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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 

 今月号から新コーナー「うちの会社、いいこ

とやっとん」を始めました。このコーナーでは

各社のCSR活動をご紹介していきます。地元

から見える会員各社さんの一面を、お見せ出

来るのではないかと期待しています。 

 ところで、もう8月も半ば、新学期も迫ってき

ています。日曜日なら「サザエさん」が始まり気

分が落ち込んでくる時間帯。特に初めてアメリ

カの学校に行くお子さんを持つ方は、何かと

心配が多いのではないでしょうか。今月号で

は現地校情報を特集しましたが、「アメリカ現

地校体験記」はさらに何回か続け、旬の現地

校の事情をお届けしていこうと思います。 

市川 真 
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 ヒューストン日本商工会は、在ヒューストン日本国総領事館およびジェトロ・ヒューストン事務所と共催で、

下記の通りブラジルセミナーを6月26日総領事公邸で開催しました。近年のブラジルは、中間層の急増に

合わせて、消費市場が拡大し、2014年には国内12都市でサッカーワールドカップ大会、2016年にはリオ

デジャネイロ・オリンピックなどが目白押しで、インフラを始めとした新たなビジネスチャンスも広がっていま

す。 

 本セミナーでは、2012年のブラジル経済・産業の概観、ビジネス動向、現地日系企業を取り巻く環境な

どを、ジェトロ・サンパウロ事務所の紀井寿雄氏に解説頂きました。講演後、質疑応答も兼ねて講師を囲ん

での懇親会も開催されました。 

＜山本総領事冒頭ご挨拶主旨＞ 

 山本総領事の冒頭ご挨拶では、ラテンアメリカへの“ゲートウエイ”として地位を向上させているヒュースト

ンの役割が述べられた。 

 ヒューストンの全貿易のうち、40.9％をラテンアメリカ諸国が占めている。ラテンアメリカ諸国との2011年の

貿易額は、前年比31.7％増の1097億ドル。ヒューストンの78企業がラテンアメリカに510の子会社・関連会

社を持ち、49のラテンアメリカの企業がヒューストンに79の子会社・関連会社を構えるなど、相互のビジネ

スは密接である。ブラジルとの貿易の伸びも大きく、ヒューストンが全米1位の地位を占めた模様。アジア、

北米、中南米各市場をヒューストンを要に連結するとの発想も、中国始めアジア各国の動きに明らかに

なっている。この度のブラジルセミナーが、このような各地域市場の関連をざっくり捉えていく観点をもたら

し、在ヒューストン日系企業のビジネスにとり有益なものとなることを願う。 

＜紀井氏のプレゼンのポイント＞   

１．政治の動き： 11年1月発足のルセフ政権は支持率50％台で安定した滑り出し。14年の大統領選まで

政権運営で不安要素は現時点では限定されている。 

２．経済の動き： 12年のGDP成長率は2～3％と悲観的な見方も。近年顕在化したレアル高に起因する

製造業の不振、金融機関の貸し渋りによる消費の低迷で、期待を下回る成長となっている。また欧州

の財政危機の影響など、先行きへの不安感がコモディティ価格の低下などに反映している。政府幹部

やエコノミストは、12年後半からの立ち直りを見通す。レアル高が深刻になり貿易収支の悪化防止、国

内産業の保護を目的に輸入抑制策を導入した。自動車メーカーが特に目立つ。具体的には、ブラジ

ル非自動車輸入ライセンスの導入、輸入車への工業製品税（IPI）引き上げ、ブラジル拡大計画、メキ

シコとの自動車協定見直しなどで、保護主義的な政策が表れている。 

   「ブラジルコスト」と呼ばれる、コストの高さがブラジル経済の特徴。例えば、最低賃金は引き上げら

れ、労働賃金の高さはアジアのみならずメキシコのそれを超えるといわれる。他に税金の高さやロジス

ティックスコストの高さから競争力が失われているエネルギー分野の動きについては、ペトロブラスが中

長期投資計画を6月14日に発表。対前年比5.3％増の2,365億ドルを投資予定。その6割はプレサル深

海油田の採掘・生産に充てられ、石油・ガス生産量の増加を目指している。 

３．日系企業の動き： 特に11年中盤以降、ブラジルのコスト高のため、自動車部品を中心に、メキシコ、

ウルグアイ、パラグアイなどといった近隣諸国からブラジル市場を攻めるという動きが見られる。ブラジ

ルで操業するコストの負担が進出企業を苦しめている背景の表れ。また、日系企業のＭ＆Ａの動きが

円高を背景に11年後半から活発化している。 

 なお、セミナー当日配布した資料をご希望の方は、ジェトロ・ヒューストン事務所（inqu-hou@jetro.go.jp）

までお申し出ください。                                （企画調査委員会 木村 誠）  

ライブ音楽 

「成長するブラジルをどう攻めるか」 

～商工会、総領事館、ジェトロでビジネス・セミナー開催～ 

Brazil Seminar 

ジェトロ・サンパウロ事務所 

紀井寿雄氏 

(Metal, Rock & Pop) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-629-
3700 
Aug. 18, 7:30pm: Iron Maiden 
Aug. 24, 7pm: Journey 
Aug. 28, 6:30pm: Linkin Park & Incubus 
Sept. 1, 7pm: Def Leppard and Poison 
Sept. 7, 7pm: Kelly Clarkson & The Fray 
Sept. 14, 7pm: Train 
Sept. 15, 12pm: Rockstar Energy Drink Uproar 
Festival 
Sept. 29, 7:30pm: Florence & The Machine 
House of Blues Houston 888-402-5837 
Aug.  17,  8pm: Cocktails  & Covers  Featuring 
Kozmic Pearl 
Aug. 17, 9pm: Bricks in the Wall 
Aug. 18, 9pm: Café Tacuba 
Aug. 24, 1pm: Suicide Silence 
Aug.  24,  8pm: Cocktails  & Covers  Featuring 
Mysterious Ways 
Aug. 31, 10pm: The Ruby Revue Burlesque Show 
Sept. 8, 7pm: Pentatonix 
Sept. 8, 8pm: Enanitos Verdes In Concert 
Sept. 9, 8pm: Slash featuring Myles Kennedy and 
The Conspirators 
Sept. 16, 4pm: Ethan Bortmik 
Sept. 18, 7:30pm: Owl City 
Sept. 19, 8pm: Beach House 
Sept. 20, 8pm: Citizen Cope 
Sept. 21, 9pm: The Psychedelic Furs 
Sept. 22, 9pm: The Ruby Revue Burlesque Show 
Sept. 27, 8pm: My Life With The Thrill Kill Kult 
Sept. 27, 9pm: Dark Star Orchestra 
Sept. 29, 7:30pm: Circa Survive 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Sept. 7, 7pm: Dethklok 
Sept. 20, 7pm: Rise Against with The Gaslight 
Anthem and Hot Water Music 
Sept. 21, 8:30pm: Fiona Apple 
(Classic) 
Jones Hall 713-224-7575 
August 31, 8pm: Sixties Hits 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  
Sept. 21, 8pm: Evening with Brahms 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Sept. 22, 7:30pm: Il Volo  
Miller Outdoor Theatre 832-487-7102 
Aug. 24, 8:30pm: Classic Albums Live: Hotel 
California 
Aug. 25, 8:30pm: Taikoza 
Aug. 31, 8:30pm: Steel Drivers with The Abrams 
Brothers 
Sept. 1, 8:30pm: Blazing Baroque 
(Latin) 
