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「米国金融・経済の動向：景気後退が近づいているのか？」 
ビジネスセミナー（ヒューストン日本商工会・JETRO共催） 

 令和元年（2019年）6月26日（水）に、ヒューストン日本商工会とJETROヒューストンの共催による標記セミナーが開催されました。セミナーは2部構

成で、みずほ総研新形氏、三菱UFJ銀行栗原氏よりそれぞれ講演を行った後、パネルディスカッションが行われました。以下に概要を紹介します。  

-みずほ総研 新形氏 講演内容- 

<米国経済の動向> 

 2018年は2.9%と高成長を遂げたが同年4-6月をピークに減速傾向にあ

り、その主因は個人消費・設備投資の落込みである。今後も設備投資の減

速は続くものの、個人消費に支えられて成長率は底堅く推移する見通し。

供給サイドでは非製造業と比較して鉱業・製造業の減速が2018年後半より

顕著である。一方で米国経済のエンジンである個人消費は2018年末の株

安により一時的に減速したものの反発、以降堅調に推移している。個人消

費を支える雇用市場も足許失業率が3.6%と歴史的な低水準であり、金利

上昇圧力の緩和も住宅ローンや自動車ローンの金利上昇を抑え、個人消

費を下支えしている。以上を踏まえ、経済成長率は2019年は2.8%、2020年

は1.7%と先進国の中では比較的高い成長を見込む。 

<景気動向のカギを握る3つの指標> 

 今後の米経済を占う重要な指標は原油価格、雇用、株価の3つと考える。

シェール革命以降、米国は資源国家としての様相を強め原油価格と設備

投資の動向は強い相関関係にある。原油価格（WTI）は直近ピーク時の

2018年10月の70ドル台から下落傾向。需要のカギを握る中国の景気動向

は、米中摩擦が続く状況を勘案すると不透明であり今後の上昇は見込み

づらい。そのため設備投資も大きな反発は見込まれない。雇用市場の逼迫

により個人消費のカギを握る個人所得、賃金上昇率とも伸びており個人消

費を支える見通し。株価は資産ストック及び心理面において個人消費に影

響を与える。堅調な株価に支えられ家計の純資産は2007年以来増加傾向

である。 

<トランプ大統領の通商政策> 

 大統領支持率は保護貿易主義を打ち出した2018年以降上昇傾向にあ

り、共和党支持者から90%の支持率を誇ることから政策を変更することは考

えづらい。特に米国の貿易赤字の約半分を占める対中国、1/4を占める自

動車関連は焦点となり続ける。しかしながら対中国追加関税や自動車関連

品目の関税を実施した場合、影響が広範にわたり景気減速要因となり得る

ことから慎重に対応することが予想される。 
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栗原浩史氏: 三菱UFJ銀行  

                   経済調査室NY駐在チーフ米国エコノミ スト 

1999年三和銀行（現三菱UFJ銀行）入行。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。  

新形敦氏: みずほ総合研究所 ニューヨーク事務所長 

1997年現みずほ総合研究所入社。在米日本国大使館（外務省出

向）、ニューヨーク事務所、金融調査部、経済調査部等を経て、2015

年より現職。専門は日米経済、国際金融、金融機関経営分析。著書

に「ポスト金融危機の銀行経営」（共著、金融財政事情研究会、2014

年）等。テレビ東京、NHK等に出演中。 

-三菱UFJ銀行 栗原氏 講演内容- 

<景気後退を判断する3つの指標> 

 過去の米景気後退の背景はインフレ圧力の高まり（インフレ圧力抑制を

目的としたFRBによる利上げ）、資産バブル・信用（クレジット）バブルの崩

壊、外的なショック（原油価格の急騰等）の3点に大別される。インフレ圧力

について、過去10年の平均インフレ率は過去20年の数値と比較しても低水

準にとどまっている。歴史的な低失業率による賃金上昇がインフレ率を押

上げる可能性はあるが、金融危機後は相関性は弱まっている。現在過去

最長となる10年間の景気拡大局面にあるが、インフレ率と景気拡大期間は

トレードオフの関係にあり、今次景気拡大期の平均インフレ率1.5%は過去

に無い低さであることから、景気拡大が継続する蓋然性は高い。世界的に

も豪州は1991年から現在まで景気拡大が継続している。次にバブルにつ

いてだが、家計債務、企業債務とも過去の景気後退局面に比較して低水

準、レバレッジ指数も低位でありその兆候は確認できない。 

<個人消費・設備投資の動向> 

 労働市場が完全雇用の状態に近づくなか、雇用者増加数のペースダウ

ンは避けられないとみられるものの雇用者数の増加自体は続く見込み。賃

金の上昇も併せてみれば個人所得は増加ペースを維持する公算が高い。

また、家計の純資産は金融危機以降着実に増加しており、「株価や住宅価

格が上昇して純資産が増加すると貯蓄率が低下する」という従来の行動パ

ターンも金融危機後は変化している。かかる状況を勘案して個人消費は今

後も堅調推移が見込まれる。大企業経営者の経済見通しは12月の株安を

受けて悪化するも悪化幅は限定的。中小企業から大企業に至るまで当面

の設備投資計画は過去と比較しても強めである。 

<米中貿易摩擦・経済政策の動向> 

 米中貿易摩擦について、トランプ大統領2期目を望む対中強硬派の思惑

を勘案しても景気の悪影響となる全面的な輸入関税を発動するという見方

は薄い。雇用者数に対する農業割合の高い州は2016年大統領選挙にてト

ランプ大統領を支持しており、農業保護の観点からも中国からの報復輸入

関税を誘発するような動きは避ける見込み。 

                                                       (文責: みずほ銀行 伊藤豪一郎)  

