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北米三菱商事会社 髙杉 禎  

 6月の薙野会長ご帰任の後を受け、10月からの今期も

ヒューストン日本商工会会長を務めさせていただく北米

三菱商事の髙杉です。皆様引き続きよろしくお願い致し

ます。 

 8月末に襲来したハリケーンHarveyで被災された会

員、ご家族の皆様に改めてお見舞い申し上げます。被

災された皆様の心痛はいかばかりかとお察し申し上げま

す。  

 商工会と致しましては、既に常任委員経由の皆様の被

災状況をお聴きし、対策マニュアルの一部改訂や周知

徹底策を講じることにより、将来に資する対応を検討し

ているところです。 

Harveyは1000年ぶりとも言われる凄まじい洪水被害をもたらしました。被災者の生活やインフ

ラの完全復興には時間と莫大な費用を要するものと言われています。一方で、市民の旺盛なボ

ランティア精神や経済活動の早期再開など、図らずもヒューストン市民の気質と底力を再認識し

た機会となりました。 

さて、既に前号やメール等でもご案内の通り、今

年は当商工会創設50周年となります。先月末現在

で加盟企業115社、総会員数790名と過去数年連続

で急拡大を遂げています。日本語補習校生徒総数

も約570名、4年前の1.5倍にも増加しています。かか

る状況下、商工会の果たす役割は年々増大してお

りますが、商工会理事委員をはじめ、常任委員、会

員各位のご理解と多大なるご協力に改めて感謝申

し上げる次第です。 

ヒューストンは油価低迷続くなかでも、オイル&ガ

ス、ヘルスケア、製造業、不動産、サービス産業等、

多様な分野での経済発展と人口増加が今後も期待

されています。加盟各社並びに会員の皆様にとって

も当地での更なるご発展に邁進されているものと推

察致します。 

この50周年を機に、商工会として経済活動促進、

企業・ご家族の相互援助・親交等と共に、従来以上

にヒューストン地域への貢献や他団体との交流促進

を通じ、日本のプレゼンス向上にも努力していけれ

ばと願っております。 

引き続き皆様のご支援をお願い申し上げます。 

 去る9月10日に第558回テキサス会ユナイテッド杯商工会50周年記念大会が開催されました。ハリケーン・ハービーが

ヒューストンに深く爪痕を残した直後で、開催すべきかどうか、それ以前に開催できるのかどうかも危うい状態でしたが、ゴ

ルフ場より大会1週間前になって営業再開の連絡が入り、それでは参加できる人だけででも予定通り実施しようと判断。

キャンセルが多く出てもやむなしと思っていた所、土壇場で参加申し込みをされた方もいらっしゃって、56名での実施となり

ました。 

 当日は秋晴れで最高のゴルフ日和。スタート時には肌寒さを感じたほど。すっかり秋めいて、ヒューストンの真夏のゴルフ

を懐かしく感じるほどでした。コースには、ウォーターハザードを越えなくては先に進めない所が何箇所かあり、ボールを何

個かなくされた方も多々おられた様子でした。 

 結果はKaneka North Americaの渡邊さんがグロス95、ネット72.2で総合優勝、男性優勝。ユナイテッド航空の日本行き往

復航空券及び商工会50周年記念賞をゲットされました。また、Torayの立石さんがグロス118、ネット82、初参加で女性優勝を飾りました。そして前大会

に引き続き、Yamato Transport USAの牧山さんがグロス76でベスグロを獲得されました。 

 更に、ハリケーンで被災された方たちをどうにか支援できないかとユナイテッド航空の赤松さんの思案もあり、特賞のビジネスクラスへのスタンドバイ・

アップグレード券（ペアで）を筆頭に、高額賞品が当たるラッフル抽選会を開催する事ができました。特賞のアップグレード券は、Japan Machine Tools

の山地さんが見事射止められました。 

 ラッフルチケットの販売総額は$1,160に上り、The United Way Relief Fund及びGreater Houston Community Foundation Hurricane Harvey Relief 

Fundの2団体に、第558回テキサス会プレーヤー一同として$580ずつの寄付をさせて頂く事ができました。 

 今回も会員企業や日本人会、レストランの皆様から沢山のご寄付を頂き、大会を盛況に行う事ができました。ここに皆様に厚く御礼を申し上げます。 

 また、今回はハリケーンの影響で

幹事一同も準備時間が取れず、

ぶっつけ本番になってしまい不手際

が目立ってしまった事をお詫びいた

します。 

 次回は11月に商工会会長杯が予

定されています。引き続き多くの方

にご参加頂ければと思っています。 

（文責:物資化学会幹事一同）  

総合・男性優勝 渡邊様 女性優勝 立石様 ラッフル当選者 山地様 
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平成28（2016-2017）年度 9月度 商工会理事委員会 議事録 
日 時：平成29年9月28日（木）11：30～14:20  