Toyota Center 713-758-7200 
Sept.  1,  8pm:  Gigantes  –Marc  Anthony, 
Chayanne and Marco Antonio Solis 
(Country and Folk) 
Reliant Stadium 1-800-745-3000 
Sept. 8, 7pm: Toby Keith 
Toyota Center 713-758-7200 
Sept.21, 7:30pm: Eric Church 
(Children/Family) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion Sept. 6, 
8pm: Latin American Classical 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Sept. 30, 8pm & 5pm: Imagination Movers   

(Dance/ Electric) 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Sept. 23, 8pm: Pretty Lights  
(World) 
Jones Hall 713-224-7575 
Aug. 19, 8pm: Yanni 

 
Stages Repertory Theatre – Arena Theatre 
(3202 Allen Parkway, Suite 101) 713-527-0220 
www.stagestheatre.com 
* Life Could Be a Dream (~Sept. 2) 
 
Theatre Suburbia (4106 Way Out West Dr) 713-
682-3525 www.theatresuburbia.org 
*The Wrong Side of the Law – A Spectacularly  
Mellerdrammatic Comedy (~August 25) 
 
Express  Children’s  Theatre  (446  Northwest 
Mall) 713-682-5044 www.expresstheatre.com 
*Goldilocks  (Sept.  5~Oct,  12  Fridays  and 
Saturdays) 

<The Museum of Fine Arts Houston> 
(713-639-7300  visitorservices@mfah.org 
www.mfah.org 木曜は入場無料) 
@Audrey Jones Beck Building 
*Rembrant, VanDyck, Gainsborough: 
     The Treasures of Kenwood House  -Sept.3 
*Duncan Phyfe: 
     Master Cabinetmaker in New York  -Sept.9 
*American Made: 250 Years of American Art at 
the  MFAH  -Sept.16 
@Caroline Weiss Law Building 
*Jennifer Steinkamp - Sept.3 
*Unrivalled  Splendor:The  Kimiko  and  John 
Powers Collection of Japanese Art  -Sept.23 
*Scandinavian Design   from Aug.26 
<Contemporary Arts Museum Houston> 
(5216  Montrose  Blvd  713-284-8250 
www.camh.org 入場無料) 
*Jane  Alexander:  Surveys  (from the  Cape  of 
Good Hope) - Nov.4 
*Perspectives  179-Alvin  Baltrop:  Dreams  Into 
Glass - Oct.21 
<Houston Museum of Natural Science> 
(One  Hermann  Circle  Drive  713-639-4629 
www.hmns.org) 
*Titanic. The Artifact Exhibition  -Sept.23 
*Warriors, Tombs and Temples - Sept. 3 
<The Menil Collection> 
(1515  Sul  Ross  713-525-9400  http://
www.menil.org  入 場 無 料  Open:  Wed-Sun 
11:00am-7:00pm) 
*Silence from  - Oct.21 

MLB/Houston Astros @ Minute Maid Park 
(http://houston.astros.mlb.com) 
Aug. 17 (Fri) 7:00pm Arizona D-backs 
Aug. 18 (Sat) 6:05pm Arizona D-backs 
Aug. 19 (Sun) 1:05pm Arizona D-backs 
Aug. 28 (Tue) 7:05pm SF Giants 
Aug. 29 (Wed) 7:05pm SF Giants 
Aug. 30 (Thur) 7:05pm SF Giants 
Aug. 31 (Fri) 7:05pm Cincinnati Reds 
Sept. 1 (Sat) 6:05pm Cincinnati Reds 
Sept. 2 (Sun) 1:05pm Cincinnati Reds 
Sept. 10 (Mon) 7:05pm Chicago Cubs 

Sept. 11 (Tue) 7:05pm      Chicago Cubs 
Sept. 12 (Wed) 7:05 pm Chicago Cubs 
Sept. 13 (Thu) 7:05pm   Philadelphia Phillies 
Sept. 14 (Fri) 7:05pm   Philadelphia Phillies 
Sept. 15 (Sat) 6:05pm   Philadelphia Phillies 

Sept. 16 (Sun) 1:05pm Philadelphia Phillies 
North  Texas  State  Fair  and  Rodeo 
(Denton, TX) 
Aug. 17-25: Events include a championship 
rodeo, livestock and horse shows, concerts, 
carnival rides and games, a fiddling contest, 
petting zoos and barbecue cook-offs. Cost: 
$10 for adults; $3 for ages 6-12.    
http://www.northtexasstatefair.com/ 
Houston Restaurant Week  
Aug.1-31  Houston  Restaurant  Week  was 
established in 2003.The event showcases and 
promotes Houston's incredible array of fine 
restaurants to the fine dining crowd while 
raising money for the Houston Food Bank. 
参加しているレストランの検索はこちらまで 
http://www.houstonrestaurantweeks.com/ 
Anime Festival (Sheraton Dallas Hotel in 
downtown Dallas, TX) 
Aug.31 - Sept.3:  Location:  Hyatt  Regency 
Dallas at  Reunion Tower.  Convention and 
Association  for  fans  of  Anime,  Music, 
Manga, and Japanese Pop Culture.   Read: 
http://animefest.org/ 
Houston  Hot  Source  Festival  (Stafford 
Centre Stafford, TX 77477) 
Sept.15-16  The Houston Hot Sauce Festival 
excites the senses with hundreds of award 
winning products,  from hot sauces,  salsas, 
jams, jellies, rubs, marinades, wing sauces, 
pickled products, to soup mixes, and more. 
http://houstonhotsauce.com/ 

