見て「優勝なの?」とワンテンポ遅れて歓喜。チーム創設当初から在籍さ

れ、当時に受けた2-25敗戦の洗礼も知るエース佐藤（お）投手からは男気の涙。全

員一丸となって勝ち取った結果で、皆喜び感動し、称えあい、最高の瞬間でした。 

 

 優勝   

の集中打で、4-2で勝利。準決勝は3月の練習試合時にもその実力を感じていた

JAXA戦。引き続き中村の圧倒的な打棒でリードを奪うも徐々に追い上げられ、相手

の上位打線から開始する最終回裏の守備を一点差で迎える嫌な展開。強力打者が

並ぶJAXAさん相手に打者に応じ外野も度々ポジションを変え対策を練るも犠牲フラ

イでいよいよ同点。2アウトとなるも最後はセンター前にタイムリーを運ばれ万事休す。

4-5xサヨナラ負け。悔しさの余り言葉を失うナイン。 

 まだ終わっていない。最後笑って終わろう。絶対勝とう。

キャプテン渡部の声かけに呼応し、3位決定戦のカネカ戦で

は若手、シニア、女性、全ての戦力が今年の集大成を見せ

るかの如く再び打線が爆発し17-2で勝利。 

 確かに手にしたカップは狙っていたものよりも小さかった。

ただし、そこにはチーム一丸でやり切った充実の笑顔が溢

れていた。数々の思いを背負い、来年こそは頂点を目指

す。 

 と、懇親ソフトボール大会とは思えない程に「熱い」当チー

ムですが、楽しみながらも我々のキーワードである「全員主

役」「Harness the Power」を合言葉に一致団結で勝利を目指

す事で真のチームワークが生まれ、結果さらに楽しむ事が

出来ました。改めてこの場を借りまして、対戦させて頂きまし

たチームの皆様、本大会を滞りなく運営頂いた幹事の皆様

に心より御礼申し上げます。 

                          
キャプテン渡部とトロフィー  堅実な守備とバッティングが光った網倉  

住友ダッシュオールスターメンバー 

来年は通天閣打法を…（テンプラ禁止だって!怒）  

トロフィー（紛失未遂）を囲んでの会 

商工会ソフトボール大会２０１７ 優勝記 

■選手紹介■ 

1番セカンド：佐藤龍之介 佐藤家長男の子供枠バッター。決勝戦では待望

のホームランを放ってくれました。ご安心ください、来年からは子供枠ではあり

ませんよ。 

2番センター：中西 チームキャプテン。特技フライ。走塁、守備における足が

取り柄。 

3番サード：土居 いぶし銀の左打者、高打率。俺には日焼け止めは不要とい

う事で、1日が終わると逆パンダになっている。 

4番ショート：中村 強打（?）堅守の鉄壁ショート。4番として特に終盤は勝利の

起点に。他チームからとにかくいじられる。大会2日後に次男誕生、おめでとう

（奥様が神）。 

5番ファースト：Adam 前述の通り、昨年のドタキャンに責任を感じ今年は大

活躍。 

6番レフト：橘 予選2試合目で見事なピッチングを披露。 

7番DH：Jose キャプテンの友達。まだスローピッチソフトに慣れていない。 

8番ライト：上山 チーム一の優しさを持つナイスガイ（でも今回は相手にも優

しかった）。今年を最後に帰任予定、お疲れ様でした。 

9番ローバー：杉山 シニア枠の救世主。獅子奮迅の活躍。 

10番キャッチャー：佐藤麟之介 佐藤家次男。沢山返球してヒットも打って、

最高のキャッチャーですね。 

11番ピッチャー：佐藤（お） 言わずと知れた、チーム発足当初も知るレジェン

ドエースピッチャー。 

久留：シニア枠スーパーサブ。チームを支える監督。 

緒方：決勝トーナメントでは黙々とスコアラーをこなし、チームを支え続けてく

れた陰の立役者。 

青木：双日戦でナイスヒット。来年はピッチャー復帰! 

Sean：大会前HR連発するも、前週の練習試合で離脱。でも一日中ずっと応

援していてくれました。 

安達：2塁へのスライディングが完全にサッカースタイル。値千金のホームラン

を放った永遠のサッカー青年。 

佐藤（ま）：サヨナラ勝ちはWalk-off winと言うらしいですよ。 

梶川：試合前、名誉の負傷で残念ながら出場叶いませんでしたが、精一杯の

エールをいただきました。 

 

 対戦していただいた皆様、幹事の皆様、ありがとうございました。またチーム

創設から活動を続けてくださったOBにも感謝します。来年はさらに戦力を充実

させ、2連覇を目指します! 

                                 （キャプテン 中西雄太） 

 
チームの中心、佐藤一家  

念願の初優勝！ 
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皆様からご投稿いただきました第2回ガルフ川柳の結果をお届けします。商工会会長賞及びガルフストリーム編集委員長賞の受賞者には

商品券（$50）が授与されました。たくさんのご応募ありがとうございました！ 

第3回に向けて引き続き投稿をお待ちしております。sansuikai@jbahouston.orgあてにお送りください。（締切:7/30） 

 

 米国三菱商事と関係会社のMitsubishi 
International Polymer Trade Corporation 

は 、 共 同 で イ ン ド ア サ ッ カ ー チ ー ム

「Mitsubishi Red Diamonds」を昨年創設し

ました。創設の目的は、元気で健康を維

持すること、そして皆で楽しもう！というこ

とですが、健康でなければ仕事もがんば

れない！という考えに基づいている？訳

です。 

 「Mitsubishi Red Diamonds」のプレー

ヤーはヒューストンのオフィスで働く社員、

若しくは出張等でヒューストンを訪れてい

る同僚になります。特に面白い点は、

ニューヨークや東京で活躍するプロプ

レーヤーさながらの同僚も、ヒューストンに

仕事で来ている際には急遽参加可能とい

うところです。対戦するチームは、友人同

士で作ったチーム、会社の同僚チーム、

スポーツジムのサッカーチームなど色々

です。そしてこのリーグ（インドアサッカー

リーグ名：QBリーグ）での各プレーヤーの

レベルは様々ですが、「Mitsubishi Red 

Diamonds」も、大学やプロサッカーで活躍

した社員、全くサッカーボールを蹴るのも

 インドアサッカー 

今年のJapan Cup シアトル大会試合後 

 

ガルフストリーム編集委員長賞  

 
 ヒューストン  

       やる事なくて   

              ユーチューブ                         

                     

                     Ｂｙ 小3  

解説：英語分かんないし、TVジャパンもいつも見たいテレビがないの

で、いつも妹とユーチューブ使ってテレビを独占してます。  

評価：確かに、ユーチューブ便利ですよね。自由に遊びに行ける場所

も限られていますから。  

商工会会長賞  

 
 アメフトの  

     ルール知らずに  

              大フィーバー                 

                

             ｂｙ とりあえずスーパーボウル 

解説：お祭り騒ぎに巻き込まれて、わけも分からず盛り上がってしまっ

た。でもフットボールのルールは未だ理解できず…。 

評価：うちの奥さんですね。でも本場の力は凄くて引き込まれます。スー

パーボールは当地で盛り上がりましたね。 

これぞテキサス土産！ 

 ご当地自慢のグルメ土産の中で、男女共々最も多く

の人が「買っていく」と答えたのがピーカン。中でも

Sweet Taste of Texas（https://sweettasteoftexas.com）の

ピーカンはテキサス州を象った箱や缶入りで、ギフトに

最適と日本人が帰国前に駆け込む人気菓子店。パ 

イ好きな人なら老舗BBQレストランGoode Co. 