場  所：住友商事社会議室（10階） 

出席者：名誉会長、名誉会員1名、理事委員17名、代理委任1名、正会員3名、事務局長 

欠席者：理事委員3名（うち会長委任2名、代理委任1名） 

司 会：木村健洋 幹事 

１．商工会会長連絡 （髙杉 禎 会長） 

①ハリケーン･ハービーで被災された会員、ご家族の皆様に改めてお見舞い申し上げる。千

年に一度とも言われる洪水被害をもたらしたが、ヒューストンは力強い回復を見せている。

Labor day明けの9月5日には90%のビジネスが業務を再開、その翌週には95%が業務を再開

している。暴風雨となった中でも、ヒューストンが誇るNASA Johnson Space Centerは国際宇宙

ステーションのオペレーションを継続、Texas Medical Centerはオープンしていた。 

②ハービーがもたらした降雨量は大阪府の年間降雨量に匹敵しAstrodome 3,200杯相当と

言われる。商工会加盟の115社中81社のヒアリング結果によると駐在員被災者数は約130名、

現地雇用被災者数は約2,170名。駐在員の18-20%が被災したこととなる。被災された皆様の

心痛お察し申し上げる。尚、商工会にて10万ドルを義援金として地域支援団体に寄付をさせ

て頂いた。 

③ハービーの被害推定額は当初$180 billionとも言われたが、Moody’s Analyticsは$97 

billionと試算している。今回最も被害を受けたのは主にレストラン、リテイルといった小規模ビ

ジネス。第4四半期には家具、衣類、電化製品並びに建設資材といったリテイルの売上が回

復する見込み。8月の一戸建住宅販売件数はハービーの影響で昨年比25.4%落ちたが、秋

には回復する見込み。平均住宅価格は昨年比2.6%上昇している。雇用面ではハービーの

影響で一時的に雇用が失われるが、10月には被害を受けた労働者の復帰で回復。11月に

は復興需要でハービー前のレベル以上になると予想される。総体的に来年早々にはハー

ビー前のレベル迄各経済指標が持ち直してくると思われる。 

２．総領事館連絡  （天野哲郎 総領事） 

①ハリケーン・ハービーは記録的な降雨量をもたらし、洪水等により被災された皆様には心よ

りお見舞い申し上げる。当館ではハービーのテキサス州上陸が確実になった時点から全館

体制で対応に当たり、在留邦人や旅行者様への情報提供・注意喚起に注力し、領事メール

や当館ホームページ等での発信を行った。現在5,770名の登録邦人がおり、Corpus Christi

からGalveston にかけての海岸線地域に住む高齢者約100名には、電話による安否確認を

行った。9月3日には商工会関係者、補習校、日本人会関係者も含めて臨時の安全対策協

議会を開催させていただいたほか、商工会会員の被災状況調査の結果をご共有いただき、

ご対応に厚く御礼申し上げる。当館としては、引き続き皆様にとって有益な情報を提供し、被

災された方々の援助を行うので、ご質問・ご要望等をぜひご連絡いただきたい。また、当館か

らのお願いとして、皆様への情報提供は在留届をベースに行われるため、3か月以上滞在さ

れている方で在留届を未提出の方はぜひご提出をお願い申し上げるとともに、離任や転居

で当地を離れる場合は在留届の抹消手続きも併せてお願い申し上げる。今回のハリケーン

の経験を将来への教訓とし、皆様への支援とサービスをさらに改善するよう努めて参りたいの

で、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げる。 

②ターナー市長のお招きで千葉市長がヒューストンをご来訪されるにあたり、10月11日の午

後6:30に姉妹都市提携45周年記念レセプションをCity HallのLegacy Roomにて開催するの

で、関係各位にはぜひご参加いただきたい。 

３．特命理事・委員長任命 （髙杉 禎 次期会長） 

 定款第五条第三項及び第五項に基づき、髙杉次期会長が6名の委員長（うち1名が副会長

兼任）と特命理事5名を任命した。（詳細は、「2017-2018年度商工会組織図」を参照。） 

４．新企画・調査委員長による部会長の任命 （次期企画・調査委員長） 

 定款第五条第三項に基づき、黒川淳二次期企画・調査委員長が各部会に推薦された次

期部会長5名を任命した。（詳細は、「2017-2018年度商工会組織図」を参照。） 

５．会計幹事報告 （峯山裕二 会計幹事） 

＊2016-2017年度 JBAH の着地見込みについて    

 10月度常任委員会決議を諮る前段階としての2017年9月期の着地見込報告があった。収

入面では会員増加にともない会費収入が増加し、支出面では50周年イベント関連経費が次

期支払いとなるため約2万4千ドルの予算未消化となったが、その他の項目に関してはほぼ

予算通りの着地見込み。他方、8月のハリケーン上陸により地元の2団体へのRelief Fundへ

計10万ドルの寄付を検討し、第3次予算修正として緊急決議し拠出した。その結果、当期の

決算見込みは約4万8千ドルの赤字となり、修正後に予想されていた約9万ドルの赤字を大幅

に下回る見込み。尚、当該見込み合計には、ピクニック剰余金を原資とした千葉における姉

妹都市ダンスプロジェクトに拠出した3千ドルの寄付も含まれている。 

＊2016-2017年度 JBAH Foundation の着地見込みについて    

 当初$350の黒字予算を組んでいたが、会員数増加に伴う寄付金が増加する一方、現地コ

ミュニティーからの寄付依頼が減ったことから支出が減少し、当期見込み合計は黒字で約1

万ドルとなる。 

６． 幹事報告 （木村健洋 幹事） 

＊2017-2018年度JBAH FoundationのDirector/Officer選出について 

 8月度常任委員会で選出された次年度の商工会役員7名は、次年度のFoundationのBoard 

of Directors(BOD)、ならびにOfficersも兼務していただく。同Foundationは、同意書による書

面決議により運営されているため、関係各位には後日、次年度のBODと Officer選出に関す

る同意書にご署名いただきたい。 

＊ハリケーン・ハービー被災者への義援金について 

 8月25日のハリケーン・ハービー上陸による被災者対応に追われる中、理事委員の皆様に

はメールによる義援金にかかる緊急書面決議に迅速にご協力いただき、感謝申し上げる。そ

の結果、9月12日付でUnited Way Relief FundとGreater Houston Community Foundation 

Relief Fundへ各5万ドルずつ当会より義援金を拠出したことをご報告申し上げる。 

７．安全危機管理関連報告 （平澤暢人 安全危機管理特命理事） 

＊ハリケーン・ハービー関連報告 

 今回ハービーは8月25 日にテキサス南部に上陸し、アメリカ観測史上最大の雨を降ら

せて各地で甚大な被害が発生した結果、82名の犠牲者が出たが、ヒューストン在留日本

人には幸い死傷者はなかった。一方、洪水による直接被災、強制避難などの間接被災

は、日本人が多く居住するメモリアル、エルドリッチ、ケーティー地区に集中発生したた

め、被災した日本人の割合は相対的に大きかったと考えられる。今後の課題として、緊

急連絡網の在り方、商工会HPやガルフストリームを通しての注意喚起の方法などを検討

していきたい。尚、このたび商工会が行った主な対応は、下記の通り。 

①ハービーの動向、またヒューストン市政府から出された注意避難警報などのアラートは

タイムリーに総領事館より在留邦人個々にEメールで周知していただいた。商工会として

は情報発信者を一本化したほうが混乱を招かないということで正団体会員、準会員への

重ねての連絡は行わなかった。 

②9月1日に商工会として次回常任委員会にて正式追認する形とはなるが、10万ドルの

義援金を支出することを決定し、United way of Greater Houston Relief Fund とGreater 

Houston Community Foundation Relief Fundにそれぞれ5万ドルを拠出した。 

③9月3日総領事、商工会、日本人会、補習校関係者の合同会議を実施。被害状況の確

認、今後のヒューストン市政府の対応、また要望等について情報を共有した。 

④商工会正団体会員企業115社に対し被災者の有無、被害状況、業務への影響などを

調査するヒアリングを実施。うち81社より回答を入手。被害状況の把握、今後への対応に

際し参考にしていただく目的で報告書を作成し、また被災された方が受けることができる

かもしれない支援情報もあわせて、全常任委員宛にEメールでフィードバックした。 

８． 第3回宇宙セミナー開催結果報告 （久留靖史 対外交流特命理事） 

 去る9月17（日）に今年度第3回目の宇宙セミナーを開催し、19家族68名の方々にご参

加頂いた。午前中はトラムツアーでNASAジョンソン宇宙センターの施設を見学し、昼食

を挟んで午後は『日本の宇宙船「こうのとり」とその先の宇宙船開発』と題して、JAXA職

員が講演会を行い、ロケットの仕組みや、ISS運用の根幹を支える日本の宇宙ステーショ

ン補給機「こうのとり」について、ビデオを交えながら詳しく説明があった。次年度も3月、6

月9月頃に計3回の宇宙セミナーを開催予定であるが、今年会場使用料（$100増）とチ

ケット代（1枚につき$5増）が値上がりしたため、予算増加をご検討いただきたい。 

９．他団体関連報告（名川 譲 日本庭園・他団体対応特命理事） 

①日本庭園について 

 Hermann Park Conservancy（HPC）のスタッフと共に視察し、ハリケーンや豪雨の影響に

よる庭園の被害は受けなかったことを確認した。HPCがボランティアと共に掃除するな

ど、庭園の環境保全と維持に引き続き努めている。 

②日米協会GALAについて 

 10月14日開催予定であったGALAは同協会運営の資金調達の大半を占めるイベント

であるが、ハリケーンの影響による復旧の時期であることと、予定していた会場のホテル

が洪水になったことも踏まえ、中止が決定された。尚、来年（2018年）は、日米協会の設

立50周年とジャパンフェスティバル開催25周年の節目を迎えることから、より一層の教

育、文化、ビジネス等を通した日米友好のイベントなど企画を予定している。 

③Asia Society of Texas主催のTSURUバレエ公演について 

 楠崎なお氏とヒューストンバレエ団が中心になり千葉との姉妹都市ダンスプロジェクトで

行われたTSURUのバレエ公演が、11月2日（木）午後7:30よりMiller Outdoor Theaterにて

開催されるので、ぜひご参加いただきたい（無料）。詳細は、アジアソサエティーホーム

ページまで。 

１０．商工会50周年記念関連報告 （髙杉 禎 会長兼実行委員長） 

①同イベントの実行委員会は先に第8回目を実施し、6週間後に開催が迫っている同イ

ベントに向けて鋭意準備に取り組んでいる。常任委員と準会員各位にはすでにレセプ

ションへの招待状が送付されたので、ぜひご参加いただきたい。また、コンサートチケット

は前売り販売を終え、9月20日から一般販売が開始されている。まだご購入されていない

方は、完売する前にぜひBox Officeにアクセスの上、お求め頂きたい。 

②イベント当日にレセプションとコンサート会場や駐車場にて補助をしていただける人手

を、会長、副会長の各社より2名ずつ、5社合計10名程度の募集にご協力いただきたい。 

③コンサートの協賛金については、常任委員と準会員宛に依頼状を明日配信予定なの

で、ぜひご協力いただきたい。ご賛同いただける会社もしくは個人からは一律で$300を

募り、その資金でコンサートプログラム等を作成する予定。尚、ご協賛いただける会社も

しくは個人は、お名前をプログラムへ記載させていただく。 

④地域のVIPゲストをお招きするレセプションの機会を活用し、当会会員企業の皆様の

米国並びにヒューストンにおける事業活動や、ビジネス環境についてのご意見を取りまと

めた上で内外にアピールすることを検討している。そのため、近日中に会員企業様を対

象としたアンケート調査を企画しており、ご協力をお願い申し上げる。 

⑤チケットの収益については、会場とBox Officeを提供いただいているUniversity of 

Houstonの音楽学部へ寄付する方向性で決定した。他方、当会が今後さらに地域に貢

献していくことを対外的に発信し、当地でのプレゼンスを高めるために、ヒューストン大学

に教育基金を設立する等の方法で10万ドルを寄付することを協議した。今後、寄付の使

途等詳細を大学側と詰め、メールによる決議を行った上で10月度常任委員会で追認、

11/11のレセプションにておいて正式発表を行う方向で進めていくこととする。 

１１．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) 

＊2016-2017年テキサス概況改訂進捗報告 

 例年、総領事館とJETROの協力により発行している「テキサス経済概況」につき、本文

は隔年毎に、付表部分は毎年改訂することになっている。本年は全改訂を行う年であり、 
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１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 
 Since 1949, P&N has been providing insight and assistance to a wide variety of 
businesses and individuals across the country and internationally. P&N consistent-
ly ranks among the top 100 leading accounting and business advisory firms in the 
United States. With 9 offices and 600 employees, our skilled professionals are 
ready to serve as your trusted advisors. 

 
HIGHLIGHTS 

• “Top 100” firm in the U.S. ranked by INSIDE Public Accounting magazine out 
of over 14,000 CPA firms nationwide. 

• Largest Louisiana-based accounting and business advisory firm.  

• Firm leadership active in the profession at the national level providing our cli-
ents with up-to-date information and knowledge as it is developing.  

 

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。 
 First time I visited Houston was in 2001, and I was amazed by how big Houston 
was – with millions of people spread throughout a large land area with cars travel-
ing miles and miles of highways. Since then, Houston has grown even bigger with 
more cars on the roads. Houston, and Texas in general, has a very business-
friendly environment, and the cost of living is lower than national average. These 
factors have attracted many multi-national corporations and professions to make 
Houston their new home. 