パネルディスカッション 
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薮下 祐司さん 

 去る6月2日に商工会・日本人会共催第563回テキサス会「総領事杯」ゴルフトーナメントが

WindRose Golf Courseにて開催されました。今回は、福島総領事を迎え、総勢64名の方々が参

加する大会となりました。当日、朝こそ雲があったものの途中から青空が広がり太陽の日差しが

厳しさを増す中、全員が午後1時頃には無事にホールアウトすることが出来ました。 

 表彰式冒頭での福島総領事からのスピーチでは、テキサス会の歴史の深さと参加者の皆さま

のお元気な様子への賛嘆をユーモアも交え語っていただきました。 

 さて、肝心のトーナメントですが、今回も前回同様、ダブルぺリア方式で開催いたしました。結

果はJERA Americas Inc.の内藤 聡さんがグロス83、ネット71で男性の部及び総合優勝の2冠を

獲得され、また女性の部は山地 恭子さんがグロス79、ネット73で優勝され、福島総領事から多く

の賞品を授与されました。そしてYamato Transport USA Inc.の牧山 吉喜さんがグロス74でベス

グロ賞を獲得されました。内藤様は、ヒューストン駐在4年で、6月末には帰任が決まっておられ

たということで最後のテキサス会挑戦での栄誉でした。賞品を獲得された皆さま、おめでとうござ

いました。 

 最後に、今回も会員企業、日本人会、日系レストラン、スーパーの皆さまから、当日に至るまで

たくさんのご寄付を頂き、大会を盛り上げていただきました。また参加者の皆さまのご協力の

下、無事にトーナメントを開催することができました。この場をお借りし、皆さまに厚く御礼を申し

上げます。次回、第564回テキサス会「United杯」は2019年9月ごろに開催予定です。多くの皆さ

まのご参加をお待ち申し上げております。 

（文責 大会幹事: 物資化学品部会） 

第５６３回テキサス会「総領事杯」 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

 1986年アメリカ進出。以来多くのお客様に支えられ日本の引越、日本

のサービスを展開しております。 

 昨今は引越金額をセーブする為にお見積もりに呼ばれるだけでなく、

質の高い引越を求めて色々なご相談を人事の方から受けます。人生で

ストレスを感じる割合が非常に高い引越という行事で、ご駐在員から永

住の方までそれぞれの背景が違うので対応も様々ですが、そこでやは

り日本の会社に頼んで良かったとご満足頂けるように社員一同100パー

セントの情熱を注ぎ込んでおります。 

 日本一のサービス、世界一のサービスを目指しておりますので、ご指

摘、ご指導をお客様より頂き、今後アメリカにおいて頑張って参ります。 

 

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。 

 今後アメリカで1番伸びしろのあるエリアだと思います。年々進化して

いて、食べ物も美味しく、それでいて物価も他のビッグシティから比べる

と安い3拍子揃ったエリアという印象です。 

 アメリカでは西海岸、シカゴ、アトランタ、フロリダなど住みたい好きな

エリアは多くありますが、今のトレンドはまさにヒューストンと言って過言

ではないのではないでしょうか？ 

 

３．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

 アメリカは15年目になりますが、国内旅行が大好きで特に今はまって

いるのは東海岸になります。とは言いつつも情けない話ですがイエロー

ストーンやアラスカにはまだ行ったことはありません。息子と2人で今年

は夏にメイン州に男旅に行く予定をしております。ご帰国前のお客様は

国内だけでなく、ヨーロッパなど帰国前にご旅行される方も多く、職権乱

用と言われるかも知れないですが、仕事柄旅行後のお話を聞くことが多

く、非常にホットな良い情報を頂けます。それを元に次行く旅行先を決

めて毎年日々の活力にしております。 

 危険な目に遭ったことは無いですが、良い思いをしている日本人ばか

りでないのがお客様の話を聞いていると良くわかります。引越屋や不動

産屋は何でも相談を受ける仕事だと思いますので、何でもお気軽にご

相談ください！！ 

総合優勝者・男性優勝者 内藤様 

女性優勝者 山地様 

ベストグロス賞 牧山様 

アート引越センター 

一番左が薮下さん 
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 小春日和のすがすがしい五月のある日曜日に、私の大切な補習校幼稚