劇・エンターテインメント 

美術 

スポーツ 

その他のイベント 
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By 
Kumiko 

 7月7日（土）、在ヒューストン日本国総領事館は、子

供向けの施設として全米有数の活動を展開する

Children’s Museum of Houstonとの共催で、「Make a 
Wish! "Tanabata" Japanese Star Festival」を開催し

ました。このイベントは、ヒューストン市民に七夕の風

習を通じ、日本人の感性を紹介する目的で多くのボ

ランティアの協力を得て実施したものです。 

 当日は、館内のホールに設置されたブースに500人

以上の参加者が立ち寄り、短冊に願い事を書いたり、

折り紙での飾り作成、笹の飾り付けを体験しました。

浴衣を着た補習校児童生徒の姿もありました。 

 また、館内の図書館では、多くの子供たちの前で織

り姫と彦星の七夕の物語を紙芝居で上演しました。自

分の願いを大切にし続け、しかも身の回りや他人へ

の感謝を忘れない姿を伝える物語です。講堂では、

ショーイング・ジャパンによる日本舞踊が披露され、最

後は観客も参加してソーラン節を一緒に踊りました。 

Children’s Museum of HoustonChildren’s Museum of HoustonChildren’s Museum of Houstonでの七夕イベント開催での七夕イベント開催での七夕イベント開催   

日  時：平成24年7月18日（水）11：30～13：15 
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11名、正会員4 
    名（う ち、理事委員代理人3名）、事務局長 

欠席者：理事委員9名（うち、会長委任6名、代理人委任3名） 

司 会：竹田直樹幹事 

 

１．総領事館連絡（山本条太総領事） 

 山本総領事より下記4点の連絡があった。 

 ①安全対策：自己防衛などを理由に正当化される殺人事 

  件（合法的殺人事件：justifiable homicide）の発生件数が 

  近年増えている。特にテキサスでは、銃器使用が正当化   

  される範囲が広く、発砲事件などに巻き込まれないよう日 

  頃から注意をお願いしたい。 

 ②飲酒運転：飲酒運転による高速道路の逆走事故などが 

  発生している。事故に遭わないために、深夜の運転を控 

  えたり、高速道路の出入り口付近の状況に注意を払ったり 

  などの注意をお願いしたい。 

 ③ウェストナイル熱：ハリス郡（Harris County）では過去10年 

  間に367件の発症、22名の死亡が確認されている。蚊を媒 

  体として人に感染されるもので特定の治療法がないため、 

  屋外では防虫スプレーの使用など予防に注意していただ 

  きたい。 

 ④日本庭園の植樹祭：10月19日にパーカー市長を招き日 

  本庭園で桜20本の植樹祭開催を予定。 

 

２． 宇宙セミナー2012について 

（酒井純一特命理事・山上武尊正会員） 

 ①第4回宇宙セミナー「家族と楽しむ水ロケット大会」終了  

  報告 

  昨年も好評だった水ロケット製作と打上げ大会を6月24日 

  （日）に実施。商工会会員家族18グループ（総勢68名）参 

  加のイベントでは、午前中にNASA ジョンソン宇宙セン 

  ターのISS運用管制室や宇宙飛行士訓練施設、ロケット 

  パークの見学をし、午後からスペースセンターのカフェテリ 

  アでロケット製作と、屋外駐車場で打上げ大会を行った。 

  金井宇宙飛行士との記念撮影後、どのロケットも高々と打 

  ち上がり成功裏に終了した。 

 ②星出宇宙飛行士ソユーズ搭乗打上げ パブリックビュー 

  イングについて 

  去る7月14日（土）午後8時30分から、NASA ジョンソン宇 

  宙センター内のGilruth Centerにて、星出彰彦宇宙飛行士 

  の搭乗したソユーズ打上げパブリックビューイングを開 

  催。今回は当地のほか、NY会場（星出宇宙飛行士が通っ 

  ていたNY補習授業校）とワシントンDC会場（JAXA事務 

  所）をSkypeで結んで3会場で同時開催した。油井宇宙飛 

  行士の開会挨拶や3会場合同のクイズ大会、星出宇宙飛 

  行士からのビデオメッセージ上映及びミッション概要の説  

   明が行われ、午後9時40分、ソユーズ宇宙船の打上げをリア 

   ルタイム中継で観覧した。来年の若田宇宙飛行士の打上げ 

   の際も同様の企画を検討したい。 

 

３．委員会・部会関連事項 

 ①企画調査委員会（木村誠企画調査委員長） 

  木村企画調査委員長より、7月26日（木）に開かれる訴訟・就 

  労ビザ関連セミナーのほか、8月22日（水）の常任委員会後 

  に予定されている人事関連のセミナー開催予定について説 

  明があった。訴訟・就労ビザセミナーの概要は下記のとお 

  り。人事関連セミナーは後日詳細を事務局より連絡予定。 

 「米国訴訟における和解交渉」および「米国就労ビザの傾向 

  と対策」セミナー 

  開催日：2012年7月26日（木）13：30～15：30 
  開催場所： Four Houston Center／The Shops at Houston  
       Center （4階）Conference room 

      (Berkeley Eye Center 隣の会議室)         
       1200 McKinney, Suite 413, Houston, TX 77010 

  講師：大橋弘昌弁護士、荒木信太郎弁護士 

 

 ②スポーツ委員会 

（吉松雅敏正会員：藤井一彦スポーツ委員長代理） 

 ＊第543回テキサス会「ユナイテッド杯」開催予定について 

  9月23日（日）または30日（日）のいずれかに開催する方向で 

  検討中。本日、新旧担当幹事の鉄鋼部会と物資・化学品部 

  会関係者で引継ぎを行い、開催に向けての準備を開始。開 

  催に関する詳細については決まり次第事務局より連絡予 

  定。 

 