 
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。 
 I enjoy traveling internationally to experience different cultures and learn differ-
ent parts of the world. I especially love to visit Japan (have visited Japan more 
than 10 times) for the food, hot spring, and all the shopping. Recently, I started 
building an N-gauge model railroad, which mainly consists of Shinkansen model 
trains and hope one day it would become a mini-Japan. 

ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

 Postlethwaite & Netterville, APAC  

    Mr. I-Li (Conrad) Lin 
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    連日テレビで報道されるハリ

ケーン・ハービーによる被害状

況が刻々と深刻さを増していく

状況の中、9月3日に予定して

いたダラス補習校との親善ソフ

トボール大会を、開催一週間

前の時点でやむなく中止する

ことを決定しました。本大会に

向けて1年間、一生懸命に練習

を頑張ってきた子ども達、来春

補習校を卒業する高校3年生、

転勤や本帰国により今大会が

参加出来る最後の大会となる

子ども達、更にはダラス補習校

チームの子ども達の事を考える

と、この決定はまさに断腸の思いでした。 

 一方、大会こそ中止になってしまいましたが、本活動を通じてソフトボー

ルの技術が向上した事は然る事ながら、子ども達がシーズン前と比べて

ぐっとたくましくなりました。特に春からの4ヶ月間の練習は、すべての子ど

も達にとって非常に充実した時間であり、チーム単位でもまとまりを見せ、

大きく成長したと感じています。 

 秋には来シーズンに向けて、新メンバーの募集と練習が始まります。本

活動に少しでも興味をお持ちの方は、補習校の放課後にグラウンドへ是

非お越し下さい。 

                                                            （ソフトボール大会運営委員） 

第28回 ダラス-ヒューストン 

小中高生親善ソフトボール大会の中止 

現在、改訂作業の仕上げを進めている。10月中には作業を終え、改訂版を商工会HPに掲載

するので、ぜひご活用いただきたい。 

②スポーツ委員会 

＊創立50周年記念 第558回テキサス会「United杯」開催結果報告（川添賢一 物資・化学品

部会長） 

 ハリケーン・ハービーがヒューストンに深く爪痕を残した直後で開催が懸念されたが、ゴルフ

場より大会1週間前に営業再開の連絡が入り、予定通り9月10日（日）にBattleground Golf 

Courseにて56名の皆様にご参加いただき同会を開催した。United Airlines様には優勝者への

航空券を賞品としてご提供いただいたほか、同社の赤松氏のご提案により義援金を募るため

にラッフル抽選会を開催し、高額の賞品を追加でご提供いただいたことに御礼申し上げる。

ラッフルチケットの販売総額は$1,160に上り、 United Way Relief Fund及びGreater Houston 

Community Foundation Hurricane Harvey Relief Fundの2団体に、第558回テキサス会プレー

ヤー一同として$580ずつの寄付をさせて頂いた。また、当会の「創立50周年記念賞」は、本多

第一副会長より優勝者に授与された。今回も会員企業、日本人会、レストランの皆様から沢山

のご寄付を頂き、ボランティアの皆様のご協力により大会を盛況に行う事ができ、厚く御礼申し

上げる。 

③ 生活・情報委員会（大内裕子 生活・情報委員長） 

＊古本市開催について 

 ハリケーン上陸により開催を延期した古本市は、根本新生活・情報委員長に引き継いでいた

だき、10月21日（土）10:00～12:00に三水会センター会議室にて開催することとなったので、ぜ

ひご参加いただきたい。 

１２．事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

①2017-2018年会議・行事予定について  

 次年度の会議と年間行事予定表は、近日中に商工会のHPに掲載される予定。次年度の行

事担当の理事委員の方は、事務局と相談の上、日程確保にご協力いただきたい。 

②2017-2018年版会員名簿改訂作業の協力依頼について  

 新年度の会費請求と名簿改訂作業にむけて、会員登録数と会員情報の確認依頼メールを

配信したので、ご協力をお願い申し上げる。会員増加に伴う名簿のデータベース化を進めて

いくことが必須となってきており、今後、名簿のフォーマット等に関する改善策を検討していき

たい。 

③2017年テキサス州六者交流会開催について  

 11/3 & 11/4にマッカーレンにて開催される同交流会への当会参加者は、懇親会が44名、ゴ

ルフ大会が24名となっている。  

今回の各都市紹介のプレゼンテーションは、本多第一副会長がご担当される。 

④会員消息  

 本日現在の会員数は、 名誉会員9名、正個人会員741名（正団体会員数：115社）、準会員

40名で、総会員数は790名となっている。詳細は、別紙を参照。 

１３．その他   

＊Japan-Texas Economic Summitについて（髙杉会長 & 天野総領事）  

 US-Japan Council主催する同Economic Summitが2018年5月7-9日にヒューストンにて開催さ

れるにあたり、当会の10月常任委員会にて同Councilの担当者が本件につきプレゼンテーショ

ンを行う予定。      
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商工会新組織体制 
ヒューストン日本商工会    新年度を迎えて新たな組織体制となりましたので 

ご紹介致します。（敬称略） 

役職名：第一副会長 

（担当：テキサス州六者交流会） 

氏  名：本多之仁 

（Sumitomo Corporation of Americas ） 

役職名：副会長 

（担当：ジャパンフェスティバル＜副＞） 

氏  名：小風 寧 

（Mitsui & Co. (USA), Inc. ） 

役職名：副会長兼スポーツ委員長 

（担当：テキサス会 / ソフトボール） 

氏  名：内藤 聡 

（JERA Energy America LLC） 

役職名：副会長 

（担当：ジャパンフェスティバル＜副＞） 

氏  名：蛭子 毅 

（Goodman Global Group, Inc.） 

役職名：幹事 

氏  名：木村 健洋 

（Mizuho Bank, Ltd.） 

役職名：会計幹事 

氏  名：峯山裕二 

（Deloitte & Touche LLP） 

 ヒューストンは2度の駐在通算で12年

目に入り家族共々まさに第二の故郷に

なりました。当地での様々な人々との

出会いは一生の宝として大切にしたい

と思います。今期商工会活動も微力乍

らベストを尽くしてまいります。  

 今回初めてジャパンフェスティバル副

担当となりました。 

 全面的にサポートさせて頂き、皆様

により楽しんで頂けるイベントになるよう

努めます。 

 どうぞよろしくお願い致します。  

 商工会会員ならびにご家族の皆様に

喜んで頂けるソフトボール大会、テキ

サス会を開催し、商工会活動を盛り立

てて行きたいと思います。皆さま奮って

ご参加をお願いいたします。どうぞ宜し

くお願いいたします。  

 この度のハリケーン・ハービーの被害

に遭われた方々には心よりお見舞い

申し上げます。商工会の活動を通じ

て、会員の皆様やご家族が一日も早く

ハービー到来前以上に元気で充実し

た生活が送れるよう微力ながら尽力し

たいと思います。どうぞ宜しくお願い致

します。  

 2015年12月に前任より幹事職を引継

いで早丸2年になろうとしており、月日

の経つ早さを改めて感じております。

商工会の意思決定をスムーズに実施

頂くべく、引続き尽力の所存です。ご

指導ご鞭撻の程お願い申し上げます。  

 会計幹事を昨年から引き続き拝命し

ましたDeloitte & Toucheの峯山です。

JBAHも50周年を迎え、今後も会員の

皆様とより活発な活動に貢献できるよう

に、尽力して参る所存ですので、何卒

宜しくお願い申し上げます。  
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 例年、多くの商工会員の皆様にご参加いただいている宇宙セミナー、2017年度の第3回を2017