部の卒園生が、我がTOY STORY牧場に同窓会遠足にやってきました。 

 常々クラスでお話ししてきた動物たちのようすや、大自然の中の牧場風景

に、子どもたちは大はしゃぎ。到着するやいなや大草原めがけて駆け出し

ました。まるで手から離れてしまった風船のように、お母さんの手から離れ

てどんどん走り抜けていきます。 

 途中で出会う動物たちに挨拶をします。親御さんたちは後を追いかけて

いくのがやっと。本当に人間の子どもたちが動物になった瞬間でした。ひと

まず皆を集めて、牧場で過ごす注意事項や動物たちとのふれあいの仕

方、馬の習性などについてお話し、早速動物たちに餌やりをお手伝いして

もらいます。 

 まずは、豚さんから。大きなイノブタからかわいい子ブタたちまで、人懐っ

こい豚さんたちに大歓声。「思ったより毛がソフトだった。」何でもよく食べる

豚に「そんなに食べるから豚なんだよ。」なんて語りかけながら、手からス

ナックを与える。豚たちの時折あげる甲高い鳴き声に耳をふさいでびっくり

している子どもたち。「豚の鼻って濡れてるんだ。」など発見することもいっ

ぱいです。 

 次に出会ったのはうさぎさんたち。ふわふわのうさぎの赤ちゃんを抱きあ

げて、ハイポーズ。かわいくて手放せない様子の子どもたち。「もういいだ

ろー、下ろしてくれー。」今度は捕まるまいと逃げ回るうさぎたちと、子どもた

ちの追いかけっこ。うさぎの厩舎はまるで不思議の国のアリスの世界。 

 放し飼いにしているヤギさん親子に出会い、子ヤギと戯れる子たち。それ

から、今日は思いのほか檻に閉じ込められてしまった、自分たちより大きな

体の真っ白なグレートピレネー犬を囃し立てて威嚇する男の子たち。まるで

どちらが動物なのか分からなくなってしまいます。 

 ちょうどおなかが空いてきた頃合いに、お母さんお父さんの呼ぶ声。お母

さんがたの腕によりをかけたお弁当に、とってきた槇でおこした火であぶっ

たソーセージやコーンに舌鼓をうち、たくさん食べて飲んで、健康そのも

の。 

 今日の出番のために馬鞍をつけられていたポニー

も、食べてる人参やコーンをおねだりしにきます。お

いしそうに食べている背中にひょいっと飛び乗る子ど

もたち。誰も教えたわけでもないのに、上手に馬を操

る、まるでカウボーイ、カウガールです。何やら馬の耳

元で念仏を唱えるかのように話しながら、パカパカ長

閑に馬の背に揺られています。 

 お父さん、お母さん用の乗馬用にスタンバイしても

らっていた大きな馬サラブレットは、お父さんやお母さ

んの緊張した意気込みを感じ取ってか、ご機嫌ななめの様子。あまりに嫌

がるので今日は乗馬を断念。その代り、エンジン付きのATVで走ることにし

ました。ブーンブーンとエンジンをふかしてお父さんたちは野生的な男性

に変身。男の子たちを魅了します。「僕も乗りたい」と、今度はお父さんと一

緒にATVにまたがり、牧場をぐるっと一周。アウトドアスポーツで満喫してい

るかたわらには、‘スイカ割り’で盛り上がるママと子どもたち。「スイカを棒で

たたくの？」「食べるものなのに？」素朴な疑問に答えられない私たち。いっ

たいどういうなれ初めではじまった儀式なんでしょう？メキシコのピニャータ

にも似ているような。なかなか割れない難しい‘すいか割りゲーム’ですが、

大きなお姉さんが「えいやー」と止めをさしてくれたので、無事においしいス

イカをいただくことができました。 

 遠くにいる馬の群れを呼んでみようと、子どもたちと口笛の練習。まだまだ

うまくふけませんが、皆の奇声が聞こえたのか、どこからともなく十数頭の馬

の群れが走ってきます。そのダイナミックさに「わーテレビのコマーシャルを

見ているみたい！」と感動の声。大きな馬たちの鼻をやさしく撫でてやり、

いっぱい日本語で話しかけてあげました。動物は口がきけないけれど、人

の気持ちが読めたり感じ取ったりします。特に馬は人の気持ちを理解する

動物です。子どもたちのやさしい気持ちが伝わったようで、ゆったりと落ち

着いて子どもたちの手から大好物のニンジンをもらっていました。 

 次は鶏小屋に訪れ、みんなで本物のエッグハントを行いました。小さな子

どもたちの手で、ひとつずつ大切そうに収穫してきた生みたての卵を誇らし

げに見せに来てくれました。本物の命のぬくもりを肌で感じることができた

のではないでしょうか。 

 野生の本能を呼び起こされたと感じたお父さんの一人が、子どもたちを集

めて、余ったソーセージを持って敷地内の小川でザリガニ釣りを始めます。

垂らした糸にひょいっと吊り上げられる大きなザリガニに、子どもたちは大歓

声。僕も私もとお父さんに枝とソーセージをもってきて、インスタント釣り竿を

作ってもらいます。お父さんはとうとうSOS、みんなで協力して枝と糸にソー

セージをくくりつける作業をすることに。次々に罠にかかる疑いを知らない

純粋なザリガニたち。つかまれまいと必死に鋏を振り上げるザリガニは大暴

れ。ザリガニ釣りは子どもたちに大人気でした。日が西に傾きかけるまで、

ひたすら遊んだ後はキャンプファイヤーでマシュマロを焼いて今日の一日

を締めくくりました。 

 大人も子どもも口々に楽しかった、時間を忘れて楽しんだと別れを惜しみ

ながら、また会おうと牧場での再会を約束して、動物たちの見送る中TOY 

STORY牧場を後にしました。子どもたちの手にはまだあの卵のぬくもりが

一生忘れない思い出として残っていることでしょう。 

 一生懸命に生きる動物たちと自然の中でふれあい命の大切さと偉大さを

感じ、ゲームやテレビに頼らなくても時間を忘れるくらい楽しく過ごし、本来

の私たち人間らしさを味わい、命の洗濯ができたという感想をいただきまし

た。 

 今回の牧場同窓会遠足では、学校で言葉では教えきれなかった何か大

切なものを日米の将来を担う大切な子どもたちに、そのまた強力なサポー

ターのお父さんお母さんにもお伝えできたのではないかと思います。どうぞ

皆さんも夏休みを利用して牧場に遊びに来てくださいね。動物たちのお世

話やガーデニング、畑の世話をしてくださるボランティア仲間も随時募集し

ております。toystoryranch.com            （文責: ウィリアムス泰子） 

３．牧場遠足 
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 東京で3年間、オフィス家具関連の会社で働いた後、当時お付き合い