４．その他 

 ＊次期役員改選について（竹田直樹幹事） 

  次年度の役員7名の選出については定款に従い立候補者を 

  募り、各役職への立候補者が1名ずつの場合は信任の、複 

  数者の立候補があった場合は選挙を8月度常任委員会の場 

  で行う。よって、立候補者募集・受付を8月初旬に開始する。 

 

５．事務局関連事項（ライブロック祐子事務局長） 

 ＊会員消息 

正個人会員入会8社（9名）、正団体会員退会1社、正個人会

員退会6社（9名）、常任委員新旧交代3社の連絡（詳細は別

項「会員消息」欄参照） 
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VOL.１1 ベビーが我が家にやってきた！  

ワン！ダフル 

ヒューストン 

 
川原志津香 

（家庭犬しつけインストラクター） 

回、子供と犬をワースト・フレンドにしな

いために、子供たちにどのようなことを教

えたら良いかについてお話ししました

が、子供が乳幼児の場合は、まず犬に

子供との接し方を教え、子供の成長に伴い、子供に

も犬との接し方を教えていくことになります。私事で

すが、去年の8月に出産し、娘が家族に加わりました

ので、今回は、現在進行中の我が家の様子をご紹

介したいと思います。 
 我が家の犬たちは子供と生活するのは初めてで、

どのように接したら良いのか分からず戸惑うことが予

想されました。そこで、今後ずっと仲良く暮らせるよう

に、お互いの印象をできるだけ良いものにするため

に、様々なしつけを行うことにしました。 
 娘が1歳になるまでの間の犬たちとのトレーニング

は、以下のような段階を踏んだものになりました。 

第1段階（誕生まで）： ベビーグッズに慣れる段階 
第2段階（生後4ヶ月まで）： 娘の存在に慣れる段階 
第3段階（生後8ヶ月まで）： 犬に手や足を伸ばして

触りたがる娘に慣れる段階 
第4段階（生後9ヶ月以降）： ハイハイや伝い歩きで

犬に近づいて触りたがる娘に慣れる段階 

 ベルジアン・タービュレンのヒューゴ

は、新しい人、物、環境に慣れるの

に時間がかかる性格なので、トレー

ニング第1段階は、出産前から始まり

ました。まず、家の中にベビーベッド

やストローラー等のベビーグッズが登

場する都度、これらに慣らしていきま

した。ベビーグッズを目につくところ

において、その近くでボール遊びを

したり、犬用おやつを食べさせたりす

ることで、日頃から見慣れさせ、警戒

して吠えたりしないようにしていきました。また、慣れ

たからといっていたずらをしないように、近くで落ち

着いていたら褒めることを繰り返しました。さらに、出

産直前には、ストローラーを押して散歩に出かける

練習をしたり、赤ちゃんの泣き声を聞かせても吠え

たり興奮したりしないように練習を重ねました。これら

のトレーニングの様子は、You Tubeでもご紹介して

いますのでご覧ください。 

ストローラーに慣らす 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_ 
embedded&v=8h_59vxvnM4 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_ 
embedded&v=m6hn7OTC3Uk#! 