年9月17日（日）に開催いたしました。 

2017年第3回の宇宙セミナーはNASAジョンソ

ン宇宙センターの施設見学ツアーと、職員講演

を行い、23家族68名の皆様にご参加いただきま

した。JAXAからは、ヒューストン駐在員事務所職

員と宇宙に詳しい関係者等が参加いたしました。 
 

午前中はスペースセンターヒューストンからトラ

ムに乗り込み、NASAジョンソン宇宙センターの

施設見学に向かいました。JAXA梅村所長代理

による日本語での説明で、ロケットパーク、国際

宇宙ステーション（ISS）運用管制室、アポロ運用

管制室、宇宙飛行士訓練施設を約2時間半かけ

て見学しました。 

まずはロケットパークで、これまでに作られた中

で最大となるサターンVロケットをご覧いただき、

アポロ計画の各ミッションをご説明させていただき

ました。サターンVについては「大きい！」、「3段

ロケットなんだ！」、「エンジンがたくさんついてい

る！」など皆さま大きさに感嘆されていました。切

り離されて月まで行ったのはほんの一部ですが、

地球の重力から脱するためにはたくさんの燃料

が必要なので大きなロケットになります。 

次にISSの運用管制室（バックアップルーム）

と、歴史あるアポロ時代に使われていた運用管

制室をご覧いただきました。ISS運用管制室で

は、国際協力プログラムである国際宇宙ステー

ションやそれを支える運用管制員の現場のお仕

事をご説明させていただきました。アポロ運用管

制室では、当時の状況を再現した場所をご覧い

ただくことで、約50年前の宇宙開発の雰囲気を

感じとっていただきました。昔の運用管制室や観

覧室では煙草を吸っていたとは驚きです。 

宇宙飛行士の訓練施設ではISSの実物大模型

をご覧いただき、日の丸を掲げた日本の実験棟

「きぼう」の大きさや、他のモジュールに比べた特

徴（宇宙船内だけでなく宇宙船外でも実験が可

能、いらないものをしまっておく物置やロボット

アームも持っている）について知っていただきまし

た。今ISSに宇宙飛行士を運んでいるロシアの宇

宙船ソユーズや、近い将来に運ぶ米国の宇宙船

CST-100「スターライナー」、月を目指す有人宇

宙船ORIONもご覧いただきました。 
 

午後は「日本の宇宙船「こうのとり」とその先の

宇宙船開発」と題して、JAXA山田所長代理より、

ロケットの仕組みや、ISS運用の根幹を支える日

本の宇宙ステーション補給機「こうのとり」につい

て、ビデオを交えながら詳しく説明いたしました。

「こうのとり」の打上げ現場の種子島、「こうのとり」

の運用に携わってきたからこその実地体験を踏

まえたエピソードに、みなさん聞き入っていらっ

しゃいました。 

ISS は地上から 400km、ヒューストンからダラス

の距離にあります。「こうのとり」は 2009 年 9 月に打

ち上げられた技術実証機から、昨年 12 月に打ち

上げられた 6 号機まで、これまで 6 回の ISS への

補給ミッションのすべてに成功し、高い信頼を得

ています。6 号機からは ISS に欠かすことのできな

いバッテリの輸送を行っていますが、これは「こう

のとり」のみが持つ能力です。参加者の皆さまから

は、「こうのとり」が 1 回の飛行で一生を終えてしま

うこと、日本のレベルの高さ、ISS に欠かせない補

給機であり、様々な実験や技術の向上に役立て

られていることがわかったなどの感想をいただい

ており、これまであまり知られていなかった「こうの

とり」について知っていただく良い機会となりまし

た。 

また、現在開発を進めている新たな宇宙機

HTV-X の「こうのとり」との違い（ISS 離脱後の宇

宙でのミッション期間延長や宇宙ステーションの

一部としての機能）や、各国の宇宙機関と検討を

進めている国際宇宙探査計画（将来の月近傍の

宇宙基地、月への着陸船）など、少し未来の話に

ついてもご紹介させていただきました。国際宇宙

探査に関する多国間の第 2 回国際宇宙探査

フォーラムは、2018 年 3 月に日本で開催される予

定です。 
 

質疑応答では、「スペースシャトルに比べたこう

のとりの輸送能力」という専門的な質問や、「宇宙

の中で音楽は聞けますか」「ISSの中でホコリは立

ちますか」といった宇宙での日常に関する質問、

「ミッションに一番貢献をした人はどのように決め

るのですか」という運用に関する質問、「日本人

宇宙飛行士が月・火星に行くことはありますか」

「宇宙開発の意義」という将来に向けた質問ま

で、さまざまな質問をいただきました。 
 

参加者のみなさんからは、「日本語の解説と講

演が分かりやすかった」、「日本では見ることので

きないロケットや施設をみることができた」、

「JAXAの仕事内容やISS、こうのとりについて詳

しくなった」、「宇宙をもっと身近に感じることがで

きた」などのご意見をいただきました。 
 

今回の宇宙セミナーでご紹介した、2017年12月

からISSに滞在する予定の金井宣茂（かないのり

しげ）飛行士の宇宙に向けた準備状況、「こうのと

り」、ヒューストン駐在員事務所の活動などはHP

で紹介しています。ぜひご覧いただき、みなさん

も宇宙を身近に感じてください！ 

ISS運用管制室（バックアップ） 職員講演  宇宙飛行士訓練施設  

アポロ運用管制室 参加者の皆さんとスタッフ一同  

金井飛行士の準備状況： 
http://iss.jaxa.jp/astro/kanai/ 

こうのとり： http://iss.jaxa.jp/htv/ 

ヒューストン駐在員事務所の活動： 
https://www.facebook.com/jaxaHouston/ 
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【ハリケーン「ハービー」の動き】 
 

8/17（木）         

8/24（木）         

8/25（金）       

8/26（土）-8/27（日） 

 

  

8/28（月）深夜        

                                

                

8/29（火）以降  

     

8/29（火）     
 
 
 

【ハリケーン「ハービー」関連被災状況 商工会ヒアリング結果】 

 

1． ヒアリング対象  

2017年8月現在商工会正団体会員企業 全115社  

有効回答件数81件（回答率70.4%）  
 

2． ヒアリング実施期間  

2017年9月6日（水）－9月15日（金） （12日当初期限より延長）  
 

3． 合計被災者数  

-駐在員被災者数（自宅浸水等） 約130名  

（ご回答いただいた企業駐在員総数の概ね18－20％と想定）  

-現地雇用被災者数（自宅浸水等） 約2,170名 
 

4．個別の被災状況（一部抜粋） 

会員企業A:事務所ビルが地下駐車場等浸水し、事務所ビルが閉鎖中。 

今後については、事務所ビル管理会社から9/8(金)連絡で早くて10月2日(月)の再開を目指すとの連絡

あり。現在、在宅勤務で対応。 

会員企業B:隣接する駐車場の1階部分が浸水。また事務所ビルは浸水によりエレベーターが1週間不

通、事務所を1週間閉鎖。 

 その他の被害状況の詳細は、2017年9月17日に常任会員宛へヒアリング結果をメールでご報告してい

ますので、そちらをご参照ください。 

    

          総領事館より  
  

  この度のハリケーン「ハービー」のテキサス上陸による記録的な豪雨により、各地で甚大な被害が発生

しました。被災された方々に謹んでお見舞い申し上げると共に、一日も早く通常の生活に戻れることをお

祈り申し上げます。 

 当館は，「ハービー」のテキサス州上陸が確実になった時点から、全館体制で対応に当たりました。特

に在留邦人や旅行者の皆様への情報提供・注意喚起に注力し、領事メールや当館ホームページ等で

の発信を行いました。当初は気象情報を中心とする情報提供を行っていましたが、被害の甚大さが伝え

られるにつれ、皆様の視点に立って必要な情報は何かということを今一度考え、当面の生活に必要な情

報を提供するよう努めて参りました。「ハービー」上陸後は、洪水や停電等根拠のない噂が広まる傾向が

あったため、情報の裏付けを取りつつ、正しい情報をこまめに発信するようにしました。当館としては、今

後とも皆様にとって有益な情報を提供できるよう努めて参りますので、当館の対応についてお気づきの

点や改善点等ございましたら、遠慮なくご連絡いただければと思います。 

 最後に、当館からのお願いとして、皆様への情報提供は在留届をベースに行われますので、3か月以

上滞在されている方で在留届を未提出の方は、提出を何卒お願いします。また、安否確認作業も在留

届を基に行われますので、離任や転居でテキサス・オクラホマ州を離れる場合は、在留届の抹消手続き

も併せてお願いします。 

（在留届については、こちらのサイトをご覧下さい：http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/jp/info/page0-

1.htm）                                                

                                                                                                                （文責：総領事館） 

 
 

カリブ海にトロピカルストーム発生 

ハリケーンに発達 

「カテゴリー4」の勢力でテキサス州南部Rock portに上陸 

テキサス州上陸後「カテゴリー1」に勢力を弱め、その後「トロピカルストーム」とな

るが毎時1マイルの速度で南南東の沿岸部に向かい、ヒューストン並びに近郊に

記録的大雨をもたらす。 

Reservoir （貯水池）の決壊を回避するため、Barker Reservoir と Addicks Reser-

voir の計画放水開始。Reservoir 近郊の住民に避難指示が出され、甚大な洪水

被害が広がる。その後2、3週間にわたり冠水により市内各地で通行止め。 

「ハービー」はテキサス州南東沖からルイジアナ州境にむけて北北東に進み

徐々に遠ざかって行った。 

ヒューストン市長は不在住宅への犯罪防止のために外出禁止令を発出。9/15、

同市における夜間外出禁止令を解除。 

体験談 1 
■居住地域： Memorial 

■ハリケーン前の準備状況： 

 ガソリン（満タン）、 水のボトル、食料品（缶詰なども）購

入、懐中電灯、 バスタブに水をためる 

■避難の有無：強制避難 

■避難先：友人宅、ホテル 

■避難の状況など差支えない範囲で教えてください。 

 自宅から避難した際は、自主避難だが、ほぼ強制避難

のような感じでボートに乗った。自宅地域は、避難勧告地

域、後に強制避難地域になった。 

 避難先：友人宅（4 日間）→ホテル・短期滞在型アパー

ト等（3ヶ所、22日間） 

 避難時、自宅1階の階段の1段目の下あたりまで、浸水

していた。避難 2時間くらい前から、自宅の前を急にボー

トが行き交うようになり、ボートで避難している人をみかけ

るようになった。 

 ただし、停電、断水はしておらず、1階はガレージ、2、3

階が居住スペースであったため、我々は避難せず、自宅

にいるつもりだった。その後、自宅付近の日本人の友人

たちとのラインでのやり取りで、友人たちがぞくぞくとボー

トで避難していったことと、他の地域に住む友人から避難

するときは家にきていいと言ってもらえて、我々も避難し

ようと決めた。 

■避難期間： 2週間以上 

■被害の状況： 

 主にガレージだが、内部も 1 階から 2 階への階段の４

段目あたりまで浸水。ガレージ内の車 2台廃車。 

 我が家は放水の影響で水が 12日間引かず、その間に

体験談 2 
■居住地域： Memorial 

■ハリケーン前の準備状況 

●飲料水と食料品の購入：ガロンの水を夫婦 2人で 6つ

と、24本入りの 500mlのペットボトルのパックを購入。食

料品は 3 日くらいは外出しなくても困らないくらいの量

を買い込みました。 

●給油：ハリケーンが来るとされていた前日(8/24(木))