をしていた今の夫のヒューストン赴任が決まり、結婚して同行することを決

意。お互いの両親へ挨拶、入籍、結婚式までの半年は息つく暇もなく過

ぎ、昨年7月にヒューストンにやってきました。新しい土地で新しい生活が

始まることに対する興奮と期待感は、昨日のことのように覚えています。

来た当初は、アメリカらしい派手な看板や街並みを眺めたり、日本の何倍

も広いアパートメントのインテリアを考えたり、ただスーパーに買い物に行

くだけでも、全てが新鮮でした。昨年の夏は新婚旅行で憧れのCancunに

行き、昨年末は一生に一度は行ってみたかったグランドキャニオンの絶

景を見ることもできました。しかし、初めての海外生活、突然の結婚生活、

ペーパードライバー、分からない英語。次第にストレスを感じるようにな

り、日本に帰りたくなることもしばしばありました。ある時は、慣れない運転

中に携帯電話が使えなくなって帰り道が分からなくなり、誰かに英語で尋

ねる勇気もなく、市内を2時間彷徨ったこともありました。 

 幸いにも、運転は意外に早く慣れたこと、語学学校に通ったこと、そして

新しくできた友達のおかげで、次第に新しい生活に慣れていき、家事以

外のことにチャレンジしたい、という余裕が出てきました。そこで始めたの

が、バドミントンでした。きっかけは、太ってしまった原因である運動不足

を解消するためでした。営業として働いていた頃は、1日1万歩以上歩い

ていたため、太ることはあまりなかったのですが、車社会と猛烈な暑さに

よって、歩いて買い物に行くことさえ億劫になり、ある日体重計に乗って

愕然としたのです。 

 ヒューストン近郊でバドミントンができる場所があることはご存知でしょう

か？Houston Badminton Centerという施設が、BellaireとSugarlandの中間

地点にあります。バドミントンと卓球ができる施設で、子供から大人まで年

齢・性別・国籍問わず楽しんでいます。主にアジアで人気のスポーツとい

うイメージですが、実はバドミントンはイギリスが発祥です。コートは12面あ

り、入場料$10を払えば、空調の効いた施設内で好きなだけプレーするこ

とができます。利用者は初級から上級まで幅広いですが、私のような初

心者は、追加料金を払えばレッスンを受けることもできます。初めて

Badminton Centerを訪れた時は、その熱気に尻込みしてしまいそうになり

ましたが、親切な常連プレーヤーや受付の日本人女性の存在にも背中

を押され、挑戦してみることにしました。今では毎週台湾人コーチによる

レッスンに欠かさず通っています。体を動かすことで、以前よりもメリハリの

ある生活を送れるようになったと思います。残念ながら減量はしていませ

んが、これからに期待です。 

 ヒューストンでのこれからの生活に対して期待も不安もありますが、今や

りたいことやすべきことを見極めて、貴重な海外での生活・経験が豊かな

ものになるように、色んな事にチャレンジしたいと思っています。本誌は、

同じようにヒューストンに暮らす日本人がどのように過ごしているのかを知

ることができるので、毎月楽しみに読んでいます。最後に、ヒューストンに

来てちょうど1年の7月号に、駐妻日記としてこの1年を振り返ることができ

て良かったです。この機会を頂き、ありがとうございました。 

駐妻のヒューストン日記 178回 田村晴香 さん 

もう死語となったが、一昔前にハナモク(花の木曜日)という言葉があっ

た。私のハナモクは会社のズンバクラス。わが社では木曜日の就業時間

後、社員宛にWellness Programを提供している。え、「ズンバ - Zumba」っ

て何？世の中の流れに敏感な貴方には今さらって感じだが、中間管理

職のオジサンには未知の領域かも。ズンバはコロンビア出身のアメリカ人

インストラクターが考案したフィットネスで主にラテン系の音楽で踊るのだ

が、これにヒップホップ、ベリーダンス、更にボリウッドも加わってしまう。こ

れを聞いただけで、日頃運動不足に悩む中間管理職のオジサンには縁

のない話題になってしまう。でも大丈夫、子供からシニアまで対象にして

おり、下手でもいいから音楽を楽しみ、身体を動かすというコンセプトなの

だ。ということで、インストラクターは振り付けの解説はせず、参加者は見

よう見まねで踊っている。 

私がバンクーバーに駐在していた5年ほど前、妻がYWCAのエクササ

イズクラスに通っていた。その頃からか、妻の音楽の趣味がラテン系に変

わっていたのだ。話を聞いてみると、どうもズンバをやっているらしく、あな

たもズンバに来たらと言う。ラテン系の音楽にあわせて身体を動かし皆で

「フー」と叫ぶのがたまらないらしい。なんだ、マイケル ジャクソンじゃない

か！でも、マイケルはラテン系ではないな？ちょうどその頃、大連に住む

友人がSNSでズンバの話をアップしていた。中国では公園で人民服を着

て太極拳をするのでなく、いまやスタジオでAdidasを着てのズンバをす

る。時代はズンバらしい。気になったのは生徒が「フー」と言えず、インスト

ラクターだけが「フー」と言っているとのこと。勿論、友人はそのことを不満

に思い愚痴っていた。ところで、妻が私にズンバを勧めたのは、私が加齢

により健忘症になっていると心配し、身体を動かして脳を活

性化すべきと真剣に考えていたからなのだ。どうも、この手

の話は中高年の夫婦によくあるらしい。夫は妻の話を忘れ

ている訳でなく、ただ聞き流しているのだ。それはさてお

き、妻いわく、ズンバは平日のクラスのみで参加者は中高

年の女性がメインで、たまにゲイのオジサンが来るとのこと

だった。熟慮の結果、カナダ滞在中にズンバに行くことは

なかった。 

1年前だろうか、会社のHR担当者がWellness Programで社員向けにヨ

ガを始めた。それなりに成功したので次は ズンバ を考えていると言う。忘

れかけてたズンバの記憶が蘇ってきた。これで私も「フー」と言えるのか。

ちょっと恥ずかしいが、楽しみが増えた。中間管理職の私は机でため息

をついている。「ふー」じゃない「フー」と言いたい。木曜日、就業時間が

終わり、さっそくTシャツに着替え、会社の交流スペースへ。インストラク

ターは思った通りラテン系。早く「フー」と言いたい。アップビートな音楽に

合わせ身体を動かす。右足、左手、左足、右手が交互に動かず、右手、

右足が同時に動いてしまう。脳からの指令が身体に伝わらない。あと10歳

若ければできたかも、と思いながら 死にもの狂いでインストラクターの動

きについていく。アップビートな音楽のせいか、あっと言う間にレッスン終

了。ちょっと待てよ、「フー」って言わなかったぞ。ヒューストンのズンバは

参加者の年齢層が高いせいか、寡黙なズンバだった。言うまでもなく、肩

で息をフーフーとしている。最初は男性社員が数名いたが、その後レッス

ンを重ねるうちに、男性社員がいなくなり、最後は私一人になってしまっ

た。他のオジサンには辛いのだろうか、それと

も単に忙しくて参加できなくなったのか。そん

なことはどうでもいいが、とりあえず、毎週木曜

日は私の楽しみになっていた。妻には木曜日

にズンバを始めたと報告したのだが、なぜか

いつも木曜日に帰宅が遅くなる理由を聞いて

くる。読者の皆さん、齢40を超えたら夫婦でズ

ンバをすることを勧めたい。 

   （文責: 米国三菱商事会社 嶋田 暢一） 

# ２４  中間管理職とズンバ  
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アンケート結果発表 
回答の受付期間は、5月23日から6月5日の14日間、アンケート依頼メールの送付先は913名、うち103名