赤ちゃんの泣き声に慣らす 
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=EtEdPv2j5f8 

 娘が誕生してからは、トレーニング第2段階に入り

ました。退院前に娘の近くにおいていたタオルを家

に持ち帰ってにおいに慣らしたり、退院後は、興味

津々な犬たちが娘に近づいて来たら、なめたり、つ

ついたりしないように注意しながら、娘の存在に慣れ

てもらうよう配慮しました。娘が眠っているときに近く

で大きな音をたてないように、時には娘のお昼寝

中、犬たちにはクレート（プラスチック製の移送用の

ハウス)でお昼寝してもらうこともありました。一方で、

犬たちのパワー発散のために庭で遊んだり、ドッグ

シッターに長い散歩に連れ出してもらったりもしまし

た。 

前
 初は寝転がったままの娘も、首や腰がすわり、

手や足を自分の思うように動かせるようになると、

犬を触ろうと手を伸ばすようになります。第3段階で

は、耳、鼻、尻尾、毛を引っ張られないように、娘

の手が伸びてきたら「気をつけてね」と犬に声をか

けて、娘の動きに注意して必要に応じて距離をとら

せるように練習をしました。 
 手足だけをばたつかせている段階から、ハイハイ

や伝い歩きで、自分から犬に近づいていくという第

4段階に入ると、犬たちと娘の生活スペースが重な

る場面も増えました。現在の我が家では、娘が床

で遊んでいるときには、犬たちが急に動いて転ば

せてしまわないように、娘の近くではゆっくり動くよ

うに、また娘を踏まないようによけて通るように教え

ています。 
 これまでの共同生活の中で、娘も犬もお互いに

怖い体験をしていないおかげで、今のところはとて

も良い関係が築けていて、娘は犬たちを見ると手

を振り、声をあげて、近づこうとします。犬たちも、

娘のことが気になるようで、においをかいだり、近く

で様子を見ていたりしています。 
 ただ、娘の存在に犬が慣れたからといって、写真

Aのように、娘が近づこうとした際

に、犬が耳を倒して口を閉じて緊

張した面持ちでいるときには、不安

を感じているサインなので、さりげ

なく娘の注意をこちらに向けて写

真Bの状態に戻すようにしていま

す。写真Aは、ちょうど雷が鳴り始

めたため、雷嫌いなヒューゴの心の

余裕がなくなった瞬間の写真でし

た。不安を感じているときに、動き

を制限されたり、追いつめられたり

して、脅威に感じた犬が急な動き

でその場を立ち去ろうとしたり、やめてと振り払おう

としたり（人は手で振り払いますが、犬は口で振り

払う＝吠えたり咬んだりする）すると大変です。犬

が普段より落ち着かない様子でいるときには、少し

距離をとって見守ってあげることも子供に教えたい

ものです。犬にも子供にも、お互いのことを理解し

て歩み寄って生活してもらいたいと願っています。 

ベビーが家にやってきた！気になる

存在のようです。 

ベビー用品に慣らすことからスタート

しました。  

 2頭と1人の生活がスタートして早1年が経とうとし

ています。素敵な偶然で、ウェルシュ・コーギー、

シャーリと同じ誕生日に生まれた娘、万莉。今年の

夏は、シャーリの10歳、万莉の1歳の誕生日を盛大

に祝うことになりそうです。 
一緒に暮らし始めて約11ヶ月。ヒューゴと万莉

はお互いを遊び仲間と認識し始めています 

子供があまり得意でないシャーリも、

そっとにおいをかぎにいきます。 

←写真A  

何かに不安を感じ

ている表情。そっと

大人が介入したい

瞬間。  

写真B→  

表情が和らぎました。

追いつめない、追いつ

められない。 

娘にも犬にも良い体験

ができました。 

よろしく！～新規入会です  

●正個人会員入会 
＊JOGMEC        久田桂嗣   

＊JX Nippon Oil Exploration (U.S.A.) Ltd.       田邊一夫   
＊Kuraray America, Inc.      高木仁巳 

＊MCX Exploration (USA), Ltd.     河村大司 

＊MOEX USA Corporation 松浦大介 

＊Nissan Chemical America Corporation    鯉沼豊治   

＊Sumitomo Corporation of America         竹平英貴・建部 徹   

＊Toshiba International Corporation      黒丸 拓  

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

●正団体会員退会 

  ＊Kawasaki Heavy Industries (USA), Inc.  
   （田廣氏ご帰任後の日本人駐在員派遣の予定がないこと 

    から、7月末を以って退会希望）  

会 員 消 息会 員 消 息  ＜敬称略＞＜敬称略＞    
●正個人会員退会 

＊JOGMEC   橘 雅浩 

＊JX Nippon Chemical Texas Inc. 浅田清史・外崎丈治 

＊JX Nippon Oil Exploration (U.S.A.) Ltd.  
    大村直司・久野泰弘 

＊Kawasaki Heavy Industries (USA), Inc.  田廣祐介 

＊MOEX USA Corporation  石井直樹・加藤彰太 

＊Sumitomo Corporation of America 中邑威士 

 

●替わりました  ～ メモのお願い 

●常任委員新旧交代 
  ＊JX Nippon Oil Exploration (U.S.A.) Ltd.  
   （旧）大村直司 →（新）田邊一夫 

  ＊MOEX USA Corporation    
   （旧）石井直樹 →（新）松浦大介 

  ＊Nissan Chemical America Corporation  
   （旧）原田雅幸 →（新）鯉沼豊治 

         ＜原田様は正個人会員登録を継続＞ 

 うちの会社 新連載 
商工会の会員各社の方々は、

ヒューストンに来て以来、地元にしっ

かりと溶け込み、地域に欠かせない存

在になっています。 

このコーナーでは、地域の一員とし

て社会に役立つ活動に取り組んでい

る各社の姿を御紹介していきます。 

 東芝インターナショナル米国社(TIC)は、

ヒューストンに本社を置き、北米で東芝の社会

インフラ事業を担当している会社です。一般消

費者向けの製品ではありませんので皆さんの

目につくことはあまりありませんが、火力・水力・

太陽光等の発電やそれをお届けするための送

電関係から、電気を使う産業用モータや照明ま

で、生活に欠かせないところで当社の製品が

活躍しています。今回は、当社が行う数々の社

会貢献活動の中から、植樹活動を中心にご紹

介させていただきます。 

 東芝グループでは、創業150周年を迎える

2025年に向けて、150万本規模の森林整備を

目指す「東芝150万本の森づくり」を世界中で

展開しています。当社では、その一環として、

毎年、従業員が公園等で苗木を植えたり、植

樹に必要な寄付を行っています。写真は2011
年の植樹の様子です。従業員はまず、会場で

配られる、その年の植樹活動にあわせて作ら

れたＴシャツに着替えます。この年は、公園と

会社概要 

 東芝インターナショナル米国社 
   (Toshiba International Corporation) 
従業員数：約1600人 

拠点：Houston、San Francisco、Dallas、Detroit 他 

事業：産業用モータ、インバータ、UPS等の開発・

製造・販売、火力・水力発電用タービン、LED照

明、郵便区分機、変圧器、太陽光発電システム等 

社会インフラ関係機器・システムの販売 

隣接するグラウンドの清掃からスタート。手に

ゴミ袋を持って、1時間程かけてゴミ拾いをし

た後はいよいよ植樹です。プロのインストラク

ターから植樹方法について簡単に教えても

らった後、2-3人1組にわかれて、ショベルで

穴を掘り、苗木をポットから出し、根を広げて

掘った穴に入れ、肥料と土をかけ、 後は水

がたまりやすいように土と肥料を盛って完了

です。大きめの木を植える時には、風で倒れ

ないように両サイドに杭を打って紐でくくり、

木を支えます。穴を掘る途中に取り除けない

ほど大きな石にぶつかったり、硬くてなかな

か掘れない場所があったり、木に土をかけは

じめて深さが足りないことに気がついたりと

いった、ちょっとしたトラブルはあり、筋肉痛

になったりもしますが、木を植え終えると、ほ

んのわずかですが社会に役立つことをしたと

いう満足感とともに爽快な気分になりますし、

何年後かにこの場所に来て、自分が植えた

木がどう成長しているかを見る楽しみにもなり

ます。 

 当社では、その他に、e-Waste Recycling と
いう、特定の日に地域の家庭で不要になっ

たPCやTV等を引き取りリサイクルする活動

（前回は1万パウンド以上回収）を行ったり、

TIC’s Employee Charitable Campaignと呼ん

でいる個人の寄付や 参加型の寄付活動（前

回は合計5万ドル以上の寄付）を行っていま

すが、またの機会にご紹介します。 

これからも、ヒューストンに根を張って事業を

行う地域の一員として、このような活動を続け

ていきたいと思います。 

第１回 

 

東芝インターナショナル

米国社 
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編集委員会では医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターにリレー方式でご登場頂き、健康に関する話、 

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の山口秀先生から消化器外科がご専門の後町武志先生にバトンが移りました。 