(www.goodecompany.com）の手作りピーカンパイを。

別格の味！と地元アメリカ人が絶賛する受賞歴を誇る

ピーカンパイは素朴でリッチな味わい。日持ちもするの

で安心です。また必ず喜ばれると大好評なのがNASA

グッズ。ロケットTシャツやフリーズドライの宇宙食、上を

向いても書けるスペースペンなどユニーク 

なものがたくさん。 

 テキサス州に点在する24時間年中無休の巨大サイズの

コンビニチェーン。 店内丸ごと“テキサスワールド”なので、

ここに行けばお土産調達も簡単です。（www.buc-ees.com）  

＼クチコミ／ 

手頃価格のバラまき土産 

 日本のママ友に喜ばれるのがトレジョ（Trader Joe’s）や

ホールフーズのスーパー土産。定番人気といえばトレジョ

のエコバッグですが、「エコバッグをトレジョの紙袋に入れ

て渡したら、この紙袋もっとちょうだい！と言われた」という

エピソードもあり、紙袋さえも日本在住主婦にはおしゃれ

に感じるようです（笑）。在住者おすすめのスーパーグッズ

は、タコシーズニングやガンボの素、BBQソースなどの調

味料類。日本では入手困難なグルテンフリーのスナック菓

子やビーガン向けのマック＆チーズ、m&mのピーナッツ

クリーム味、 プリングルスのハラペーニョ味など定番菓子

の地域フレーバー。生活用品でいえばGladの簡易密閉

ラップPress’n Sealやlodgeの鉄フライパンなどなど。男性

陣の鉄板土産はナッツ類。また女性がエコバックとくれ 

ば、男性はスタバのリユーザブルカップだそうです。 
 

（文責：編集部 グラント里香） 

ギフトも兼ねた おしゃれグッズ 

 テキサス在住女性デザイナーが手がける、カラフルな天然石を

使ったケンドラ・スコットのジュエリー(www.kendrascott.com)。一

見高価に見えて実は手頃価格とあって、人気は全米から世界に

拡大中！日本未上陸ブランドなので、本帰国の時に自分土産

で買う人も。またヴェラ・ブラッドリーやコーチも、バッグでは 

なく雨傘をお土産にするおしゃれ技もあり！ 

テキサス土産の宝庫！ 

Buc-ee’s（バッキーズ） 

初めてという社員等、色々なレベルの選

手、日本からの派遣社員とローカル社員

が一緒になって楽しんでいます。インドア

サッカーの1ゲームは40分、ゴールキー

パーも含め6人で戦います。インドアなの

で天候を気にせず試合が行えるので、試

合がキャンセルになることもなく、特に忙し

い社会人にとっては予定が組みやすく参

加しやすいスポーツだと思います。 

 この4月には3シーズン目を迎え、チーム

は一丸となり優勝を狙っています。毎週木

曜日に試合があり、出張などが急遽入っ

てしまい参加出来ない社員もたくさんいま

すが、今まで1試合にでも参加した社員は

20人以上を数え、現在も参加者が増え続

けチームとして成長しています。そして各

選手はサッカープレーヤとして、毎シーズ

ンごと成長を続けており、この3シーズン目

もこのまま躍進することを願ってます。 

   
 GO!!!!!!!!!!!  RED DIAMONDS! 

 

（文責：Adam Williams／訳：竹澤 美由紀）  

 
出張者  

   来ては連れてく  

        NASA詣で         

    

ｂｙ NASAは飽きた  

 
暴言集  

   日々更新中  

       トランプ氏  

    

ｂｙ ツイッターマン   

解説：もう十回以上行きました。  

ついでに

「Taste of 

Texas詣で」

もね。 

解説：今日はどんなことを言っ

たのかな、とテレビで確認する

のが日課になってしまった。  

思い当たる節が。。。 そしておじさんたちはお外へ芝刈りへ。 

たまに普通の事

言ったら意外に

まともって褒め

られたりして。 
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『おふろやさん』  

作： 西村繁男  

出版社： 福音館書店 

対象： 4歳から大人まで 

 「これから、あっちゃんは、おとうさんと おかあさんと 

あかちゃんと いっしょに おふろやさんに でかけま

す。」文章は最初のこの一文のみ。脱衣所で服を脱

いで、湯船に向かうおなじみの様子が絵のみで生き

生きと描かれています。大人が思わず懐かしくなる

1977年発行の絵本。 

 

『きょうのおやつは かがみのえほん』 

作： わたなべちなつ 

出版社： 福音館書店 

対象： 読んでもらうなら 5、6歳から 

    自分で読むなら 小学低学年から 

 鏡のように反射する素材で作られた絵本を開くと、

絵がまるで実際にそこにあるかのように立体的に見え

ます。読んだ後に親子でおやつが作りたくなりそうで

す。 

 

『博物館の一日』 

作・絵： いわた慎二郎 

出版社： 講談社 

対象： 5歳から 

 国立科学博物館をめぐる一日が絵本で再現されて

います。展示物だけでなく、はく製や化石のレプリカ

の作り方からレストランやお休みの日の掃除の様子な

ど博物館の裏側まで描かれています。博物館に行き

たくなる一冊。 

 

読み聞かせの会  

 まもなく夏休みです。親子で一緒に楽しめる日本の

夏を題材とした絵本を中心にご紹介します。  

 

『はなび ドーン』 

作： カズコG・ストーン  

出版社： 童心社 

対象： 0、1歳から 

 夜空に打ちあがる色鮮やかな花火の数々。ページ

をめくるのが楽しい絵本です。 

 

『しゅっぱつしんこう!』 

作： 山本忠敬  

出版社： 福音館書店 

対象： 2歳から 

 列車で田舎のおじいちゃんに会いに行きます。特

急から急行、鈍行へと列車を乗り換え、少しずつ変化

する日本の風景が心落ち着く一冊。 

 