の方々からご回答を頂きました。回答率は11.3%と必ずしも高くはありませんが、ガルフストリーム誌へのご関

心が高い100名を超える方々からのご回答は、読者全体のご意見を代表するものと捉える事が出来ると考え

ております。 

読者の皆様へ 

平素はガルフストリーム誌をご愛読頂き有難うございます。5月23日にメールにて皆様にご協力をお願い致しました「読者アン

ケート」には、多くの方々からご回答を頂きましたことに感謝いたします。前回、2005年に実施した同様のアンケート調査から、

15年近い月日を経て、改めて皆様からご意見・ご感想を頂く事としたものですが、以下、アンケート結果をご報告致します。 

１．全体的な感想 

ほとんどの読者に発行を楽しみにして頂き、その内容や誌面の

雰囲気、ボリュームについても肯定的な意見が多数を占めました。

原稿作成にご協力頂いている皆様、また編集委員一同にとって、

たいへん嬉しい結果でした。今後の編集にも一層力が入ります。ま

た、多くの方が持ち帰り、ご家族でもお読み頂いていることは、商工

会誌としての役割に加えて生活に根差した会誌になっているという

ことでしょう。「持ち帰られていない」と回答された方の多くには、単

身か単身赴任の方が多かったと思われます。 

２．人気記事ランキング（３つ選択制） 

「旅行記」や「駐妻日記」、「ヒューストンウォーカー」など、日頃の生活に関連した記事が高いランクに入り

ました。「旅行記」は、普段のヒューストン生活では味わえない冒険を誌面に求められているのでしょう。また、

今号で第178回を数える「駐妻日記」は、長きにわたって大好評の連載です。執筆者は尽きることはなさそう

ですので、これからもどうぞお楽しみに！一方、「先生体験記」や「ピーカンキッズ」などの、お子様を対象とし

た記事への選択は必ずしも多くありませんでしたが、3つの記事しか選べなかったため項目内での相対的な

人気を示している結果なのかもしれません。また、ご回答いただいた方の性別・家族構成も、深く関わってい

ると思われます。なお、ランキングの下位に位置するからといって掲載を中止するのではなく、商工会の活動

を報告する広報誌としての役割を軸に、掲載記事の選択には今後とも努めてまいります。 

３．今後もっと取り上げて欲しいカテゴリー（３つ選択制） 

「レストラン紹介」や「現地イベント情報」へのリクエストが高い結果となりました。商工会のホームページで

は「お助けマップ」にてレストランの紹介をしていますが、口コミ的な紹介もご希望されているのでしょうか。前

回2005年のアンケートでも「レストラン紹介」が新しく取り上げて欲しいカテゴリーとして高いランクに入り、読

者のご希望に応えて「食ぅすとん」の連載を開始しました。編集委員会では「食ぅすとん」の復活を検討してお

りますので、乞う、ご期待！  

４．電子化について 

ウェブ版の存在への認知度は高い結果となりましたが、実際にアクセスしている頻度は必ずしも高く

なく、見たことがない読者も3割近くに上りました。現在、ハードコピーを配布している事もあり、更にウェ

ブ版までアクセスする人は限られているものと思われます。読者の方々はハードコピー派が圧倒的に多

い約6割、対するウェブ版の方が好きな方は1割強に留まっています。ペーパーレス（ウェブ版のみ）に

なっても約6割の読者は継続して購読して頂ける事が確認できましたが、少なくとも1割の読者離れが起

きる可能性も確認できました。ペーパーレスの賛否につきましては、賛成が最も多かったとはいえ、「どち

らとも言えない」「いいえ」の回答も少なくはなく、意見の分かれる結果となりました。  

５．フィードバック・感想（一部抜粋：19件のコメントのうち8件を紹介） 

●とても充実した内容で素晴らしい会報誌です。 

●タイムリーな記事であるとともに、記録としても良い冊子で、編集委員の皆さんのご尽力の賜物と思いま

す。 

●毎月、楽しみにしています。編集員の方達が作りやすくし、長く続くことをねがいます。 

●以前よりカラフルになり、構成に関しても読みやすくなり、毎回楽しみにしています。いつも作成ありがとう

ございます。 

●カラーで読みやすいですが、もう少し字が大きいとありがたいです。 

●紙が好きですが、費用をもっと別のところにかけられるならペーパーレスもいいと思います。情報にはい

つも感謝しております。負担の多い記事がなくなるなどしても仕方ないと思うので、どうかつづいて頂けれ

ばと思っています。 

●やはり時代の流れでオンラインだけになるのかもしれないですが、僕は印刷物好きなので、紙が残るとう

れしいです。 

●子供が小さいと忙しく、自分からwebまで行って読むのは難しいかなと思います。冊子だと抱っこしながら

でも目を通せるので助かります。 

回答を入力して頂きました皆様、どうも有難うございました。たくさんの感想に、編集委員一同、一層

身が引き締まるとともに、「今後も頑張ろう」と励まされました。電子化に関するご意見の中には、小さな

お子様を持つ方の貴重なコメントを頂けました。文字の大きさについては、レイアウト担当の努力もあり、

読みやすい誌面になる一方で、多くの情報を掲載したい思いから文字が少し小さくなる傾向がありま

す。紙幅の都合上、全ての掲載は出来ませんが、お寄せ頂きました全ての回答を今後の参考にさせて

頂きます。 

今回、頂きました貴重なご意見は、今後のガルフストリーム誌に反映させて、皆様のお役に立つ情報、

また商工会活動の掲載に努めて参ります。また、意見の割れる結果となった電子化に関しては、今後の

更なる検討に際して、皆様へ御協力を頂く事もあるかと思いますので、引き続き宜しくお願い致します。 

ボランティアで成り立っている編集委員会ですが、今後も編集委員一同で心を込めた誌面作りに努め

て参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。今回のアンケート結果をご覧になって、「私も編集に関

わ っ て み た い」と 思 わ れ た 方、是 非 お 気 軽 に ガ ル フ ス ト リ ー ム の ウ ェ ブ 版 の ペ ー ジ（https://

www.jbahoustongulfstream.com/）よりご連絡下さい。 

 

Apollo 11 50th Anniversary Celebrations at Space 
Center Houston 
1601 NASA PARKWAY HOUSTON, TX 77058 

 今年はアポロ11号により人類が初めて月に着陸して

50周年を迎える特別な年です。ご当地であるヒュース

トンのスペースセンターでは、この歴史的な偉業を祝

うべく様々なイベントが企画されていて、イベントに

よって時間、料金も多岐に分かれていますので興味

のある方は下記のサイトをご参考にして下さい。アポロ

11号の発射から太平洋の海面に帰還するまでの全て

の過程を指示した、かのミッションコントロールセン

ターは、その当時のままに保存され国の歴史的建造

物に指定されていますが、今回の記念企画の一つで

あるトラムツアー（7/16 & 7/24）では、初めてこの部屋

を見学することができる特典があります。 
https://spacecenter.org/apollo-50/apollo-anniversary-
celebration/           
 

Water Wall 
2800 POST OAK BLVD HOUSTON, TX 77056 

 ヒューストンで最も写真に撮られているスポット。この

64フィート、U字形の巨大な壁の両サイドから落ちて

来る大量の水の醍醐味を身近に感じる事ができま

す。周囲は180本ものLive Oakに囲まれているため木

陰が多く、ピクニックや散歩にも最適です。Galleriaに

至近距離でもあるので、ショッピングの帰りなど立ち寄って

もいいですね。入場無料。 
https://www.visithoustontexas.com/listings/water-
wall/20713/ 
 

The Escape Hunt Experience 
125 W GRAY STREET SUITE 100 HOUSTON, TX 
77019 

 最近アメリカと言わず世界中の主要都市に広がっている

と言う脱出ゲーム。閉じ込められた部屋の中でチーム一

同が与えられた様々な暗号、謎、ヒント等を60分以内に解

ければ脱出できるという頭も協調性も必要なゲームのよう

ですが、特に何の制限もなく、誰でも参加できます。ご家

族、友人、同僚などと一緒にチャレンジしても楽しそうです

ね。テーマが数種類あって、テーマによって一人の料金

が多少異なります。ヒューストンならではのテーマは、アポ

ロ13の”Houston, We’ve Had a Problem”で一人$37.95と

なっています。下記のサイトでチケットも購入できます。駐

車場無料。https://houston.escapehunt.com/ 
 

Brazos Port  

 ヒューストンのダウンタウンからわずか50マイルほど南に

位置し、Clute, Freeport, Quintana, Lake Jackson, Surfside 

Beachを含む歴史と自然美で知られる町です。延々と続く

砂浜、水族館、博物館ありで、フィッシングもできる。特に

Freeportの海岸は素朴で人込みもなく、テントなど用意し

て行くと一日中ゆったりとくつろげます。水、食料などは十

分準備して行きましょう。                   
http://www.visitbrazosport.com/ 

https://www.visithoustontexas.com/listings/water-wall/20713/
https://www.visithoustontexas.com/listings/water-wall/20713/
https://houston.escapehunt.com/
http://www.visitbrazosport.co/
http://www.visitbrazosport.com/?utm_source=visit-houston&utm_medium=day-trip-directory
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 Wacoはアメリカのテキサス州の中東部にある