 第95回 
‘ 

肝臓がんってどんな病気？肝臓がんってどんな病気？肝臓がんってどんな病気？   
 

MDアンダーソン癌センター 研究員  

後町 武志 

皆様はじめまして。私は2012年1月からテキ

サス州立大学MDアンダーソン癌センターで膵

臓癌を中心とした研究を行っています。日本で

は消化器外科医として主に肝臓・胆道・膵臓疾

患の診療に従事しておりました。今回は肝臓、

特に肝臓がんの特徴と治療、肝移植について

お話をさせていただきたいと思います。 

肝細胞癌とは 

肝臓にできる癌には、肝臓自体から発生す

る原発性肝癌と、肝臓以外の臓器から発生した

癌が肝臓に転移する転移性肝癌があります。原

発性肝癌の代表的なものに、肝細胞から発生

する肝細胞癌と肝臓内の胆管細胞から発生す

る肝内胆管癌（胆管細胞癌）がありますが、肝細

胞癌が全体のおよそ95%を占め、一般的に肝

癌といえばこの肝細胞癌を示します。 

肝細胞癌の原因 

わが国の肝細胞癌の原因には、その約90％

が肝炎ウイルス、すなわちB型やC型肝炎ウイル

ス が 関 与 し、そ の 内 訳 は C 型 肝 炎 ウ イ ル ス

（HCV）が約70%、B型肝炎ウイルス（HBV）が約

20%です。肝炎ウイルスが肝臓に持続的に感染

することで慢性肝炎が起こり、肝臓の正常な細

胞が死滅・再生を繰り返し線維化が進行しま

す。この線維化が高度となると肝硬変となりま

す。このような過程でがん遺伝子やがん抑制遺

伝子の影響を受けて、肝細胞癌が起こるといわ

れています。その他の肝細胞癌の原因としてア

ルコールがあります。多量で持続的なアルコー

ル摂取により肝細胞が障害を受け、その修復過

程において遺伝子に傷が入ることが発癌のきっ

かけとなります。また最近ではアルコール摂取が

ないにもかかわらず脂肪肝から脂肪肝炎を生じ

（非アルコール性脂肪肝炎：NASH）その過程で

肝細胞癌が生じることがわかっていて近年増

加傾向です。NASHはいわゆるメタボリック症候

群と呼ばれる肥満、糖尿病、高血圧、高脂血

症を合併することが多く何らかの関係がありそう

ですが、NASHや発癌のメカニズムについては

まだ解明されていません。 

肝細胞癌の診断・進行度 

肝臓は“沈黙の臓器”といわれています。肝

細胞癌が増大し腹部に触れるようになる、破裂

して腹痛が起こるといったことは稀で、基本的

には症状はありません。そのため肝細胞癌を見

つけるためには自ら進んで検査を受けることが

大切です。C型肝炎では、慢性肝炎から肝硬

変へと進行する際に起こる線維化は緩徐かつ

段階的に進行し、線維化の進行とともに発癌

率が上昇することがわかっています。線維化の

程度は超音波下で細い針で肝臓の組織を一

部採取し（肝生検）、病理学的検査（顕微鏡で

診断すること）することで診断しますが、肝硬変

になると今後10年間での発癌する確率は約

70%と報告されています。B型慢性肝炎も肝硬

変になると10年間で約50%の発癌率があり、C
型に比べて、若い年令で線維化が進行してい

なくても発癌する場合があるので注意が必要で

す。 

肝細胞癌の治療 

肝細胞癌の治療は、1）手術療法、2）局所

療法（エタノール注入療法、マイクロ波凝固療

法、ラジオ波焼灼療法）、3）血管塞栓療法、4）

肝動注療法、5）肝移植があります。最近では

癌細胞だけに過剰に発現している特定の分子

を狙い撃ちにして、その機能を抑えることで治

療する分子標的治療薬が肝細胞癌の治療とし

て認められ、進行した症例に対し導入されま

す。肝細胞癌の治療方針の決定には、全身状

態も考慮された上で、基本的に“肝癌診療ガイ

ドライン“のアルゴリズムを参考にします（図1）。

このアルゴリズムは、肝機能と腫瘍個数・腫瘍

の大きさにより構成されており、肝臓の機能の

評価に用いる肝障害度（図2：肝臓の機能の評

価に用いる）とあわせて用いられます。 

婦人部便り 

藤岡 博子  
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肝臓移植について 

 肝臓移植は、他に救命できる治療法のな

い末期肝不全患者に対する唯一の治療法

です。ドナーとは臓器提供者であり、レシピ

エントとは提供臓器の移植を受ける人です。

欧米では1963年に開始され、その後、手術

手技の進歩、拒絶反応を抑える免疫抑制剤

の開発により治療成績が改善しました。 

○生体肝移植 
脳死ドナーの絶対数が少ない日本では主流

です。血縁者や配偶者の自発的意思によ

り、ドナーの肝臓の一部がレシピエントに移

植されます。日本では1989年に第一例目が

施行され、以来2009年末までに全国63施設

で合計5,653件が行なわれています。生体肝

移植の提供者（ドナー）となれる条件として

は、原則として成人で患者の三親等内の血

族、または配偶者であることなどがあります。 
○脳死肝移植 
脳死患者から提供された肝臓がレシピエント

に移植されます。通常は全肝臓を移植しま

すが、場合により脳死患者から提供された肝

臓を分割して、2人の患者に移植されることも

あります。日本では1997年7月に脳死からの

臓器移植を認める臓器移植法が成立し、

2009年7月に改正されました。これを契機に

日本でも脳死肝臓移植が増加し、2011年6
月までに118例が行われています。 
以上、簡単に肝臓がんについて書かせてい

ただきました。肝臓は重要な働きを持ち、一

生お世話にならなければならない臓器です。

皆様の肝臓へのご理解に少しでもお役にた

てばと思います。 
 

 

 