『ばけものづかい』 

作： せなけいこ 

出版社： 童心社 

対象： 3歳から 

 ばけもののすむ家に引っ越してきたおじいさん。怖

がるかと思いきや、逆にばけものたちをこきつかいま

す。ユーモアたっぷりのおばけのお話。 

 2016年10月、主人に遅れること半年、当時2歳

10ヶ月の娘とヒューストンにやってきました。初め

て主人からヒューストン駐在の話を聞いたとき、

「仕事を続けたいから帯同はしない」と言い切っ

た私でしたが、実際に赴任して離れ離れの生活

が始まると、やっぱり家族一緒に過ごしたい、娘と

父親を離したくないと思い、仕事を辞めて帯同す

ることを決意しました。 

渡米当時、まず初めに私に課された課題はア

メリカでの免許取得と娘の幼稚園探しでした。運

転が苦手で日本ではペーパードライバーを貫い

てきたため、初めはエンジンのかけ方すらわから

ずパニックに陥り、主人に唖然とされたのを覚え

ています。しかし、アメリカの道路は広くて走りや

すく、また、主要道路が東西南北に通っていてわ

かりやすいので、思っ

ていたより早く運転に

慣れることができまし

た。そして無事、アメリ

カの免許を取得。今で

は高速道路に乗れる

ようになりました。 

次に娘の幼稚園探しです。インターネットで

近くの幼稚園を検索し見学予約の電話をするの

ですが、英語初心者のため、相手の言っている

ことがわからない、言いたいことが言えない、とも

どかしい思いを何度もしました。何とか予約をし

て数か所見学しましたが、どこの幼稚園も定員

オーバーと言われ空きを待つ日々。日本の保

育園でのお友達に会いたがる娘に早くヒュース

トンでもお友達を作らせてやりたいと焦りが募り

ました。そんな中、知合いの紹介や図書館で出

会ったお母様方が、一緒に子供同士を遊ばせ

て下さったり、励ましや

幼稚園情報をくださっ

たりと本当に助けてくだ

さいました。娘もお友達

ができてとても喜んで

い た の を 覚 え て い ま

す。 

そして2ヶ月後、初登園を迎えた日、予想通り

娘は大泣き。しばらく教室の外から様子を伺っ

ていると、泣き止みはしたものの娘の不安そうな

顔が見え、胸が痛くなりました。先生に促され、

後ろ髪をひかれる思いで家へ帰りました。しか

し、お迎えに行くと、「楽しかったー！！」とにこ

にこ顔の娘。話を聞くと、日本人のお友達が

色々とお世話をしてくれたようです。それでも最

初の一週間は毎朝号泣でしたが、翌週から次

第に泣かなくなり、予想外の早さで幼稚園に馴

染んでくれました。これで一安心と思った矢先、

幼稚園で事件発生。娘がお友達の指を噛ん

でしまいました。英語を話すお友達に言いた

いことが伝えられず、つい噛んでしまったよう

です。毎日楽しんで通っているとはいえ、娘に

も新しい環境に戸惑いや不安があり、もっとケ

アしてあげるべきだったと反省しました。 

入園して約3ヶ月、まだまだ言葉の壁はあり

ますが、英語を話すお友達や先生とも楽しくコ

ミュニケーションが取れるようになってきまし

た。今では毎朝「幼稚園に早く行きたい！」と

せがまれています。また、アメリカの学校はイ

ベントがとてもたくさんあり、力の入れようも半

端ないですよね。幼稚園でも毎月のようにパ

ジャマデーや、バレンタイン、お誕生日会とイ

ベントがあり、娘が幼稚園を大好きな理由の一

つでもあります。先日のTexan Dayではカウ

ガールになって登園しました。 

 ヒューストンにきた当時は仕事を辞めた後悔

がありましたが、素晴らしい出会いと経験に恵

まれ、今では帯同して本当によかったと思って

います。週末、家族で過ごす時の娘の楽しそ

うな顔、主人の幸せそうな顔を見ると改めて感

じます。 

 また、こちらに来てから本当にたくさんの

方々に支えていただき、感謝の気持ちでいっ

ぱいです。これからまだまだ続くヒューストン生

活、色々なことにチャレンジして家族みんなで

充実した日々を過ごしていきたいと思います。  

駐妻のヒューストン日記 

第152回  

児嶋 貴子 さん 

～夏休みにおすすめの絵本～ 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

 
＜あそぼーかい＞ 

6月、7月、8月はお休みです。 

＜読み聞かせの会＞ 

6月、7月、8月はお休みです。 

9月から再開いたします。 

 

＊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 

『こおり』 

文： 前野紀一  

絵： 斉藤俊行 

出版社： 福音館書店 

対象： 小学中学年から 

 透明な氷を作るには?色のついた氷って

できる?身近な冷凍庫の氷から地球規模の

海流まで、氷の性質をめぐる話がやさしい

タッチの絵で描かれています。北海道大学

名誉教授による科学絵本。 

 

 三水会センターには、ほかにも夏に関係

した絵本がたくさんあります。ぜひお子さん

と一緒に探してみてください。 

～トランプ大統領就任100日を控えて～ 

BUS INESS  SEM INAR  

「米国経済動向と今後の見通し｣ 

 ヒューストン日本商工会主催の本年度第二回の表記の講演会が2017年

4月19日(水)に、United Way Community Resource Center オーディトリアム

で、常任委員会後の14:00～15:30に開催されました。本稿は、１．景気の

現状、２．トランプ政権下での経済政策、３．今後の景気回復の形・米国経

済の課題、４．金融政策・長期金利の見通しの4つの観点から講演された

内容を編集部でまとめ、講師にご確認いただいたものです。  

１．景気の現状 

製造業活動について、在庫調整が一巡し、直近では景況感を示すISM指数が高

水準となっており、18に分かれる産業別活動判断でも、直近の2017年3月はほぼす

べてで前月から拡大しており、良くなっている。非製造業活動も、ISM指数がまずま

ずの水準を維持している。ただ、トランプ政権の政策に対する不透明感・不確実性

の企業コメントも散見され、非製造業では大統領選以降高まった期待感に変化して

いるのかもしれない。また、テキサス州で重要な鉱業は昨年11月から5か月連続で

拡大している。次に大企業と中小企業の景況感は、共によくなってきている。特に

中小企業では直近小幅な下落はあるが、伸びが顕著である。また、製造業の景況

感は、全米製造業協会(NAM)による四半期ビジネス見通しサーベイで1-3月期に

「ポジティブ」との回答割合が93.3%と過去最高となり明るくなっている。懸念は「医

療（保険）コストの上昇」と「適格な労働力確保」「不利な環境（税制、規制等）」など

で、トランプ政権も製造業を重視しており、対応することが見込まれる。個人消費で

は、消費者センチメントが足元は明るいが、小売売上高は直近2ヶ月減と、センチメ

ントの改善ほどに実際の経済統計で改善していない。経済の全体の動きとしてGDP

をみると、直近の昨年10-12月期実質GDPは前期比年率で2%を超え、米国としては

良好。最近の米国では1-3月期の実質GDPが季節調整の問題から低くなるケース

があり、4/28(金)に発表される実質GDPが低くても心配ないと考えている。 

景気の現状をまとめると3点あり、（1）ドル高・原油安を受けた製造業の在庫調整

が一巡し、昨年後半より米国景気は堅調である、（2）企業と家計のセンチメントは大

統領選挙以降大きく改善している、（3）1-3月期の実質GDP成長率は低めとなりそう

だが、(最近の米国でよくみられる)季節調整の歪みが影響した可能性が高く、過度

の懸念は不要と考える。 

 

２．トランプ政権下での経済政策 

（トランプ政権下でのここまでの「高官人事」や「大統領令・覚書」を振り返り、「米

国有権者との契約」の実施状況を確認。また、具体的な経済政策として「連邦財

政」、「インフラ投資の拡大」、「法人税・所得税包括的な税制改正」、「オバマケアの

廃止・置換」、「規制緩和」、「移民政策」、「貿易政策（NAFTA、中国との貿易）」の

現状と見通しに言及。） 

4点にまとめると、（１）トランプ大統領は、基本的に「有言実行」、（２）経済政策で

は貿易・移民・インフラ投資・税制改正の優先順位が高い、（３）政策実現ハードル

は“政府債務”と“党派対立”、（４）税制改正とインフラ投資は財政を大幅悪化させな

い形で実施され、来年の成長率を幾分か押し上げる見込み、である。 

また、主なものを表にまとめると次の通り。 

 