田舎町で、ヒューストンから北西へ293キロ程の

ところにあります。日帰りで普段とは違う場所に

身をおくこと でリフ レッシュが でき、早朝に

ヒューストンを発てば約2時間半で到着します。

史跡や有名な観光スポット、アメリカの人気リ

フォーム番組の聖地とされ、全米からたくさん

の人が訪れる場所があります。 
 

 清涼飲料ドクターペッパーは、Wacoが発祥

地。ダウンタウンに博物館があり、毎日多くの

観光客が訪れています。博物館がオープンし

たのは1991年。建物自体は1906年に建設され

た古く趣のある建築物です。ドクターペッパー

は1885年に薬剤師によって開発され、その薬

剤師の勤め先であるWacoの薬局で初めて発

売されました。ドクターペッパーという名前の由

来は、初めて発売した薬局のオーナーの名前

にちなんで名付けられたと言われていますが、

諸説があり、「はっきりしない」ということです。 

 ドクターペッパーの起源にはとてもロマンチッ

クな逸話が残されています。 

 1871年にアメリカ・ヴァージニア州のある町

で、ウエード・モリソンという若者がチャールス・

ペッパーという医師が経営する薬局に勤めて

いました。モリソンはペッパーの娘と恋に落ちま

したが、ペッパー医師は、若すぎる二人の仲を

認めようとはしませんでした。 

 失恋したモリソンはヴァージニアを離れ、

Wacoに移り住みました。彼は薬局を開き、店

員のチャールス・アルダートンと共に新しい飲

み物を考案しました。その飲み物はWaco中で

評判になるほどヒットしましたが、モリソンはペッ

パー医師の娘を忘れることはできませんでし

た。それを知った常連客はモリソンの作った飲

み物をからかい半分に「ドクターペッパー(ペッ

パー医師)」 と呼んでいました。 

 いつしかWacoにおけるドクターペッパーの名

声はヴァージニアのペッパー医師の元へも届

き、モリソンはペッパー医師の娘と結婚すること

を許されたのでした。モリソンはソーダ瓶の中

に縁結びの天使を見いだしたのでした。 

 博物館内には歴代の看板や広告、発売当初

から現在までの数々のボトルなどが展示され多

くのファンを喜ばせています。生産設備や過去

に使われていたレトロな配送トラックなども見る

ことができ、博物館1階にはソーダファウンテン

があり、本場のドクターペッパーをその場で飲

むことができます。ドクターペッパーの歴史を

知りながらビンテージの瓶や看板など価値ある

展示物を見て楽しむことができます。 

 一 昔 前 ま では 田 舎 町 だ っ た の です が、

HGTV（ホームアンドガーデン）のテレビチャン

ネルで放映されているFIXER UPPERという人

気番組のおかげで、この街も徐々に賑わいを

見せてきました。客が古い家を購入して、その

物件をジョアナがデザインを担当し夫のチップ

が建設を担当しリフォームするという内容で

す。彼らのオフィスがあり経営しているマグノリ

アマーケットというお洒落な雑貨類をはじめとし

たあらゆる方面からライフスタイルを提案する

複合センターの目印がDOWNTOWNの昔な

がらのSILOS（穀物の格納庫）になります。街

中に放置されていたこの建物と敷地を夫妻が

買い取り素敵な施設に創り替えました。 

 昔の姿のままのSILOSはシンボル的な役目

を果たしており、敷地内には人工芝が敷かれ、

子連れの家族などがのびのびと過ごせる場所

になっています。土曜日は特に人で溢れるよう

ですが、フードトラックも出て、ピクニックテーブ

ルやビーンバッグクッションのような椅子もたく

さん用意されています。 
 

 マグノリアマーケットの隣にSILOS BAKING 

CO. という人気を博しているベーカリーがあり、

1日3500個以上売れるというカップケーキが有

名です。週に2万5千人から3万5千人もの人が

訪れるということで通常長蛇の列ができるた

め、入場制限がかかります。遠くはカナダから

このカップケーキを求めて訪れる人もいるよう

です。マグノリアマーケットもベーカリーも日曜

日は定休日です。 

 マグノリアマーケットの建物の中にはインテリ

アショップがあり、FIXER UPPERの番組内で

見るカントリースタイルのインテリアが並んでい

ます。殆どがジョアナのインテリアですが、一

画にチップのコーナーもあります。 
 

 SILOSから5分とかからない所にジョアナが番

組 の中 で特注 の家 具等を 注文 するHARP 

DESIGN COMPANYが あ り ま す。店 の 隣は

ジョアナとチップが手掛けリフォームされた店

の主人の元の家があり、現在では週日や週末

にこの家を借り切ることが可能です。 

 美味しい朝食や昼食が食べられるMAGNOLIA 

TABLEというレストランもあります。100年近く

町のアイコンとして市民に親しまれ、20年前に

WACOの史跡となり2016年に閉まったELITE 

CAFÉをジョアナとチップが購入し、リフォ―ム

をして“誰でも座る席がある”をモットーに昨年

開店しました。 少し遠出をしてユニークな時間

を過ごし、食事をしながら心を穏やかにするの

も小さな町を楽しむ秘訣かもしれません。 

（次号へ続く) 
 

（文責： Japan Tours & Travel, Inc.） 

見たことのない 
１ 小さい町を 楽しみに行こう  

Waco 



詳しくはヒューストン 

日本語補習校公式サイトまで
www.jeihouston.org  

 今年度2回目の古本市を6月1日(土)にボランティアの皆様や事務局のご協力により、三水会センター

会議室にて、無事開催することができました。 
 

古本は、前回と同様、文庫本が最も多く、会場中央の大きなスペースに、著者名の「あいうえお」順に

仕分してぎっしり並べられ、実用書、雑誌、まんがなど、多くの書籍が壁を囲むようにジャンル別に並べ

られました。毎回一番の人気セクションで、前回不足しておりました絵本や児童書は、三水会センター

へ皆様よりご寄付いただき、おかげさまで、ひらがなのドリルやノート、辞書など多くご用意することがで

きました。会場の会議室は以前と比べてかなり広くなり、整理券を手にしたお客様を長くお待たせするこ

となく、ゆっくりと立ち読みいただくこともできるようになりました。古本市第一回の開催からボランティアをし

てくださっている方々の経験も生かされ、前回なかった趣向や発想が盛り込まれ、ご来場者が手に取って

見やすく、選びやすくなるように、ディスプレイの仕方も工夫することができました。また、今回の古本市に

もJBA Houston Foundation, Inc.の寄付先の一団体であるClements High Schoolから生徒さんがボランティ

アに駆けつけてくれました。  
 

前回は三水会センター移転のあと、新住所で初めて開催された古本市で150人の方々にご来場いただ

きましたが、今回は夏休みが去年より早くなったこともあり、80人ほどのご来場人数となり、この度の収益金

は$647.00、そして$7.00の寄付と合わせると、$654.00となりました。収益金はお助けマップ、あそぼーかい

や読み聞かせの会で使用しているキッズルームの設備、ショーイングジャパンの運営や活動、古い本棚の

買い替え等の図書館を充実させるための備品購入に充てる予定でおります。 
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Q. 補習校に勤められたきっかけは何ですか？ 

A. 子供が二人、補習校にお世話になっていたの

で、数年前の教員不足の頃にお友達の運営委員の

方に促され、自分が何かお手伝いできればと思い

始めました。 
 

Q. どのような教員を目指していますか？ 

A. 保護者として子供を通じて出会った先生方が目

指すべき教員像です。自分の子供たちが出会った

先生たちに、して頂いて有り難かった事を実践しよう

と思っています。 
 

Q. 現在何を教えていらっしゃいますか？ 

A. 小学部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. 補習校に来てくれる事。これに尽きます。土曜

日の過ごし方として、いろいろ選択肢もある中で、ご

家庭の意思として補習校を選んで、子供は子供なり

に、保護者は保護者なりにコミットメントを実現しよう

としてくれている訳ですから、毎週下校の時間に「来

週も来てくれます様に！」と思って見送っています。 
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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. 毎週の授業の準備は、やはり大変です。子供達