□□□ 

 次回は、乳腺外科がご専門の多根井智紀先

生です。（多根井先生とは住まいもご近所で子

供の年齢が近いこともあり、家族ぐるみでお付き

合いをさせていただいています。時には研究生

活でなまった体を一緒に動かしたりしています。

お子さん思いのとてもやさしい先生です。） 

 は 婦人部委員婦人部委員婦人部委員   新米ママ 

商工会婦人部委員会、初めての会議の

朝。何か忘れ物がある気がして何度も持ち物

をチェックしながら、前日に用意していたジャ

ケットに袖を通す。この緊張感、この慌ただし

さ。次第にこみ上げてくる不安を見て見ぬふ

りし、“こんなの入社式以来だな”と遠い記憶

に想いを馳せる。ただその時と違うのは、右

腕に提げた荷物の量と、「よいしょ」という掛け

声と共に左腕に抱いた1歳の娘がいること

だった。 
 その半月ほど前、主人から「商工会婦人部

の委員をやらないかと言われたけど、どうす

る？」と電話があった。会社の駐在員の奥さ

ん全員に打診があったらしい。婦人部がどん

な団体なのか、何をするのか、本当に何も知

らなかった。主人に聞くと1カ月に1回会議に

出ればよいとの返事。こんな幼子がいては無

理無理と思いつつ、若干の“家政婦は見

た”的好奇心から「小さい子がいてもできるこ

とで、他にいらっしゃらなければさせていただ

く」と、決して積極的でなく且つ消極的でもな

い返答をした。そしてその晩、帰宅した主人

の口から出たのは決定の知らせ。 “志願する

者は一歩前へ出ろ！”と言われ、自分以外の

兵士が一歩下がる、そんなコントのような始ま

りだった。 
 ヒューストン商工会婦人部はヒューストン在

住の商工会会員、特にその配偶者と家族に

対してヒューストンで快適に過ごすための情

報提供やイベントを企画開催する非営利団

体だ。名誉委員長は総領事夫人、委員は主

に 商 工 会 理 事 委 員 の 奥 様 方。こ の 構 成

が“婦人部は敷居が高い”と思う理由のひと

つだったが、実はなりたければ誰でも委員に

なることができる、という規定らしい。2012年

度の委員は13名。でも、まだまだ手のかかる

幼児連れは自分だけ。しかも、会議よりむし

ろ行事のための打ち合わせや作業の方がメ

インの活動となる。初会議で話が進むにつ

れ、徐々に事の重大さに混乱し、“私、完全

に場違いだ”と冷や汗をかき始めた。だが、こ

んな方々とご一緒させていただける機会はも

う二度とない。委員の皆さんから勉強させて

いただくつもりで、出来るところまでやってみ

ることにした。 
今年度の婦人部の仕事はチャリティ映画

上映会、プリザーブドフラワー講習会、古本

市、ジャパンフェスティバル浴衣トライオン、ク

ラシックコンサート、ピーカンキッズ、ガルフス

トリームがあり、加えて毎月の会議の司会と

書記が順番に回ってくる。担当制で、私は万

が一娘が急に風邪を引いてもできるように、

在宅作業中心のピーカンキッズ、ガルフスト

リーム、そして小さい子供の母親ということ

で“赤ちゃんから大

人まで クラシックコ

ンサート2012”の担

当 に 加 わ っ た。

ピーカンキッズは婦

人部が後援してお

り、運営するボラン

ティアの皆さんから

の要望を婦人部に

持ち帰って対応し

た り、絵 本 や 紙 芝

居などの備品を婦人部活動の収益から購入

したりする。ガルフストリーム担当の仕事は毎

月の婦人部関連原稿を編集部に入稿および

校正、そして編集会議に参加することだ。コ

ンサートではプログラム冊子やポスター作

製、申し込み受付のためのパソコンのシステ

ム構築などを受け持ち、久しぶりに頭から湯

気が出るほど没頭した。各仕事に締め切りが

あり日々の生活に生まれる緊張感の新鮮さ、

そしてチームワークで進める仕事の一端を任

せてもらえる責任感がうれしかった。 

婦人部の定例会議は毎回濃厚で、朝10時か

ら各自持参のランチを挟んで午後までかかる。

次々飛び出すアイデア、オーガナイズされたプ

レゼンテーション。“良いものを創りたい”と志を

同じくする個が集うことで起こる化学反応は凄ま

じく、活気があった。勢い余って場が井戸端に

移ることもしょっちゅうで、冗談に花を咲かせて

は湧く大爆笑も楽しかった。一方、私はどの仕

事も一緒に担当した方におんぶに抱っこ。会議

でも建設的な発言は何もできなかったし、娘連

れではご迷惑になる作業は免除していただくこ

ともあった。一番ご迷惑をかけてしてしまったの

は浴衣トライオン。なんと娘が前日に突発性発

疹を発症し、2日間とも欠席。よりによってこんな

時に、と本当に申し訳なかったが、婦人部の皆

さんからは“こちらはどうにでもなるけど、お嬢さ

んのお母さんは藤岡さんだけだから”と温かい

お言葉を頂き、逆に励まされた。 
活動がある時娘はどうしていたかというと、週

末なら主人に見てもらい、平日は娘連れで打ち

合わせに参加していた。今では“準メンバー”と

呼んで頂き、可愛がってもらっている。ただ会議

の日だけは娘がいては話し合いに参加できな

いので、上司の奥様にお願いして見て頂いた。

娘には親離れの良い機

会になり、親のひいき目

だがしっかりしたように見

える。支えて下さる方の

おかげで、親子で学びが

2倍になった。 
婦人部活動は確かに忙

しく大変だ。それはメン

バー全員が信じられない

パワーでイベントを推し

進めていくことの裏返し

でもある。私の場合、主人と結婚し駐在員の妻

としてヒューストンに来て、“ＯＯの妻”という以外

にタイトルが無くなった自分にアイデンティティ

の喪失を感じた日々もあった。だからといって働

くことが容易ではないこの地で婦人部活動に参

加できたことは、社会とのつながりを再び実感で

きる機会になった。そして何より、太陽のような

明るさとエネルギーを持った委員の皆さんとの

間に生まれる連帯感。一年間の任期を終えよう

としている今、充実感と数えきれない感謝で満

たされている。 

 「え～！！そんな安くて構わないのですか？」 
 これは、婦人部委員会主催の古本市に訪れ、購入

していただいた方々が、皆さんおっしゃる言葉です。

それもそのはず、ハードカバーの新書は50セント。

ちょっと古い物や文庫本、児童書、漫画、雑誌等は

25セントで販売しています。また、かなり古い本や傷

みがひどい物は無料でご自由にお持ち帰りいただけ