に満タンに。 

●浴槽に水を張る。断水しても困らないように。 

●ポータブル充電器の充電 

その他、懐中電灯は特別このハリケーンのために用意し

たわけではありませんでしたが、もともと家に 3 本（小 2

本、大 1本）ありました。 

■避難の有無：自主避難 

■避難先：ホテル 

■避難の状況など差支えない範囲で教えてください。 

 わたしのアパートは EldridgeとDaily Ashfordの間の

Memorial 沿いにあったのですが、浸水はしなかったも

のの、8/28(月)（ハリケーンが来て 4 日目くらい）の午後

にいきなり停電しました。水もわずかに蛇口から流れてく

るものの、ほぼ断水状態でした。 

 その日はそのままアパートで過ごしましたが、翌日に

なっても復旧する気配がなかったため、29 日(火)は主

人の同僚の方のお宅に泊めて頂きました。 

 その後、アパートの leasing officeから「復旧の目処が

立っていない」という連絡を受けていたため、主人の会

社が避難先のホテルを手配してくれ、30 日(水)～ 9/6

(火)の一週間ほどホテルに避難しました。 

■避難期間： 4日から 1週間 

■被害の状況 

 先にも記した通り、わたしのアパートで浸水はなく、被

害は停電・断水でした。期間は 8/28(月)～ 9/6(水)の 10

日間でした。アパートまでは水が到達しなかったものの、

すぐ近くにある Eldridge と Memorial の交差点がかなり

浸水していたのには驚きました。 

■そのほかハリケーンに関して体験談や、アドバイスなど

ご自由にお書きください。 

 正直、初めにハリケーンが来ると聞いた時にはこんな

に被害が大きくなるとは思っていませんでした。「2、3日

外出が出来なくなる」くらいの認識でした。そのため、自

宅近くの交差点や高速道路が冠水している時には、

ニュースで他人事だと思って観ていた映像が目の前に

1階の壁に大量のカビが発生、2階、3階の物にも、に

おいがついたりした。避難時、停電、断水はなし。 

■そのほかハリケーンに関して体験談や、アドバイスな

どご自由にお書きください。 

 避難時、携帯電話と充電器は必ず必要（ポータブル

型のバッテリーがあると便利）。 避難するつもりがなく

ても、万が一のために、パスポート、現金、クレジットカー

ドや 2、3日分の下着や着がえ、薬などをリュックに入れ

て、すぐに持ち出せるようにしておくといい。 

 我々も避難するとは全く思っていなかったが、ライン

で友人達が荷物を用意しておくというので、それになら

い、なんとなくリビングに必要そうなものをまとめて置い

ておいた。リュックも用意していたが、荷物を詰めては

おらず、逃げる時、非常にあせった。でも全く準備して

いなかったら、何も持たずに逃げていたと思う。最後は

時間がなかった。 

 今回は近所の日本人同士のラインでの情報交換な

ど、これがなくては到底やっていけなかったと思う。周り

はみな同じ状況だったので、自分だけでなくみんなが

んばってるんだなと本当に励まされもした。 

 普段から友人、知人の住んでいる場所を把握してい

ることが大切で、災害時のお互いの安否確認が非常

に役に立つと思う。 

 水が引いていない時に自宅に戻る場合、ウェーダー

（胸のあたりまでの防水着）がなくては、水が不衛生な

ため、歩けない。マスクも普通のものではなく、カビを吸

わない特別なもの（ウイルス防塵用 N95 等）が必要と

知った。 

広がっていて大変驚きました。 

 今回の災害で役に立った・これがあればよかったと

感じたことを記しておきたいと思います。 

●役に立った事柄 

(1)浴槽に張った水 

これは災害の警報が出たらすぐにやるべきだと思いま

す。断水時、トイレの水や体をふきたい時に役立ちまし

た。 

(2)懐中電灯・ろうそく 

アパートに住んでいる場合、停電時は家の中はもちろ

ん、建物内の廊下も真っ暗になります。本当に明かり 1

つない真っ暗闇ですので、懐中電灯なしではとても歩

けませんでした。懐中電灯は 1人 1本持っておいた方

が良いです。また、たまたま家にアロマキャンドルがいく

つかあり、こちらも懐中電灯の電池の消費防止になりま

した。 

(3)ラップ 

断水の中で食事する際、お皿にラップを巻いてその上

に食べ物をよそると、お皿も汚れず、ゴミもラップのみで

よかったです。 

(4)多めの炊飯 

ハリケーン到来中は絶対に 1 回に 3 合は炊くようにし

て、常に白米を切らさないようにしていました。結果、偶

然ですが、停電した日の朝に 3合のお米を炊いていた

ため、停電・断水の中で家に待機している時でも食事

には困らずに済みました。 

●あればよかったと思った事柄 

・カセットコンロ&ガスボンベ 

これがあれば、停電中でも調理が可能だったなと思い

ます。 

 そして今回の災害で一番感じたことは人との繋がり

の大切さです。普段から人と密にコミュニケーションを

取っていると、いざという時にお互いに安否確認や助

け合いが出来ます。災害の中で「孤立」が一番の恐怖

なのではないかと感じました。わたしも今回の災害の

中、普段から親交のあった主人の同僚の方々や、いつ

も参加している趣味のグループの仲間と連絡を取り合

うことで、たくさんの情報も得られましたし、お互い助け

合うことでこんなにひどかった災害の中でも陰鬱にな

ることなく過ごすことが出来ました。 

 もうこのようなハリケーンに遭わないことを祈るばかり

ですが、災害はいつ襲ってくるか分からないので、今回

体験したことを忘れず、次に生かしていきたいです。 

Eldridge @ Mamorial 交差点 

 

ボートでの救出作業 

 

Kirkwood付近 瓦礫の山 

Sam Houston : BEFORE ➡ AFTER 

 8月下旬から9月初旬にかけて、テキサス州に甚大な被害をもたらしたハリケーン「ハービー」が襲来しました。今

後の参考になることを願い、編集部でハリケーンの被害状況と体験談を取りまとめました。復興に向けた支援とし

て、商工会からは、The United Way Relief Fund並びにGreater Houston Community Foundation Hurricane 

Harvey Relief Fundにそれぞれ$50,000を寄付致しました。また、9月10日に開催された第558回テキサス会では

United 様からの賞品のご提供を受けてラッフルを開催し、売上金を上記2団体に寄付致しました。（テキサス会の

詳細については1ページをご参照ください。）未だ、被災の影響は残っていることとは推察されますが、一刻も早い

復旧を心よりお祈り申し上げます。   

グローサリーは長蛇の列 

カビた室内 

Memorial DriveとAllen Parkway 
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五嶋 龍（ヴァイオリニスト） 

 ニューヨーク生まれ。7歳でパシフィック・ミュージック・フェスティバルにおいて、パガニーニのヴァイオリン協奏曲第1番を

演奏しデビューを飾った。その後、ソリストとして日本国内のオーケストラはもとより、ワシントン・ナショナル交響楽団、ロンド

ン・フィルハーモニー管弦楽団、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団など世界各地のオーケストラと共演。  

 演奏活動のみならず、ニューヨークでは同市教育委員会の協力のもと 『五嶋龍 “Excellence In Music”（音楽優秀賞）』 を

通じて公立高校生に奨学金を授与する活動に加え、中南米・アフリカ・アジアでの教育活動・国際文化交流・社会貢献にも

積極的に取り組む。10年間にわたりフジテレビのドキュメント番組「五嶋龍オデッセイ」で成長過程が紹介され、また数々のメ

ディアで特集が組まれるなど注目を集める。 

 これまでにＪＲ東日本、ユニクロ、エアウィーヴのＣＭ出演の他、2017年3月まで「題名のない音楽会」（テレビ朝日系列）の

司会を務めた。録音はドイツ・グラモフォンと専属契約を結び、ユニバーサルクラシックスよりリリース。 

 使用楽器は日本音楽財団より貸与された1722 年製のストラディヴァリウス「ジュピター」。 

 ハーバード大学（物理学専攻）卒業。公益社団法人日本空手協会参段。ニューヨーク在住。 www.ryugoto.com/ 

 今月号では、50周年記念レセプションやコンサートを成功させるために貢献してくださっている皆様を紹介させ

ていただきます。舞台の上で活躍されるミュージシャンだけでなく、見えないところでもたくさんの方々にご支援・ご

協力をいただいています。今回掲載させていただく方々はほんの一部ですが、この場をお借りしてご協力くださっ

ている皆様に心より感謝申し上げます。                            （文責：50周年実行委員会）  

ブライアン・ラネルズ（指揮者） 

 本コンサートで指揮者を務めるラネルズ氏は、2006年にHouston Civic Symphonyの音楽ディレクター・指揮者として就任した。Houston 

Baptist Universityで音楽教育を専攻し、Southwestern Baptist Theological Seminaryで教会音楽と合唱指揮法の修士号を取得、University 

of Missouri-Kansas City では音楽芸術の博士号を取得した。Robert Linder、Max Rudolf、Herbert Blomstedに師事し、ザルツバーグの