の反応をある程度想定しながら組み立てますが、ラ

イブのショーですから。何を教えなければいけない

かはともかく、聞き手の事を知ることが大事だと思い

ます。子供達の「普段」を知っておく事。どんな言葉

でどんな会話をしているのか、現地校で何を習って

きているのか、何が流行っていて興味を持っている

かなど。常に子供達を観察する気持ちがあると楽し

める様な気がします。 
 

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. 子供たちの成長に関わりつつ、学ぶところの大き

い立場です。子供のような好奇心を持っている方に

はぴったりのお仕事だと思います。 

古本市は商工会の年間行事としましては、新しいイベントで

すが、おかげさまで毎年恒例の行事となりました。ご来場いただ

いた皆様、ボランティアの皆様、また貴重な本をご寄付くださっ

た皆様にはこの場をお借りして心よりお礼を申し上げます。次

回の古本市も引き続き皆様が心待ちにしてくださるイベントにな

るように、より充実した内容にてご案内できるよう、色々な工夫を

取り入れて、ボランティアの方々と準備してまいります。今回の

古本市についてお気づきの点などがございましたら、今後の参

考にさせていただきますので、是非ご連絡ください。 
 

連絡先: 商工会事務局  sansuikai@jbahouston.org 

（文責: 生活・情報委員長 根本真樹子） 

A ＋ Q 

ヒューストン 

日本語補習校 

 片岡 久美子先生 

勤務年数： 4年目 

ビザの種類： 米国市民 

教員募集中 

古本市のご報告 
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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。 

 前回の加藤毅人先生から救急科がご専門の小網博之先生にバトンが移りました。 

第177回 

DICのはなし 

皆さん、こんにちは。現在、McGovern Medical School/UTHealthの外科

に所属しております小網博之と申します。ヒューストンに来る前は、佐賀大

学で救急医として働いていました。今回は、DICという病態について、救急

医の視点からお話させていただきたいと思います。 

 

１．そもそも血がでてもどうしてかたまるの？ 

皆さんは、これまでに、ちょっとしたケガなどで傷口から血がでた経験は

あるかと思います。しかし、通常であれば、しばらくすると血は自然と止まり

ますし、傷口も自然と治っていきます。血液のはたらきの中で、血が止まる

機能（＝止血）はとても重要です。では、なぜ血液は血管の中でかたまら

ず、出血したらかたまるのでしょうか？ 

 

２．基本は“かたまるときにかたまる”と“それ以外はかたまらない” 

実は、血液は絶妙なタイミングで“かたまる”と“かたまらない”の調節を

行っています。そして、重要なのはそうした調整を血液自身が判断して

行っているわけではなく、血液の置かれた環境に反応することにより調整し

ていることなのです。具体的には、血液が普段流れている血管の中では、

血管の内側に、血液がかたまらないような物質で構成された膜が張りめぐ

らされており、かたまることなく流れるようになっています。また、そうした内

側の膜が傷つくと、損傷した部位で露出した損傷物質（組織因子と呼びま

す）に血液が反応し、血液はかたまります。かたまることで、損傷部位が覆

われ、速やかに組織の修復が行われます。また、血管が破れて出血した時

などは、血液がかたまることにより、血液の流れを止めることで止血の役割

も果たします。つまり血液は、こうした機序により、“かたまる”と“かたまらな

い”というスイッチの切り替えを忠実に行っているわけです。  

 

  次回の担当は、現在ベイラー医科大学小児遺伝学の研究室に

所属している三谷忠宏先生です。三谷先生は、同じ金沢大学の後

輩にあたり、ヒューストンに来たのもほぼ同じ時期でしたので、とても

印象に残っています。子供の年齢も近く、家族ぐるみで仲良くさせ

ていただいております。小児科医としての視点から興味深い話が

聞けることと期待しております。  

３．血液のスイッチの切り替え異常 

では、こうしたスイッチの切り替えが調子悪くなるとどうなるか考えてみま

しょう。出血した際に、血液がかたまらなくなるのは、出血量が増加し命に

関わることは容易に想像できます。一方で、血液がかたまらないはずの血

管の中で血液がかたまるとどうなるでしょうか？血液がかたまると血小板や

フィブリノゲンといった血液の成分が中心となり血の塊（血栓といいます）が

できます。通常は、血栓ができるとそうした血栓を溶かす機構（＝線溶）が

はたらき、それを制御しようとしますが、血栓が大きくなったり大量に産生さ

れるようになると、溶かしきれなかった血栓で血管が詰まってしまったり、そ

のまま全身に流れていき、毛細血管があるところで詰まってしまい、ついに

は血液が流れなくなってしまいます。これを血栓症あるいは血栓塞栓症な

どと呼んでいます。これが進行すると、全身の臓器の血流が悪くなり、最終

的には臓器不全を引き起こし、命に関わることにもなりえます。つまり、血

液に備わっているこうしたスイッチの切り替えがどのような異常を起こして

も、非常に危険なわけです。  

 

４．DICとは？ 

DICとは、Disseminated Intravascular Coagulationの略で、日本語では

『播種性血管内凝固症』と呼ばれます。名前の通り、血管の中に大量の血

栓ができ、全身を循環している状態であり、『究極の血栓症』ということがで

きます。ただし、この病態の特徴として、非常に血栓ができる能力（凝固

能）が強くなってしまい、それに伴い凝固に必要なフィブリノゲンなどの原

料が枯渇し、血をかためることができなくなります。また、強力な凝固能に

反応し線溶系も亢進します。つまり、血栓を作ろうとしても、すぐに溶かさ

れてしまい、いざ止血をしたくても血が止まらないことになります。DICが非

常に重篤であると言われる所以は、こうした凝固能亢進と同時に、線溶系

も亢進することから、異常出血と全身の血栓（塞栓）症の相反する病態が

共存し、治療が複雑かつ困難な場合が多いためです。欧米では、古くは

“Death Is Coming”と呼ばれるくらい、致死率の高い病態と考えられていま

した。日本では、1980年代から、DICに対する研究が行われ、現在に至る

まで世界をリードしております。DICには、必ず引き起こされる基礎疾患

（病態）が存在します。主なものとして、白血病などの血液腫瘍や固形癌、

敗血症（重症感染症）が知られており、それ以外にも外傷やショック、腹部

大動脈瘤、膠原病や産科合併症に至るまであらゆる病態が原因になりえ

ます。そして、複雑な病態の中でも近年では、線溶系の程度により病態を

分けて診断することで、ある程度治療法も確立されてきました。治療の中

心は、原因となる基礎疾患の治療が優先され、それに加えて、DICの病態

に合わせて抗線溶療法や抗凝固療法を行います。  

 

５．救急医とDIC 

救急外来では、多彩な背景をもった患者さんが、多様な疾患、病態が

原因で受診されます。特に重症外傷や熱傷、敗血症といった患者さん

は、来院時よりDICを呈していることもしばしばみられます。我々救急医に

とっても、とても治療に難渋することがありますが、“Death Is Coming”では

なく、“Delight Is Coming”するように、迅速な診断、治療を心がけている毎

日です。  

 University of Texas Health Science Center at Houston 

Center for Translational Injury Research 

Postdoctoral Research Fellow 

小網博之   
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 皆様ハチドリ（Hummingbird）をご覧になったことはありますか。米国で