３．今後の景気回復の形・米国経済の課題 

米国経済の現状について、循環的に良くなっているだけでなく、構造的

にも景気が底堅くなっていると考えている。理由として、例えば直近1-2年

における起業の積極化、自発的離職者の割合の増加、実質家計所得(中

央値)の大幅な上昇、労働参加率の持ち直しなどが挙げられる。これらは、

金融危機の悪影響がようやく緩和し、景気回復の裾野が拡がってきたこと

を示している。これらから考えると、トランプ大統領の政策と関係なく景気は

良くなってきており、今後トランプ大統領が多少保護主義的政策をとって

も、カバーできる余地があると考えることもできる。 

米国の景気循環は、所得見通しの上昇→消費の上昇→企業収益の上

昇→所得の上昇→消費上昇の流れであり、所得期待が起点となってい

る。米国の景気循環をみる上では家計の所得期待が非常に重要だが、大

統領選以降、家計の所得期待は上振れしているように見え、5-10年と長く

見た時にトレンドとなる成長率が少し上昇するような兆しがでているとみて

いる。最近言われてきた潜在成長率が大幅に低下したというニューノーマ

ル理論は部分的にはいき過ぎていた可能性があるかもしれない。 

なお、米国経済は3つの課題（①所得格差の拡大、②基礎的支出の価

格高騰、③働き盛りの男性の中長期的な労働参加率の低下）を抱えてい

るが、トランプ政権の経済政策は米国への製造業回帰の後押しを通じて、

③の改善をもたらす可能性があると考えている。 

今後の景気回復の形・米国経済の課題のまとめとして4点、（１）今後の

景気回復は、労働投入より生産性がけん引する局面に、（２）米国経済は

中長期的に2%程度の緩やかな成長が続く

とみられるが、上方リスクにも注意は必要、

（３）ここ数年の「ニューノーマル」論はやや

行き過ぎだった可能性も、（４）トラ

ンプ政権の経済政策は、米国経

済が抱える課題についての部分

的な対処にはなり得る。 

 

４．金融政策・長期金利の見通し 

 金融政策について、FRBの利上げが今年3回程度あるとみてお

り、3月に1回実施しているので、今後、6月と9月あたりに、あと2回

ぐらいの利上げを予測している。為替についてはトランプ大統領

の主張する政策とドル高は両立しえない、矛盾すると思ってい

る。マーケットとしても政権のスタンスを反映しやすくなっており、

ドル高は難しく、どちらかというとドル安に推移するとみている。  

 

略歴：1999年三和銀行（現三菱東京UFJ銀行）入行。そ

の後、神田支店、資金部、三菱UFJ投信出向、経済調

査室（東京）を経て2014年11月より現職。  

三菱東京UFJ銀行 経済調査室 

NY駐在チーフ米国エコノミスト 

栗原浩史（くりはら・ひろし）氏 

 講 師 
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Gulf    Stream 3 Gulf    Stream 