Mozarteumで研鑽を積む。 

 Houston Baptist Universityを含む様々な大学において学部長や音楽教授を務め、現在は、Fort Bend学区のGeorge Bush High Schoolで

オーケストラのディレクターを務める。一方、教会音楽でも活動を続け、現在、Rosenburg市のFirst Baptist Churchでパートタイムの音楽牧

師も務めている。 

 1952年に創立されアマチュアのオペラカンパニーとして国際的に定評のあるGilbert & Sullivan Society of Houston の音楽ディレクターと

して2007年秋に就任。2010年には、ヒューストンのOpera in the Heightsの指揮者としてデビューした。 

Houston Civic Symphony (HCS)   

 HCSは、ヒューストンでは最も歴史の長い非営利団体の市民オーケストラで、実は当商工会と同じく1967年に創立され、50周年記念

コンサートを4月に終えたばかり。創立以来、シーズン中に約5回のコンサートを開催し、ヒューストンの市民に無料で提供している。コ

ンサートとリハーサルは、通常Houston Baptist UniversityのDunham Theaterで行われる。 

 団員は全てボランティアで、その職業は、弁護士、銀行家、大学教授、大学生、IT専門家、エンジニア、裁判官、主婦、医療技術

師、音楽教師など様々。毎年8月にオーディションが行われ、老若男女含むプロやアマチュアの音楽家たちが共に集まり交響曲を演

奏する。かつては、日本人のメンバーも弦楽器のセクションに数名いた。 

 演奏曲のレパートリーは幅広く、バロックから近代作品までオーケストラのスタンダードナンバーから知られざる名曲まで様々な曲目

が含まれる。また、毎年、地域の才能ある若いミュージシャンを育成するためにYoung Artist Competitionを開催し、優勝者にはクラッ

シック音楽をオーケストラと共演する機会を提供している。 http://civicsymphony.org/ 

木下美穂子（オペラ歌手） 

 本コンサートでは、米国初演となるドラマ『坂の上の雲』の主題歌Stand Aloneのヴォーカルソリストとして出演。 

武蔵野音楽大学および大学院を経て、二期会オペラスタジオ、ローマ アッカデミア・サンタ・チェチーリア オペラスタジオ レナータ・スコットク

ラスや、ショルティ・オペラアカデミー 修了。同アカデミー在籍中に、ミレッラ・フレー二に師事。2001年、日本3大声楽コンクールを1年以内に

制覇するという快挙を成し遂げ、翌2002年に小澤征爾指揮『ドン・ジョヴァンニ』のドンナ・エルヴィーラ役でデビュー。数々の海外公演を経て

各国の評論家やファンから「世界で屈指の蝶々夫人」と称される一方、コンサートソリストとしても名高い。ここヒューストンでは、2012年に

ヒューストン・グランド・オペラ『New Arrivals』(世界初演) Yani Rose役で絶賛を浴び、現在は当地をベースに日本国内外の公演で数々のタ

イトルロールを演じ活躍中。    www.divamihoko.com  

アンソニー・キタイ  （チェリスト） 

 本コンサートでは、米国初演となるDepartures (映画『おくりびと』のテーマ曲)という曲をチェロのソリストとして演奏する。両親とも日本人だ

が、生まれも育ちもアメリカ。イーストマン音楽大学を卒業後、ライス大学シェパード音楽学校で修士号を取得。Desmond Hoebig、 Steven 

Doane、 Paul Katz、 Peter Spurbeckなどに師事。Memphis Symphony やIris Chamber Orchestraを経て、2001年にHouston Symphonyへ入

団。現在は、同オーケストラでチェリストとして第三奏者を務める一方、ヒューストン大学モア音楽学校では客員アーティストとしてチェロの

教鞭を執っている。ソリストとして、Houston Civic Symphonyを含む多数のオーケストラと共演。音楽祭への出演経験も豊富で、2012年以降

はTexas Music FestivalやSewanee Summer Music Festival に教授陣の一人として参加。室内管弦楽団でも活発に演奏活動を行っており、

ピアニストの妻であるシャノン・ヘッセとの共演もしばしば行っている。 
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第157回 柳内陽子  さん 

駐妻のヒューストン日記 

 2016年の年末から私達のヒューストン駐在生活

が始まりました。まだまだ新参者で1年も経ってい

ませんが、ヒューストンの前はインドネシアのジャ

カルタで4年間駐在していました。 

 来て間もなくの頃、色んな方に『ジャカルタと

ヒューストンってどう違いますか？ジャカルタって

メイドさん付きなんだって？？？』とよく聞かれまし

た。東南アジアから異動になった我が家、勿論

ジャカルタではメイドさんが居ました。ただ注意が

必要なのは、秋葉原にいるようなフリフリのメイド服

を着た可愛らしいピチピチした若いメイドさんでは

なく、現地の普通のムチムチしたおばちゃんなの

です。ただ、このメイドさんのおかげで家事育児の

手助けがあり、友達との時間も有意義に過ごせま

した。ですので、4年間掃除洗濯（料理だけはして

おりましたが）をほぼお休みしていた私にとって、

先進国への異動は大きな壁だったのです。家事

能力が一気に落ちてましたし、尚且つ2016年9月

に産まれた娘の育児が加わり、息子の勉強もみる

となると…。 

 更に大きな壁は左ハンドルの運転。今では無事

に米国免許も取れていますが、最初は運転に大

変苦労しました。ジャカルタでは日本と同じ右ハン

ドルでドライバー付きでした。一見、優雅な駐在生

活だなと思われた方もいらっしゃるでしょうけれ

ど、発展途上国での生活は日本の常識では考え

られない事が多く、有り得ないトラブルは誰しも数

多く経験します。例えば、友達のメイドはお金や食

料を持ち逃げしてましたし、さらに他のメイドは解

雇を恐れて妊娠を隠し肥満だと言い続け、最終

的には腸チフスで入院すると嘘をつき出産して

おりました。 

    そんなインドネシアからヒューストンへ。発展途

上国から先進国へ。大きな壁は私の中で漠然とあ

りましたが、実は10数年前、結婚して間もない頃に

主人のみヒューストンに1年程滞在していたことが

あり、その時に遊びに来ていたので少し馴染みが

ありました。当時から変わっていない場所も多い

ので、私にとって此処ヒューストンは居心地が良

い場所となりつつあります。きっと知らない国だと、

さらに翻弄されていたことでしょう…。 

 今現在約10ヶ月のヒューストン生活ですが、アメ

リカでしかできないことを体験し楽しもうと、小学2

年生の息子に色んなスポーツに挑戦させていま

す。夏休み中は学区のBaseballに、そして秋は

Flag footballに参加しています。元々運動が得意

ではない息子ですので、まずはスポーツを知ると

ころから始めています。徐々に上手くなると、本人

もそうですが、親である私も嬉しくなってしまい、応

援にも熱が入ります。親バカなんでしょうが、子供

と共に楽しめたらいいなと思います。そのうちに息

子自身が好きなスポーツを見つけて、続けていっ

て欲しいですね。親の勝手な願いですが…。 

 また生後3ヶ月で渡米した娘も先日１歳になり、

息子の送り迎えやスポーツの応援に付き合わさ

れていますが、ベビーカーで寝たい時は勝手に

寝ていますし、こうやって強く逞しく育っていくん

だろうなと思いながら見ています。思いの外海外

生活が長くなり、子供達の人生にとって半分以上

は海外暮らしですので、どのように育っていくのか

がこれから楽しみです。 

 ところで先日のハリケーンHarveyの影響は衝撃

的でした。幸い、我が家のアパートはライフライン

も確保され無事でしたが、多くの人やペットが避

難しているのに心が痛みました。一刻も早く元通

りの生活に戻ります様に、お祈りしています。
Houston Strong!!!  