は全部で18種のハチドリがいるそうですが、ヒューストン地区で通常見ら

れる の は3種 です。Ruby-throated Hummingbirdがほ とん ど でた まに

Black-chinned HummingbirdとRufous Hummingbirdというのに出くわす

ことがあります。（私の撮った写真をいくつか載せますが、その他の種類

はGoogle検索をお試しください。） 

 ハチドリは全長約8-10cmの一見虫かと思うような小さな鳥で、近くを飛

ぶとブーンという羽ばたき音が聞こえるのでHummingbirdという名前が付

きました。まず我々がよく見かけるRuby-throatedについてお話をします。

鳥はほとんど皆そうですがオスの方が鮮やかな色彩でメスは地味な感

じ。一年目はオス・メスあまり大きな差がありませんが、二年目になるとオ

スはのどが真っ赤なルビーの色になります。背中や羽は緑色で全体にメ

タリックな光沢がありすごく綺麗な鳥です。 

 この鳥、夏は米国とカナダの東半分くらいの地域で営巣し、ひなが巣

立つと南に帰ってくるいわゆる渡り鳥です。メキシコ湾岸に到着するのが

8月あたりで、ここで結構ゆっくりと過ごして皮下脂肪をたくわえ、9月の終

わり頃までにはメキシコ湾を一気に飛び越えて中米に渡ります。あんな

小さな体で一晩中空を飛んでいくわけですが、追い風を待って出発する

そうです。ただ、天候は予測できないことも多く途中で風向きが変わった

り嵐になったりすることもありやはり命がけのようです。ちなみに皮下脂肪

の増加によりこの時期の体重は5割増しになるそうです。 

  

 次に、どこに行ったらハチドリを見ることができるかという事ですが、基

本的にヒューストンのどこにでもいますので9月になったらお近くの公園

や庭先で赤や黄色の花が咲いているところでしばらくじっと座って待って

みてください。特にラッパ状の花には蜜が溜まりますのでハチドリはそう

いう花を好みます。いくつかヒューストンで見られる花の写真も載せてお

きますのでこういうのが咲いているところを事前にチェックしておくのをお

勧めします。ご自宅の庭やベランダに植えるのもいいですね。またfeeder

に砂糖水を入れておくのもお勧めです。砂糖水は水４に対して砂糖1の

割合で調合します。 

 写真はダウンタウン

の Discovery Green の

一角、Hilton Hotel に

面したところで前景は

Firecrackers、後 景 は

Shrimp Plantでほぼ間

違いなくハチドリに会

える場所です。 

 次の写真はTurk’s Capという低木とRuby-throated Hummingbirdです。 

 次の写真はBottlebrushとRuby-throated Hummingbirdです。 

 次に当地でたまにお目にかかるRufous HummingbirdとBlack-chinned 

Hummingbirdをご紹介します。この鳥たちは大部分が米国とカナダの西

半分に夏生息し、冬はそのままメキシコ以南へ渡るのですが当地へは

時々冬に迷ってくるようです。 

 私の撮った写真もいずれも真冬に撮影したものです。普段10月に入っ

たらフィーダーはかたづけるのですがこの時はこの来客のために冬中砂

糖水を入れていました。 
 

（文責: Computerdojo.com 米元） 

Hummingbird のおはなし 

Ruby-throated hummingbird 

Discovery Green 

Turk’s Cap  

Bottlebrush 

Rufous Hummingbird  FeederとRufous Hummingbird  

Blackchined Hummingbird  
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編  集  後  記 

私事ではありますが、2020年1月のヒューストンマラソンの申し込み

が始まり、早速エントリーをしました。まだ半年以上も先ですが、自分

のモチベーションを高めるためのエントリーでもあります。怠惰な毎日

に活を入れるため、暑い中ではありますがメモリアルパークに走りに

行きました。そこで見かけた事を2つご紹介させて頂きます。 

先ずは、この暑い中、トンボが飛んでいました。それも1匹や2匹で

なく、何匹も飛んでいるのです。ヒューストンに長くお住いの方には珍

しくも無いのかもしれませんが、これから更に暑くなっていく時期に見

かけた事、またこんなに暑い時期に飛んでいる事に驚きました。 

次に見かけたのは、看板です。メモリアルパークにLand Bridgeが

出来るというのです。早速、ネットで調べてみると、現在改修中のゴル

フコースのある北側と、ピクニックレーンやサイクルトレイルコースのあ

る南側とを小高い丘で結ぶというプロジェクトで、2022年完成予定との

事。イメージ図がメモリアルパークのホームページに掲載されていま

すので、ご興味のある方は是非ご覧になってみて下さい。 

今号に掲載させて頂きました読者アンケートの結果は、編集委員

一同の日頃のボランティア活動を皆様に認めて頂いている事を示

す、非常に貴重な内容でした。前回のアンケートから15年近くも経っ

てしまいましたが、数年に1度くらいの頻度で皆様のご意見やご感

想、アイデアを頂いた方が良いように思いました。今後とも、どうぞ宜

しくお願い致します。                      （松澤進一） 

発      行 ： ヒューストン日本商工会 

発行責任者 ： 小風 寧 

編集委員長 ： 松澤進一 

構成 ・ 編集 ： ガルフストリーム編集委員一同 

印     刷 ：  Sel-Fast Printing Copies &  Laminating   

     （713）782-2000 

By 
Kumiko 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編集委員および投稿募集中！ 

問い合わせ先： sansuikai@jbahouston.org  

ガルフストリームは、ホームページでも閲覧可能です。 

 https://www.jbahoustongulfstream.com/ 

日時: 2019年8月28日（水）2:00 pm～3:30 pm（質疑応答を含む） 
 

会場: United Way Community Resource Center オーディトリアム  

       50 Waugh Drive, Houston, TX 77007 
       https://www.unitedwayhouston.org/ 
 

定員: 65名 
 

講師: 山田理（やまだ・おさむ）氏 

      サイボウズ株式会社取締役副社長 グローバル事業本部長  

      兼 Kintone Corporation（サイボウズ米国法人）社長  
 

お問合わせ先： ヒューストン日本商工会事務局  

    Tel. (281) 493-1512  Email: sansuikai@jbahouston.org  

(主催： ヒューストン日本商工会) 

講演会： 働き方改革 次の一手 「ティール組織」とは何か？ 

              ～新しい時代のマネジメント～ 8/28 

～ピーカンキッズ今後の開催予定～ 

＜あそぼーかい＞ 

7月、8月はお休み 

9月6日（金） 10時30分～       

9月7日（土） 9時30分～       

  
 
 
 
 

＊変更がある場合もございます。三水会センター内のポスターやコミュニ

ティーサイト：ヒューストンなび＜hounavi.us＞でもご確認ください。 

＊スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ちの方やお問い合わせは、次

のアドレスまでご連絡ください。お待ちしております。 

あそぼーかい mama.asobokai@gmail.com 

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

＜読み聞かせの会＞ 

7月はお休み 

8月17日（土） 9時45分～       

9月20日（金） 10時00分～ 

秋からの活動では、手遊び等も交え開催時間

もより長く楽しい読み聞かせの会にバージョン

アップします。どうぞお気軽にご参加ください。 

https://www.unitedwayhouston.org/
mailto:sansuikai@jbahouston.org
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