数値）を比べますと、日本の64％という成績に比べ、アメリカは29％という

ずっと低い数値になっております。ただ、こういった純粋な数値を比較す

るには注意が必要です。日本では普及している胃癌検診によって約6割

の患者は早期胃癌にて見つかります（早期胃がんの5年生存率は90％以

上です）。一方で、胃癌の少ないアメリカでは（発生率は日本の5分の1で

す）胃癌検診はありません。従って、ほぼすべての胃癌は比較的進行した

状態で発見されるため、全体の5年生存率は日本のそれよりも相当低い

数値となるのです。ちなみに、最近報告いたしましたMDアンダーソンの

手術成績は、5年生存率が約70％とアメリカの報告の中ではとても高い数

値となっております（ただ、術前療法の間に腫瘍が進行し手術できない状

態になってしまった患者はこの計算の中に入っていないので、こちらの数

値の解釈にも同様の注意が必要です）。さらには、日本で見つかる胃癌

と、アメリカで見つかる胃癌では、おそらく腫瘍としての悪性度が違うだろう

というのが通説です。先述のとおり、発生率が全く違う（胃癌は日本では最

も頻度の高い癌ですが、アメリカでは癌の中で16番目の発生率となってい

ます）その背景には、おそらく異なる発生経路が考えられており、いわゆる

タバコやピロリ菌を原因として発生する日本の胃癌は、特に原因のないと

ころから発生するアメリカの胃癌と比べて悪性度が比較的低いと言われて

います。このようなことを考察しますと、日米の数値の比較は（さらに言え

ば、違う病院の治療成績の比較は）あまり意味のないものであることがわ

かっていただけましたでしょうか。いい成績を報告している病院は、もしか

したらただ状態の良い（あるいは早期の腫瘍の）患者を多く治療している

だけ、ということかも知れないのです。 

 では、同じ悪性度の胃癌に対してどの治療方針がより優れているかはど

うしたらわかるのでしょうか。それには前向きランダム化臨床試験が最も効

果的だと考えられています。ある一定の条件を満たした患者を、コン

ピューターのプログラムにて無作為（ランダム）に2グループに振り分けて、

場合によっては患者や医者すらもどちらの治療を受けているかわからない

ようにして（盲目、もしくはブラインド）、2通りの治療をグループごとに行

い、治療成績を比較するというものです。欧米で胃癌に対して術前化学

療法が推奨されるのは、ヨーロッパで行われた前向きランダム化試験の結

果、5年生存率が手術単独よりも10％以上上回ったというエビデンス 

(MAGIC trial) に影響されています。現在はどのような術前療法がいいか

（放射線も組み合わせた方がいいのか化学療法だけでいいのか）同様の

臨床試験が欧米で行われています。ただ、そういった欧米での研究結果

が、日本の患者にもそのまま適応していいのかはまた議論の余地があると

ころで、日本ではまだ術前化学療法が標準治療となる様子はありません。

同様の臨床試験が日本で行われるまでもまだ時間がかかるでしょう。日本

人の胃癌には化学療法は効かない、という意見をおっしゃる方もいらっ

しゃるかも知れませんが、そんなことはありません。MDアンダーソンの

データを解析いたしますと、アジア人は特に術前療法の効果が高いという

結果が得られました。このような研究をしておりますと、僕自身も最初は術

前化学療法に対して懐疑的でありましたが、最近はその治療効果に信頼

を寄せるようになりました。個人的な意見といたしましては、もし日本人が

駐在中あるいは移住後に胃癌の診断を受けたとき、わざわざ日本に帰っ

て治療する必要もなければ、逆に無理してアメリカに残って治療を受ける

必要もないのではないのではと思っております。それよりも、信頼できる病

院と医者を見つけ、治療方針に納得し、社会的・経済的に負担のかから

ない方法で治療を受けられることの方が大切だと思います。 

第151回 
 

              胃癌、日米の違い   

  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。 

 前回の田中竜馬先生から腫瘍外科ご専門の生駒成彦先生にバトンが移りました。  

 もうヒューストンに来て6年が経とうとしておりますが、いよいよ待ちに待ったガ

ルフストリームの執筆が回ってまいりました。僕は、慶應義塾大学外科学教室

にて卒後4年間の外科研修を終えた後、University of Texas Health Science 

CenterにてGeneral Surgeryの研修医を修了し、現在はMDアンダーソンがんセ

ンターにて腫瘍外科のトレーニングをしております。日米両国で外科のトレーニ

ングを行いますと、日々様々な事象において日米の違いに遭遇します（そもそ

も僕が研修しております腫瘍外科 [Surgical Oncology] という専門分野の区分

けは日本にはありません）。すべてのことがあまりにも違うので驚きの連続です

が、その中でも胃癌とその治療においては日米の違いが最も顕著な医学分野

であると言えるでしょう。 

 胃癌治療の歴史は1881年にBillrothというオーストリアの外科医が最初に胃

切除を成功させたところに遡ります。その弟子のMikuliczという外科医から学ん

だMayoがその術式をアメリカに持ち帰り、同様に三宅速が日本に持ち帰った

経緯があり、日米の胃癌手術のルーツには共通の部分があるのですが、その

後の発展には大きな違いが生まれました。日本では、伝統を重んじる外科医た

ちがリンパ節郭清などの技の研鑽を極めたことで、素晴らしい治療成績を報告

してきました。現在の日本における胃癌治療はまず手術、そして腫瘍の進行度

によって術後の化学療法を組み合わせるという治療が標準です。一方でアメリ

カでは、Multimodality therapyと呼ばれる、手術や化学療法、および放射線治

療を組み合わせる治療が胃癌に限らず発達し、世界に向けてエビデンス（臨床

研究の結果）を発信してきました。MDアンダーソンではアメリカ国内で非常に

まれな早期がんを除き、まず術前放射線化学療法を行い、そのあとに手術で

胃癌を切除する、というのが基本的な治療方針です。MDアンダーソンの術前

療法は特にintensiveなので、診断から手術まで実に半年近くの治療を行うこと

になります。これにはとても驚きました。 

 それではもし、我々のような日本人（移住1st generationもしくは駐在の方々）が

胃癌と診断されたとき、どちらの国で治療を行えばいいのでしょうか。これはとて

も難しい問題ですので結論は出せませんが、少しデータを見てまいりましょう。

まず、日米のnational databaseからの報告より、胃癌患者全体の5年生存率（胃

癌と診断されてから5年経過したときにどれくらいの患者が生存しているかという

 次回は消化器外科がご専門の井上彬先生が担当です。井上

先生はMDアンダーソンで基礎研究をなさっています。消化器外

科医の集まりでお知り合いになりました。大変人当たりの良い先

生で、今回の執筆も快く引き受けて下さいました。  

MDアンダーソンがんセンター 腫瘍外科フェロー 生駒成彦   

 ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。  

 NYK Energy Transport (USA) Inc.は日本郵船株式会社エネルギー輸送

本部の業容拡大を図る目的で、2016年に一人駐在を発展的に拡大させる

形で設立されました。LNG、LPG、原油タンカー、石油製品タンカー、海洋

事業の北、中南米における事業開拓に努めるとともに、油価、シェールガス

の動向、米国のエネルギー事情など国際的なエネルギーの海上輸送に影

NYK Energy Transport (USA) Inc.  

  小沼 可幸 さん 

響を与える事象の情報収集を行っています。4月には船長も着任し、日本

郵船運航のエネルギー関係船の米州水域での安全運航の確保にも資す

る 体 制 を 取 っ て い ま す。プ ラ ン ト、重 量 物 輸 送 を 行 うNYK Bulkship 

(Atlantic)社も同じオフィスで事業活動を行っています。 

 

２．ヒューストン／テキサス州の印象についてお聞かせください。 

 東京のLNGグループ、海洋事業グループ時代も何回か出張で来ていま

したが、暮らしてみると見えることも変化してきます。 

気候 ： 暑くて湿度が高いイメージはありましたが、雷雨、強風、日差しの

強さ等々、気象とその変化の激しさが印象的です。まだ出張ベースでした

が、昨年4月の洪水も体験、とんでもない目に遭いました。 

道路 ： 何車線もあるのに車1台1台が大きいせいか車線の幅が狭いの

か、運転していて隣の車が妙に近く感じます。舗装状態が悪く車の乗り心

地があまりよくありませんよね。Londonもひどかったですがその上を行って

います。最初に運転した日にI-45を走っていたら大きなスコップが飛んでき

てびっくりしました。 

街のサイズと雰囲気 ： 街のサイズが東京やNYと違いコンパクトで暮らし

やすい感じがします。雰囲気ものどかでおおらかな人が多い気がします。 

   