谷口夏櫻 （ピアニスト） 

 コンサート前半のプログラムで演奏する久石譲の作品5曲でピアニストを務めるほか、プログラムノートも一部執筆。4歳でヤマハ音楽

学校に入学し、12歳で同学校の教員免許を取得。以来、国内外のピアノコンクールで受賞。ライス大学音楽学部ピアノ科卒業。プラハ

国際ピアノ音楽祭に参加。Robert Roux、Jeanne K Fischer、Shu-Hao Pao等に師事。2001年からヒューストンを中心に音楽活動に従事

し、現在ピアノ教室を運営しながら日本語補習校の教師もしている。“商工会には子どもの頃からお世話になっており、久石譲の音楽

は私を作っている一角なので記念の場で大好きな曲を演奏することが出来、光栄です。”  

ジェイソン・バートン （コンサートホール責任者）  

 コンサート会場となるヒューストン大学のオペラハウスの責任者。今回のコンサートでは、リハーサルの準備から、照明、音響、座席、

備品に至るまで会場に関することは何でも相談にのってくれる頼もしい責任者。“50周年記念コンサートに向け、鋭意準備を進めている

ところです。Moores Opera Houseは、フランク・ステラ氏によりデザインされ、極めて高品質なアコ－スティックを提供できる並外れたホー

ルです。収容人数は800名で小じんまりとしており、どの席からも間近にパーフォーマンスを感じることができるため、伝統的なオペラハ

ウスでありながら観劇のみならずコンサートにも適しています。” 

ジェイソン・スティーブンス （楽譜担当者＆バスーン奏者） 

 HCS団員歴8年のバスーン奏者で、オーケストラの楽譜担当者として全団員分の楽譜を準備する。本業は、Houston Public Libraryのシス

テムサービスマネージャー。“熱狂的な久石ファンで、今回演奏する曲の大半のスコアは個人のコレクションとして持っています。大好きな久

石氏の作品を実際に演奏できるなんて、僕にとっては夢が実現する特別なコンサートです！” 

峯 恵子 （デザイン担当者） 

 駐妻としてヒューストンに滞在するかたわら、ガルフストリームのボランティア編集委員と

して今年デビューし、美術館シリーズの記事執筆やレイアウトを担当。本コンサートのチ

ラシやポスター、プログラムなどのデザインも担当しています。 

50周年記念イベント実行委員会 

 髙杉会長兼実行委員長を中心に4月に結成した実行委員会のメンバーで、レセプショ

ンとコンサートの両イベントの企画･運営を担当している。プロのイベントコーディネー

ターは雇わず、手作り感満載のイベントを提供できるよう皆で頑張っています。 

メンバー：髙杉禎 (Mitsubishi Corporation(Americas))、岩崎竜司 (総領事館)、木村健洋

(Mizuho Bank, Ltd.)、高木譲二(Mitsui & Co. (USA), Inc.), 増田徹＆ウィリアムス泰子

(Mitsubishi International Corporation)、井川啓子(United Airlines, Inc), 大内裕子(ＪＴＢ 

USA, Inc)、黒川淳二(JETRO)、小林浩子(JBAH事務局) (敬称略)  
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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。 

 前回の脇田知志先生から消化器外科がご専門の古川賢英先生にバトンが移りました。  

医師（MD Anderson Cancer Center 研究員）古川賢英   

第156回 

      膵臓をたべたい？   
化され、消化能力を発揮します。そのため、膵臓の中にあるときは消

化能力を持たず、膵臓自身を消化することはありません。しかし、アル

コールや胆石などの原因で膵臓の中で膵液が活性化されてしまうと、

膵液が膵臓自身を消化してしまう急性膵炎が起こります。強力な消化

液が膵臓内で暴れ出し、膵臓自身を溶かしてしまう急性膵炎が激し

い腹痛を伴うことが想像できると思います。また、膵臓の手術の後に

膵臓の切り口から膵液が漏れてしまうという合併症が起きることがあり

ます。この漏れ出た膵液が膵臓の周りにある太い血管を傷つけ、大

出血を起こす恐れがあるのでこの合併症の有無が膵臓の手術の術

後経過に非常に重要になります。 
 

②ホルモンの分泌 

  ホルモンとは、からだのいろいろなところで作られ、血液によって

全身に送られ、からだの様々な働きを調整する化学物質です。よく耳

にするものとして、成長ホルモン、甲状腺ホルモン、女性ホルモン、男

性ホルモン、ステロイドホルモンなどがあります。膵臓から分泌される

ホルモンの中で重要なものが血糖値を調節するホルモンであるグル

カゴンとインスリンです。血糖値を上げる作用を持つのがグルカゴン、

逆に血糖値を下げる作用を持つのがインスリンです。インスリンという

言葉は皆さんに馴染み深いと思います。この血糖値を下げるホルモ

ンであるインスリンが作用しにくい、または分泌が低下し、高血糖状態

となる病気が有名な糖尿病です。糖尿病の主な原因は食べ過ぎ、肥

満、運動不足などのライフスタイルの乱れですが、膵臓癌などで膵臓

を切除する手術でもインスリンの分泌が低下し、糖尿病の原因となる

ことがあります。 
 

  以上、膵臓の主な働きである①消化液の分泌、②ホルモンの分泌

について述べてみました。皆さん、こちらを読んで頂いて『膵臓をたべ

たい』と思われたでしょうか？ 
 

  先月ヒューストンでは、500年に一度といわれる降水をもたらしたハ

リケーンHarveyによる水害を経験しました。現在皆さまが平穏な生活

に戻られ、健やかに過ごされていることを心よりお祈り申し上げます。 
 

   こんにちは。古川賢英と申します。東京慈恵会医科大学の外科より去

年の3月にヒューストンにやってきました。こちらではMD Anderson Cancer 

CenterのMolecular & Cellular Oncologyという部署に所属し、膵臓癌の基

礎研究を行なっております。先日、インターネットで最近日本で映画化さ

れた小説『君の膵臓をたべたい』というタイトルが目に留まりました。毎日

膵臓の研究をし、お風呂でもトイレでも膵臓のことを考えている私にとって

このタイトルは二度見するほどのインパクトがありました。皆さんはこのタイ

トルから何を想像しますか？もちろん今まで実際に膵臓を見たことのある

人はほとんどいないと思います。ところで、皆さんは膵臓がどのような臓器

かご存じですか？？膵臓は、胃の裏側にある長さが約15cmの横に細長

い臓器です。胃と背骨の間にあるので体表からは触れることはできませ

ん。色は黄色で、形はタラコに似ていますが、たとえ珍味好きな人でさえ

膵臓を見て食べたいと思うことはないと思います。膵臓の周りには多くの

臓器や非常に重要な太い血管が走行しており、また下記に述べる膵臓の

特徴的な役割のため膵臓の手術は消化器の手術の中で難易度が高く、

合併症も多い手術です。膵臓の病気としては、激しい腹痛を伴う膵炎や

非常に予後不良である膵臓癌が有名ですが、膵臓の役割に関して意外

とご不明な皆さんも多いと思います。そこで今回は、膵臓の役割について

述べたいと思います。 
 

  膵臓の役割は大きく二つに分けられます。 

①消化液の分泌 

②ホルモンの分泌 

  一つの臓器が消化液とホルモンを同時に分泌する器官というのは、身

体の中でも膵臓だけです。 
 

①消化液の分泌 

  膵臓は炭水化物、タンパク質、脂質を分解する消化液である膵液を胃

の先にある十二指腸に分泌し、食べ物の消化に大きく関与しています。

膵液は胃液と異なり無色透明のアルカリ性で、一日におよそ1,000ml分泌

されます。膵液は強力な消化液ですが、十二指腸に分泌されてから活性

 次回は消化器外科がご専門の井手野 昇先生です。井手野先生

は、私と同じくMD Anderson Cancer Centerで膵臓の研究をされてい

る先生です。私がヒューストンに移ってきた時に、引っ越しを手伝っ

て頂いたのが最初の出会いです。井手野先生は、学生時代はラ

ガーマンであり、とても頼もしい九州男児です。  
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Q. 補習校に勤められたきっかけは

何ですか。  

A. 以前はテキサスの南部にある

マッカーレン補習校で教員として勤

めていました。ヒューストンへの引っ

越しの為に教員を辞め寂しく感じて

いた時、当時のヒューストン補習校

の校長先生が来校され声をかけて

くださり応募しました。  

  

Q. どのような教員を目指していますか？  

A. 子どもたち一人ひとりが、「先生は自分のことを見てくれて

いる」と感じてもらえるような先生になりたいです。小さな変化

やこっそり努力していることに気がついたら、必ず声をかける

よう心がけています。  

 

 Q. 現在何を教えていらっしゃいますか。 

A. 小学5年生の担任として国語と社会を教えています。  
 

Q. 補習校勤務を始めて、期待通りだったことと意外だったこ

とは何ですか。 

A. 前校では国算のみの午前中授業だったので、6時間の授

業や昼食・お昼休みがあることに驚きました。その分、子ども

たちと過ごせる時間が増え、授業もいろいろな事ができると思

い嬉しかったです。しかし始めてみると、やっぱり時間が足り

ないなと思うことが多く、その点は意外でした。  

 