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。 

 もともとアウトドアが好きでしたが、年齢を経るにつれ山を歩くのが好きに

なりLondon時代はヨーロッパアルプスでハイキング、日本では八ヶ岳や丹

沢、奥多摩を歩いていました。ところが10年ぶりの海外赴任はHouston。360

度見渡す限りの地平線で、これはこれで日本人にはなかなか貴重な風景

ではありますが、山好きとしてはちょっと途方に暮れています。London、

Dubaiの7年半で体重が12kg増えた過去があるので、ジムやゴルフで体重

増加と体力低下を少しでも食い止めるべくあがいています。  

ヒューストン日本語補習校 

好天に恵まれた4月8日、平成29年度ヒューストン日本語補習校の入園入学式

が執り行われました。日本では国の花、桜の季節ですが、ヒューストンでも州の花

であるブルーボネットが最盛期を迎え、チャペル・ヒルで開催されるブルーボネッ

ト・フェスティバル当日の入園入学式となりました。 

年々生徒数が増加している補習校ですが、この日、幼稚園部73名、小学部65

名、中学部39名、高等部11名の新入生を迎え、生徒数は562名となりました。これ

は、昨年の年度当初と比較して68名の増加となります。 

式典は、中学部・高等部入学式、幼稚園部・小学部入園入学式の二部構成で

挙行され、新入生・保護者のほか、来賓に岩崎竜司在ヒューストン日本国総領事

館首席領事、薙野太一ヒューストン日本商工会会長、増田徹教育委員長をはじめ

とした補習校運営委員の諸氏、PTA役員が出席されました。 

中学部・高等部の入学式では、立野誠之校長から式辞として「入学は新たなス

テージです。夢や希望、自分のやりたいことを大切にしてください。そして、自分な

りに夢や希望を叶えるために具体的な道標を設定して努力をしてください。補習

校での中学生活、高校生活は最高でも三年間です。振り返って『ヒューストン日本

語補習校に通って良かった。』と言えるように頑張ってください。」との励ましの言葉

がありました。 

続いて、岩崎首席領事からは「日本では桜、ヒューストンではブルーボネットの

季節です。日米それぞれの花で季節を感じられるということで、外国で暮らしてい

ることを再認識できます。平日に現地校に通い、土曜日に補習校に通うということ

は大変なことです。しかし、忙しい一方で、皆さんが素晴らしい経験をしていると言え

ます。外国と日本を比較し見極めることは、とても大切なことです。この機会を是非生

かしてください。また、ヒューストンの日本人人口は昨年300人増え、4,300人となりまし

た。ヒューストンはビジネスフレンドリーで住みやすい証拠とも言えます。将来皆さん

がヒューストンの名前を聞くことや、戻って来る機会も増えていくでしょう。ここで、楽し

い思い出をたくさん作ってください。」とのご挨拶を頂きました。 

続いて新入生代表の中学部曽根崎巧真君、

片山結さん、高等部マッコゥリー慧莉香さんが新

入生の言葉として、先生方・ご両親・関係者への

謝意、進学に当たっての決意を述べました。そ

れぞれ発言のなかには、「日米を比較できる機

会を生かしたい。」「現地校の学年は変わらない

が、補習校の年度の変わり目を意識してスター

トを切ろう。」「友達の転出という別れもたくさんあ

るだろう。そんな中でも新たな出会いも楽しみにしている。」といった補習校の生徒な

らではの思いも伝えられました。 

続いて幼稚園部・小学部入園入学式が挙行されました。前半の中学部高等部の

時とは打って変わって、入園・入学児童が会場のオーディトリウムの約半分を埋める

賑やかな雰囲気での開催となりました。立野校長からの入園児に対する「たくさん友

達を作って遊んでください。遊びは勉強の缶詰です。いろいろなことに取り組んでく

ださい。」という挨拶の一つ一つに園児からの「はい」という返事が会場にこだましまし

た。小学生に対しては、「担任の先生を好きになること。友達をたくさん作ること。勉強

を頑張ること。」とのお話がありました。 

また、岩崎首席領事のご挨拶の冒頭での問いかけでは

「桜を見たことのある人」に手を挙げた子供たちより、「ブ

ルーボネットを見たことのある人」との問いに手を挙げた子

供たちの方が大勢いました。物心がつく前に祖国を離れた

子供たちが多いということでしょうか。この子たちを代表し、1

年生の須加原悠希君と重松航君が「友だちをたくさん作

る。」「ひらがな、カタカナ、漢字、計算を勉強する。」と力強

く宣言してくれました。 

入学入園式前に廊下で整然と並んで待つ新入園児、新入学児の姿、壇上でしっ

かりと自分の考えを発表する姿は、日本から遠く離れても日本の学校と変わらぬ風景

であり、参列した保護者の方々の感激もひとしおといった雰囲気も伝わってきました。

現地校ではこういった節目の体験ができません。本日、入学入園された皆さんは、こ

の日本語補習校で勉強だけでなく、日本の文化・風習といった日本人らしさも身につ

けていかれるでしょう。                          （補習校運営委員） 

左から3番目が小沼さん 
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■May 22 〜28 Dean & Deluca Invitational @ Coronial Country Club

(3735 Country Club Cir, Fort Worth, TX 76109) 

今年で71周年を迎える、テキサス州フォートワースで開催のPGAツ

アー大会。昨年地元テキサスで悲願の初勝利を遂げたジョーダン・

スピースも参加。チケット：$50〜  
www.deananddelucainvitational.com 
 

■May 25 〜June 4 The TEMPEST by Houston Ballet @ Wortham 

Theater Centre  
(501 Texas Ave, Houston, TX 77002) 

シェイクスピアが単独で書いた最後の作品「テンペスト」を、シェイク

スピア没後400年を記念し、英国人振付家・デビット ビントレーが幻想的

な世界に仕上げたバレエ作品。チケット：$25〜  
www.houstonballet.org/seasontickets/pdps/2016-20171/tempest 
 
■June 3 AIA Sandcastle Competition @ East Beach in Galveston 
(1923 Boddeker,Gaoveston,TX77550) 

恒例のサンドキャッスルコンペティション。今年は才能ある60組が参加予

定で、主催者だけでなく、観客も好きなサンドアートの作品に投票するこ

とができる。入場料：無料 
https://aiahouston.org/v/site-home/AIA-Sandcastle/3m 

日   時： 平成29年4月19日（水）13：00～13:45  

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

出席者:  名誉会長、名誉会員1名、常任委員38名、代理3名、正会員4名、 

     事務局長 

欠席者:  常任委員76名（うち会長委任36名、代理委任3、無回答37名） 

司   会:  木村健洋 幹事 

 

１．商工会会長連絡 （薙野太一 会長） 

年度の折り返しを迎えたので、これまでの活動を簡単に振り返らせて頂く。 

①商工会50周年記念関連に関し、前回の理事委員会にてご承認頂き実行委員会

を設立した。髙杉第一副会長に委員長を、そして8名の方に委員をお受け頂き、イ

ベント開催を主とする準備はこの委員会を主体として進めて頂く。尚、イベント予算 

は常任委員会にてご承認頂く手続きも適宜進めたく、よろしくお願い申し上げる。 

②補習校運営については、去る3月、4月には補習校の卒園･卒業式と入園･入学

式が実施された。生徒数は、昨年教員不足で幼稚園クラス数を限定せざるを得な

かった状況が解消されたことが主要因となり、昨年度より約50名増加した。昨年度

から改訂された校舎賃料の大幅値上げ、また慢性的な教職員不足への対策につ

いて、増田委員長をはじめとする教育委員会で主体となって進めて頂いている状 

況である。 

③トランプ新政権が本邦企業の商内に与える影響が大きな関心事であることから、

それを意識して此れまで複数回の講演テーマ設定を進めて頂いた。別途黒川委

員長よりご案内頂くが、本日の講演会も企画・調査委員会で立案頂き、80名のお 

申込み希望と盛況を頂いている。 

④4月16日には、総領事杯ソフトボール大会が開催された。熱戦の結果、JAXAダ

イナボアーズ優勝の結果で幕を閉じたが、ご家族も沢山応援に駆け付けるなど大

変良い懇親の場となったと思料する。また、日頃よりの活動として、 ガルフストリー

ム編集や、生活情報委員会主催の各種定期イベント、テキサス会ゴルフコンペ、

宇宙セミナー、安全情報発信、ハーマンパーク日本庭園 との連携をはじめとする 

他団体交流に関して適宜ご案内の通りである。 

⑤今後も、ジャパンフェスティバル、ピクニック、と大きなイベントが続き、更に50周

年の記念イベントが秋口に開催で検討されている。会員の皆様には、ぜひこれら

のイベントに参加頂き良い懇親の場としてご活用頂ければと願うと共に、ボランティ 

アへの積極的なご参加もよろしくお願い申し上げる。 

２．総領事館連絡 （天野哲郎 総領事） 

①今年1月20日の新政権発足3ヶ月後ほどの間に、トランプ大統領は歴代の大統

領とは比べものにならないほど多くの話題を提供してきた。一方、麻生太郎副総理

兼財務相は、4月18日のペンス米副大統領との日米経済対話の初会合を終え、今

後の日米経済対話を貿易・投資ルールなど3本の柱で進めるとの考えを示した。

最終的にどういう形に落ち着くことになるのか具体的なポイントを見極め、日米両

国にとってWin-Winの状況になるよう願いつつ、当地の日系ビジネス発展のため 

に尽力してまいりたい。 

②アボット州知事と会談する機会が数回あり、日本に対し高い関心と評価を示して

いることを確認できた。このような前向きな傾向が長く続き、日系企業が当地にお

いて少しでもビジネスがしやすくなるよう、今後も総領事館から州政府への働きか 

けを行い貢献していきたい。 

③治安に関しては、テキサス州は目立つインフラが多いことにより、テロの対象とな

る潜在的な可能性が否定できないことから、総領事館もこのような状況を踏まえて

高い意識をもって情報収集に当たる所存である。会員の皆様におかれては、付近

で怪しい者を見かけるなどされた場合には、遠慮なく情報を共有していただきた 

い。 

④ジャパンフェスティバル（5/6&5/7）が開催される週はJapan Week と称し、5月2日

の日本庭園開園25周年記念式典においてはターナー市長と共に同イベントのホ

スト役を務めさせていただく予定である。皆様にはぜひ同週に予定されている各 

種イベントにご参加の上、ご支援いただきたい。 

３．商工会50周年記念関連報告 （髙杉 禎 実行委員長） 

4月10日に第一回実行委員会が開催され、当会の3つの設立目的に沿ったイベン

トを検討した結果、11月頃を目途にレセプションとコンサートを開催する方向で企

画を進めている。このほか既存の大型イベントに「創立50周年記念」の冠をつけて

記念賞を設けたり、当地における商工会のプレゼンスを高めるために他団体主催

のイベントにおいて活動紹介を行うなどのバナー展開も予定している。今後、2~3

週間ごとに実行委員会を開催する予定で、内容の詳細が決定次第、随時ご報告

させていただく。このようなイベント開催には皆様のご協力が不可欠となるため、ご 

支援をお願い申し上げる。 

４ . 会計幹事報告 （峯山裕二 会計幹事） 

＊50周年記念イベント予算について 【追認事項】   

今秋に開催予定の同記念イベントにつき、現在、会場や出演者につき交渉中

のため具体的な予算は未確定となっているが、3月の理事委員会において、レ

セプション関連費として59,500ドル、バナー展開関連費として5,500ドル、全体予

算計65,000ドルの支出を許容することを決議した。また、本会では当該理事委

員会の承認が過半数の票をもって追認された。尚、本イベントは、当期と来期に

またがっての開催となるため、内容の詳細が決定したところで予算の修正を行 

い、次回の常任委員会にて報告することとする。 

５．他団体関連報告 （加藤眞人 他団体対応・日本庭園担当特命理事） 

＊Hermann Parkならびに日本庭園について 

①開園25周年記念事業として行われていた枯山水等の改修工事は無事終了

し、記念式典が5月2日に予定されている。本記念事業に向けての募金は、4月

28日に開催予定のHermann Park Conservancy (HPC) のGalaにおける募金活

動の状況を踏まえて、目標額の200万ドルに達成できるという報告をHPCより受

けており、寄付にご協力いただいた皆様にはこの場をお借りして御礼申し上げ 

る。 

②2月15日から3月5日まで、例年のように日本から庭師一行が招聘され、日本

庭園の整備を念入りに行い作業を無事完了した。また、4月22日に毎年2回開

催されているボランティアによる日本庭園の清掃活動を行う予定で、すでに事

務局を通してボランティア募集のご案内メールを配信したので、ぜひご協力い 

ただきたい。 

③現在、Japan Weekに開催される行事として、HPC Gala (4/28)、記念式典レセ

プション・リボンカット(5/2)、生け花インターナショナルによる展示会(5/7)が予定 

されている。 

６．ジャパンフェスティバル関連報告 （舘野邦彦 正会員） 

5月6日と7日に開催予定の同フェスティバルで当会が担当する「キッズ縁日」の

準備は順調に進んでいる。ボランティアの募集を先週締め切ったところ、延べ

120名の皆様にご応募いただいた。今後は、幹事会社のボランティアも含め合

計160 名のボランティアのシフト表を作成し、ご確認いただく予定である。当会

会員により拠出された寄付額は、現時点で計37,700ドルとなっており、さらにあと

3社からのお申し出もあり、同フェスティバルの約半分強にあたる額となってい

る。尚、Japan Festival of Houston, Inc.の代表者は、Justin Cooper氏からGlen 

Gondo氏に変更となった。 

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）  

＊「米国経済の現状と今後の見通し～トランプ大統領就任100日を控えて」講

演会の開催案内  

本日、常任委員会後午後2時より同会場にて講演会を開催するにあたり、すで

に80名の皆様にお申し込みいただいている。講師には栗原浩史氏（東京三菱

UFJ銀行経済調査室ニューヨーク駐在チーフ米国エコノミスト）をお迎えし、米

国経済の足元の状況とトランプ新政権下での経済政策の見通しについてお話

しいただくので、お申し込みをされていない皆様もぜひご参加いただきたい。ま

た今後、8月の定例講演会に向けての企画を進めるにあたり、皆様に役に立つ 

テーマをぜひご提案いただきたい。 

②スポーツ委員会 

＊第557回テキサス会ゴルフ「総領事杯」開催案内 

（水野幹太 正会員：幸田孝夫 鉄鋼部会長代理） 

5月21日（日）、Southwyck Golf Clubにて天野総領事をお迎えし、「商工会創立

50周年記念」の冠をつけて同ゴルフコンペを開催する。ご案内はすでに事務局

を通して配信され、現在30名の参加申し込みと7社からの寄付を頂いている。会

員各位には引き続き参加のお申し込みをお願い申し上げると共に、賞品の寄 

付にもぜひご協力いただきたい。 

③文化委員会 （木村健洋 幹事： 山下俊二郎 副会長兼文化委員長代理） 

＊2017年商工会・日本人会共催ピクニック関連報告  

5月28日（日）に毎年恒例のピクニックをJones Creek Ranchにて開催するにあた

り、幹事会社を中心に鋭意準備を進めている。開催案内はすでに事務局を通し

て配信されており、皆様にはぜひご参加いただき、これまで通りバーベキューや

アクティビティ等を通じて懇親を深めていただきたい。また、ラッフル賞品の寄付

へのご協力もあわせてお願い申し上げる。これまで長年にわたってピクニックを

盛り上げていただいているUA航空様に加えて、昨年からもANA様から日本へ 

の往復チケットをご提供いただいており、この場を借りて御礼申し上げる。 

８．事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

＊会員消息 

本日現在の会員数は、名誉会員9名、 正個人会員700名（正団体会員数 114

社）、準会員数40名で、 総会員数は749名となっている。詳細は別添会員消息

を参照。          

■June 4 Fun Fest Run by the Bay 2017 @ Rainbow Park 
(900 Bay St.Texas City TX77890)  

好みのスーパーヒーローコスチュームを着て参加するファンラン！レース

は5K、10K、キッズ1Kがあり。家族で楽しさと感動を味わえるイベント。参

加費： $30(大人) $15（子供） 
www.athlinks.com/event/fun-fest-run-by-the-bay-2017-14880 
 
■June 17 Dad’s Day 5K @ Downtown Houston 
 (550 Prairie St. Houston, TX77002) 

父の日の5Kラン＆ウォークイベント。家族で気軽に参加できる3Kファミ

リーウォークや、12歳以下の子供を対象とした1Kレースもあり。キッズは

ゴールするとメダルがもらえる！フェイスペイントやウォーターミスト、音楽

などキッズが喜ぶアクティビティも満載。参加費：$25（大人） $20（子供）

$10（1Kラン） 
http://dadsday5k.org 
 

■June 27〜July 23 Disney’s  The Lion King @ The Hobby Centre 

(800 Bagby St. Houston TX77002) 