Q. 補習校での、教員としてのやりがいや喜びを感じた経験を

教えてください。 

A. 4月のスタート時は、クラスは少し緊張した雰囲気です。そ

こから一緒に学び、遊び、運動会などの行事を重ねクラスが

一つにまとまっていきます。いつの間にか「僕は、私は」から

「僕たち、私たちのクラスは」に変わり、友だちや担任との絆が

A  ＋ 

 伊藤美央先生 

勤務年数：3年目 

ビザの種類：グリーンカード 

Q  

ヒューストン 

日本語補習校 

教員 

募集中 

 今年で45年目を迎えるヒュー

ストン日本語補習校では、今後

児童生徒の増加が見込まれる

ため、現在教員を募集中です。 

 現場の教員の方に登場して

いただき、職場としての補習校

について、教員の立場からの

体験や思いをお伝えしてまいり

ます。 

 これを読んで、ひとりでも多く

の魅力ある先生が仲間に加

わってくだされば幸いです。第

16回目は、伊藤先生にお聞き

しました。 

  「海外に来るだけで英語がペラペラになるは

ず！」そんな幻想を抱いていたのは私だけで

しょうか・・・ 

 せっかく海外にきたのだから英語が話せるよう

になりたい、もっとアメリカの文化が知りたい、そ

んな方にオススメなのがトーストマスターズクラ

ブ（https://www.toastmasters.org）です。 

 トーストマスターズでは世界141ヵ国16,000以

上のクラブに35万人が参加して、スピーチとリー

ダーシップスキルを互いに学び合っています。 
 

 クラブの進め方は大きく3つのパートに分かれ

ます。スピーチ（準備したスピーチの披露）、論

評（準備スピーチへのコメント）、テーブルトピッ

クス（即興スピーチ）。リーダーシップ・コミュニ

ケーション能力にも注力しており、人前で話す

練習だけでなく、司会など様々な役割も順番に

担当できる仕組みです。担当が固定されている

会社とは違い、同じことを異なる顔ぶれが行い互い

に評価しあうことで、主観的・客観的に改善点を見

つけ実践していくことができます。 

 

 ・・・と聞くとなんだか小難しそうですが、特にオス

スメのポイントは３つあります。 

 

1. 良い仲間と巡り会えること 

 どこのクラブも新しい参加者はウェルカム！英語

が苦手だって問題ありません。会員みんなが優し

いだけでなく、スピーチを聞くこと、タイムを計るこ

と、日本について紹介することなど、誰でもクラブに

貢献できます。 

 参加者のバックグラウンドが多様なのでスピーチ

内容も面白く、アメリカの日常の暮らしに触れること

ができます。 

 

2. 参加しやすいこと 

 ヒューストンにもたくさんのクラ

ブがあります。ヒューストンの中

心から半径10マイルで探して

みると70か所以上のクラブが見

つかりました。場所、曜日、時

間帯は様々ですから、お一人

お一人のライフスタイルにピッ

タリのクラブがあるはず。会費も

月10～20ドル程度とお手頃で

す。「find club toastmasters」で

検索してみてください。世界中

にクラブがあるので、日本に

#17 魅力的な英語力を身につける！ 

    トーストマスターズクラブ 

帰っても続けられるのもまた魅力です。 

 

3. 褒めてもらえること 

 褒められたり評価されたりすると嬉しいですよ

ね。でも個人的に褒められることってなかなかな

いのが現実。ところがここでは、スピーチをすれ

ば絶対に褒めてもらえます。「まず褒める」のが

論評のルールですから！ 

 「褒められる」嬉しさは、次に自分が「褒める」

喜びにつながります。お互いを認め合い素直に

褒め合うことが、雰囲気の良い空間を作り上げ

て、また頑張ろう、とやる気になります。 

 

 まずは一度訪問してみてください。「ウェルカ

ム！」の声が聞こえてきます。 

（文責：JAXA 梅村さや香）  

春のスピーチ大会で優勝しました。クラブの仲間の応援があってこそ！  

深まっていきます。3月になると、受け持ちのクラスと離れ

るのがとても寂しいのですが、1年前の4月に比べてぐっと

成長した子どもたちを上の学年に送り出せるとき、大きな

喜びを感じます。   

 

Q. 補習校で大変だったことを教えてください。また、それ

をどのようにして乗り越えましたか。 

A. 週一回の授業ですが、平日の授業用意や添削などは

時間を要します。家庭の仕事、育児との両立で時間が足

りないと感じることも多いです。でも、下準備に時間をか

け工夫をこらした授業は子どもたちが楽しそうに参加して

くれるので、ついつい補習校の準備に時間を費やしてし

まいます。限られた時間を有効的に使い、より良い授業

作りができるようになるまで、まだ時間がかかりそうです。 

 

Q. これから応募される方へのメッセージをお願いいたし

ます。 

A. 子どもたちの成長を近くで実感できる素晴らしい仕事

だと思います。悩んだり、不安になることもありますが、校

長先生をはじめ、ベテランの先生方が必ず相談に乗って

くださいますので安心してください。   

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.misaki.rdy.jp%2Fillust%2Fwaku%2Fhon%2F4%2Fsozaitext%2F102.htm&ei=qj99VI_eGIqpNojkgLgG&bvm=bv.80642063,d.eXY&psig=AFQjCNH-6kViAOvZw9qW3eRGX
https://www.toastmasters.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.114 

 

編  集  後  記 

10月号ということで新年度最初のガルフストリームになりま

す。 

今号のガルフストリームは、「新年度会長御挨拶」「テキサ

ス会結果報告」を一面に、「商工会議事録」、ハリケーン

「ハービー」で今年は中止になった「ダラス戦」の保護者コメ

ント、「会社紹介」、新年度の「役員紹介」、「宇宙セミナー」、

「ハリケーン特集」、「商工会50周年記念イベント関係者紹

介」、「駐妻日記」、「テキサスメディカル」、「先生体験記」、

「課外活動(英語Toast Master)」、「ヒューストン知っとん」そし

て、「Houston Walker」になります。なお、今号の「会員消

息」は別紙になっています。 

ハリケーン特集では、体験記、写真のご提供をいただい

ての「ハービー」関連の記録になります。ご協力いただいた

皆様、大変な時期にもかかわらず、ありがとうございました。

これら体験を会員で共有できればと思います。また、この記

録にはご紹介しきれておりませんが、ハリケーン襲来時には

注意喚起からヒューストン市による自主的避難勧告、強制

退去命令の予定及び計画停電などの関連情報をヒュースト

ン総領事館からメールで適宜いただきました。個人的にも

大変役立ちありがとうございました。復興までまだ時間がか

かるところもあるとおもいますが、引き続き、この災害を乗り

越えていけるよう協力していければと思います。 

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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<Event> 
 ■Oct10~22 The Secret Garden @ The Hobby 
Centre for the Performing Arts   
(800 Bagby St. Houston, TX77002) 

バーネット原作の小説「The Secret Garden(秘密

の花園)」のミュージカル版で、1991年にブロード

ウェイで初演。トニー賞３部門受賞した、世代を

超えて読み継がれている感動名作のミュージカ

ル！ 

チケット：$30〜$108 
www.thehobbycenter.org/?q=node/2018 
 
■Oct27 Fanatical Change Presents Carnival 
Freak Show @ BBVA Compass Stadium  
(2200 Texas Ave. Houston, TX77003) 

非営利団体によるヒューストン最大のチャリティ

ハロウィーンパーティ！ライブ音楽やDJ、フォト

ブース、カクテル、大規模なオークションなど、多

くの企業家が集まり深夜まで賑わう大人のため

のファンイベント。イベント収益はヒューストン地

区の児童養護施設で暮らす子どもたちへのサン

クスギビングディナー費用にあてられる。チケッ

ト：$40〜$500 

www.eventbrite.com/e/fanatical-change-presents-
carnival-freak-show-houstons-largest-halloween-
party-tickets-35725368539 
 
 ■Nov4 Zombie Charge Houston @ Tanks 
Paintball  
(22011 Southwest Fwy. Richmond, TX77469) 

今年もスリル満点なランニングエンターテイメント

「ゾンビラン」がヒューストンで開催される。5Kの

コース内にはトレイルや泥、沼地、また様々な障

害物や仕掛けがあり！ランナー（人間役）として

大量のゾンビからフラッグを取られないよう逃げ

きるか、本格的なゾンビとして人間を追いかける

かはあなた次第！イベント後のパーティも盛り上

がること間違いなし。参加費：$39~（10歳以上） 

www.zombiecharge.com 
 
 ■Nov8~12 Disney on Ice ”Reach For The 
Stars” @ NRG Stadium  
(1 NRG Park.Houston, TX 77054) 

1986年の世界初公開以来、米国をはじめ全世

界７０カ国以上で公演を続ける感動溢れるアイス

ショー。「Reach For The Stars」はミッキーマウス

やミニーマウスなどのお馴染みのディズニーキャ

ラクターの登場に加え、「アナと雪の女王」、「美

女と野獣」、「リトルマーメード」他、ディズニー名

作の数々が一堂に会し、心ときめいたシーンや

メロディを氷上のミュージカルとして再現。チケッ

ト：$20〜$140 

www.disneyonice.com/ticket-info/Reach-for-the-
Stars/111062 
 
<New Open> 
■Kukuri Japanese Cuisine @ Washington Ave.  

(1902 Washington Ave. Unit C. Houston TX 

77007) 

去る8月にオープンした、NYマンハッタンのミッ

シェラン一つ星寿司レストラン「Jewel Bako」のベ

テラン料理長Shimao Ishikawa氏による寿司レス

トラン。築地市場から直送の鮮魚ほか、季節の

肉や野菜など洗練された料理を提供する。  
http://kukuri-uzu.com 
 
■a’Bouzy @ Riveroaks  
(2300 Westheimer, Houston,TX77098)  

シャンパン好きにたまらない、ヒューストン初の

シャンパンを主流としたレストランが待望のオー

プン！約250種のシャンパン他、世界から厳選し

たワイン約1000種以上（$12~$2,000)を取揃え

る。食事は旬のシーフードや肉類他、どれもお

酒と相性の良い料理ばかりでペアリングが楽し

める。 

www.abouzy.com/reservations 