1998年NYで開幕以来空前のブームを巻き起こし、トニー賞やグラミー賞

ほか数々の賞を受賞した「ライオンキング」。太陽煌めくアフリカの大地を

舞台にした壮大なブロードウェイミュージカル！チケット：$44.50〜 
http://www.thehobbycenter.org/?q=node/1697 

 去る4月23日、フォートベンドミュージックセンターに於いて日本人会主催、ANA協賛に依る落語公演が開催されました。

今回は故立川談志師匠の初孫弟子となる真打ち、立川こしら師匠をお迎えしました。拠点である東京では既に熱心なファ

ンを持ち、情報媒体では“異端児”と紹介される事が多い師匠ですが、伝統芸能としての落語界のフォーマットに従い、真

打ちとしての承認を受けた、21年の経歴をもつ“古典落語家”です。その上で落語だけに執着せずに面白いと感じた事をと

にかく何でもやってみるというフットワークの軽い生き方が、落語界や古典落語の時代錯誤な内容を俯瞰的に見られる事に

繋がり、また、今の時代と古典落語の世界との間に生じる違和感とのギャップをうまく埋めて、その場の観客と感覚や体験を

共有する事が出来るのだと思います。落語の教科書というものがあるならばそこに載っていそうな従来の落語家のイメージ

からは異端と見られる事はあっても“今、目の前にいる観客を楽しませる”事は異端でも異色でもありません。ヒューストンに

到着された時に、荷物はバックパック一つだけ、手ぶらでターミナルから出て来られた師匠は他の到着客に比べて異彩を 

放つ旅行者ではありましたが。 

 今回の公演でも、落語の本編に入る前に行う“マクラ”で、ヒューストンに来てからの体験談などその場に応じた話題で観

客を笑わせ、本題の落語で笑わせ、“中入り”と呼ばれるインターミッションで当日お越し頂いた天野総領事からのご挨拶を

お願いしたところ、落語好きを公言されている総領事と師匠との掛け合いがまるで打ち合わせをしたかのようにぴったりと息 

が合っていて、会場を沸かせました。 

 パフォーミングアートはライブで体験するのが一番良いのは落語も同じです。CDやDVDはあくまでも記憶の確認です。演

者と観客がその場、その時に作り出す空気を共有する贅沢さや素晴らしさをシンフォニーやオペラと同じように、できれば子

供の頃から体験して欲しいと思います。今回の公演中に師匠が“最近はバーチャルリアリティなんていう言葉を使うけれど、

昔から落語はバーチャルリアリティそのものだった。”という話をされました。昔の庶民は想像力を刺激する知的な娯楽を楽

しんでいたのです。今は簡単にネット上で落語を見る事が出来ますが、 是非ライブで落語をご覧になってください。 もちろ

ん情報がすぐ探せるのもネットです、 落語家も落語も多種多様、名人上手から若手のホープ、ご自分のお好きな噺家が

きっと見つかります。「落語、、、“笑点”での歌丸と小円遊の罵倒合戦、あさげ・ゆうげのCMの柳家小さん師匠」という方こそ 

日本でお時間があれば一度“平成の落語ブーム”と言われる現在の落語を体験してみてください。 

 今回初めて訪れるというアメリカ、たまたま縁があったヒューストンで、ゲームマニアでイングレスプレイヤーでもある師匠の

ポケモンGOのケンタウロスを捕獲するという目的は達成されませんでしたが、その代わりに、初めて落語を体験した観客に 

落語の面白さをしっかりと届け、確実に新規の落語ファンを獲得していってくださいました。 

(文責：グレーターヒューストン日本人会 山口貴子)  
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７...ソフトボール大会 

８...帰省のお土産・課外活動 

９...駐妻日記・ピーカンキッズ 

４...ビジネスセミナー 

５...第２回ガルフ川柳結果発表 

６...ソフトボール大会  

１...ソフトボール大会結果 

２...商工会常任委員会議事録 

３...入園入学式・会社紹介 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編 集 後 記 

 ヒューストンで一番気候がよいともいわれる季節、商工会もイ

ベント盛りだくさんの季節です。 

 さて、今号のガルフストリームは、「ソフトボール大会トーナメン

ト結果」を一面に、「商工会議事録」、「補習校入園・入学式」、

「会社紹介」、「講演会：米国経済動向と今後の見通し」、3月末

で締め切りとなっていた「第二回ガルフ川柳の結果発表」、「ソフ

トボール大会の上位チームコメントなど」、「ヒューストンのお土

産」、「課外活動（インドアサッカー）」、「駐妻日記」、「ピーカン

キッズ」、「テキサスメディカル」、「落語」、「Houston Walker」、

「ヒューストン知っとん」、さらに告知が2件「ピクニック」「テキサス

会」と「図書館棚卸休館のお知らせ」になります。また、今回の

「会員消息」は別添となっています。 

 心配された天候にも恵まれて4月16日、無事にソフトボール大

会が開催され、今号は計3ページで結果をご紹介しています。

商工会議事録にある通り、今年は商工会50周年記念関連に関

し実行委員会も立上り、各種イベントでも「創立50周年記念」の

冠をつけて記念賞を設けることなども計画されているとのことで

す。今号発行の頃には「ジャパンフェスティバル」なども実施さ

れた後かと思いますが、5月21日の「テキサス会」、28日の「ピク

ニック」などのイベントもあります。ガルフストリームでは、次号以

降で、それらの様子を順次ご紹介していく予定です。また、まだ

参加したことがなくイベントのイメージがわかない方も、商工会の

HP(www.jbahouston.org)から「ガルフストリーム」のバックナン

バーにアクセスできますので、過去の記事を参考にしていただ

ければ幸いです。今号も、「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） 
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１０...テキサスメディカル最前線 

１１...落語・Houston Walker 

１２...知っとん・各種告知・編集後記 

 今年も、Jones Creek Ranch Parkでピクニックが開催されます。  

 会場にはバレーボールやバスケットボールコートがあり、大人も子供も楽しめる各種ア

クティビティをご用意しております。さらに、ゲームコーナーやサックレースなどのアトラク

ションや豪華景品が当たるラッフル抽選会もご用意する予定です。また、パビリオンや木

陰でピクニックテーブルを囲んでのBBQをゆっくり楽しんでいただけます。 
 

開催月日：2017年5月28日（日）＜雨天決行＞  

開催場所：Jones Creek Ranch Park （7714 FM 359 Richmond, TX 77406-7724）  

第557回日本商工会・日本人会共催テキサス会ゴルフコンペ 

「総領事杯」開催のご案内 

 第557回テキサス会「総領事杯」を下記日程にて開催致しますので、皆様奮ってご参加

頂けます様お願い申し上げます。 
  
 参加資格は商工会、日本人会会員に限らず、日本人コミュニティー関係者の方はどな

たでもご参加頂けますので、ご家族、ご友人、知人、出張者等ゴルフをなさる方の幅広い

ご参加をお待ちしております。 尚、皆様からのご寄付、賞品のご提供も宜しくお願い申し

上げます。  
 

開催日時 ： 2017年5月21日（日）午前8時00分 ショットガンスタート＜小雨決行＞  

開催場所 ： Southwyck Golf Club（2901 Clubhouse Dr, Pearland TX 77584  

 http://southwyckgc.com/）  

お問い合わせ先・お申込み先 ： 森 mori@jfeshoji.com   

商工会・日本人会共催ピクニック 

5/28 
(Sun) 

5/21 
(Sun) 

創立50周年記念 

創立50周年記念 

三水会センター図書館では、30,000冊を超える蔵書の整理のため、下記日程で棚卸作業を行います。 

棚卸期間： 2017年6月6日（火）～6月16日（金） 
※棚卸期間中は開館していますが、返却のみ受け付けます。（閲覧・貸出は休止） なお、商工会・補

習校事務局は棚卸期間中も通常どおり業務を行います。 

図書棚卸作業のお知らせ  

 

   【最終順位】 

優勝：JAXAダイナボアーズ 

２位：コメッツ 

３位：住友ダッシュ 

■予選リーグ結果一覧 

今年の商工会ソフトボールは、4月16日（日）にSportsplexで青空の下、開催されました。 

準決勝でサヨナラ勝ちしたJAXAダイナボアーズが、そのままの勢いに乗って見事に優勝を飾りました! 

50周年記念賞として賞金の100ドルのギフト券が薙野会長より優勝チームに授与されました。 

優勝したJAXAダイナボアーズ並びに準優勝コメッツ、三位住友ダッシュのレポートもご覧ください。 

Final 
6-11 

Semi Final A 
16-7 

Semi Final B 
4-5 
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