ます。 
 古本市で販売される本のほとんどは、皆様からご寄

付頂いたものです。現在も、沢山の本や雑誌、漫画、

絵本など三水会センターへ寄せられており、大変感

謝しております。これらの本の中で、図書館にない新

しい本については皆様にいつでも貸し出し、ご利用

いただけるように登録作業が行われます。既に図書

館にあったり、以前古本市で買われた本をまたお持

ち頂いている場合、その中から皆様に読んで頂けそ

うなものを選んで、古本市でお譲りしております。 

 このようにして行われる古本市は、例年2月と9月

の2回行っていますが、次回は少し遅れて10月6
日（土）に三水会センター前ホールにて開催いた

します。 
 古本市の収益金は三水会センターの新刊図書

購入だけでなく、補習校の児童書購入の為にも

使わせて頂いております。古本市当日はこれらの

本を格安でお譲りする代わりに皆様のお気持ちを

ご寄付頂ければ大変有り難く存じます。何卒ご協

力の程お願い申し上げます。 
 ご家庭でご不要になりました本がございました

ら、三水会センターでは随時受け付けております

のでお手数ですがお持ち頂ければ幸いです。  
 なお、古本市当日はお持ち帰り用の紙袋等をご

持参いただけますと助かります。 
 皆さまの沢山のご来場を委員一同お待ち申し

上げております。  

婦人部主催 

古本市開催のお知らせ 

＜ 古本市開催日時 ＞   

10月6日 （土）  

三水会センター前ホール （東側）          

8時45分から15時15分まで  



 

2 Gulf    Stream 8 Gulf    Stream 5 

 この日のカードはヒューストン・ロケッツ

VSダラス・マーヴェリクス。同じテキサス

州内のチームの対戦でしたが、やはりそ

こはロケッツを応援。第4クォーターに

入っても両者ともに譲らないシーソー

ゲーム。まさに手に汗握る展開の中、残り

時間2分から我らがロケッツの3ポイントが

立て続けに2本決まり、さらにミドルシュー

トでダメ押し2点。これが決定打となり最終

的に3点差でロケッツが勝利をおさめまし

た。ちなみにこの日は2009年12月31日の

大晦日。来年はいい年になりそうだね、と

主人とともに大満足で人生初のNBA観

戦を終えたのでした。 
 さて、前置きが長くなってしまいました

が、スポーツ観戦するとどうしても自分で

もプレーしたくなる、という方は少なくない

と思います。自分はまさにその典型で

す。ヒューストンでバスケができるところは

ないだろうかと思っているところへちょう

ど、練習に参加しませんかというお誘い

がやってきました。Japanese Adult Basketball Association in Houston 
（JABBAH） という日本人中心のチームです。基本はハーフコート、人

数がそろったときには5対5のオールコートでゲームをしています。NBA
選手のような華麗なプレーなんてもちろんできませんが、一週間に一

度、好きなバスケットで滝のように汗を流すのは本当に気持ちがいいも

のです。毎週土曜日、San Felipe Street沿いにあるT.H. Rogers Schoolの
屋外コートで12時半から練習しています。ご興味がある方は、代表者の

メールアドレスishiiah@hotmail.comまでご連絡ください。特に女性部員

大募集中です。 

ューストンへの駐在が決まっ

て楽しみにしていたことの一

つが、バスケットボールのプ

ロリーグであるNBAを観戦することで

した。7歳から地域のバスケットボー

ルクラブに入部し、中学、高校、大

学、そして社会人になってからも何

らかの形でプレーしてきたので、私

の人生はバスケなしには語れないと

言っても過言ではないかもしれませ

ん。忘れもしない1992年のバルセロ

ナオリンピック。NBAプロ選手のオリ

ンピック出場が解禁され、ドリーム

チームが生まれた年です。マイケ

ル・ジョーダン、マジック・ジョンソン、

ジョン・ストックトンなど名だたるNBA
プレーヤーの豪華共演は、当時まだ

小学生だった私にも強烈な印象を

残しました。 
そんな大昔の興奮を思い出しな

が ら、初 め て 向 か っ た ト ヨ タ セ ン

ター。大型の電光掲示板や音楽を使った派手な演出。試合開始

前・ハーフタイムに繰り広げられるパフォーマンスの数々。チーム

マスコットであるクマのCLUTCHも幾度となくフロアや客席に出て

きて会場を盛り上げてくれます。協賛会社からのクイズに正解する

とプレゼントがもらえるなど、バスケットのルール自体を知らなくて

もエンターテイメントとして楽しめる工夫がいっぱいでした。アメリ

カではお馴染みのブーイングも、初めはやりすぎじゃないか、なん

て黙って見ていたくせに、最後には自分も大きな声でBOO！と叫

んでいました。 

婦人部便り 

ピーカンキッズ 

活動報告 
 

～打ち合わせ編～ 

 「絵本読み聞かせの会」も7月、8月はお休み

を頂きましたが、長い夏休み皆さんいかがお過

ごしでしたか。 
 この会は「日本を離れている子供たちに質の

高い絵本を伝えたい、そのことを通して日本人

としての感性を育むことの手助けになって欲し

い」という理念で2008年に立ち上げられました。

そして現在も私たちは、就学前のお子さんを対

象に月一回「読み聞かせの会」を三水会セン

ターで開いています。 
 また、「会」に来てくれる子供たちに一冊一冊

の絵本が“心に響くように”届けたいという思い

で、会に向けての「準備の会」を毎月一回設け

ています。そこでは次の会の絵本選び、読む

練習、好きな本の紹介、絵本についての勉強

等をしています。 
 毎月「読み聞かせの会」で読んでいる本は3
歳以上、3歳未満の部でそれぞれ4～5冊です

が、それらは三水会センターの蔵書、メンバー

の持ち寄った本等たくさんの候補の中から選ん

でいます。絵本の内容、年齢との関係、絵本相

互の色彩のバランス、他の子供たちと一緒に聞

くという特性なども考えます。また季節感、つい

忘れがちな日本の行事やアメリカならではの行

事も考慮します。読む絵本が決まるとそれぞれ

の絵本のお話がしっかり伝えられるように読む

速さや語り口など具体的な練習をします。 
 アットホームな中にメンバーひとりひとりの「子

供たちに楽しい一冊を届けたい」という思いが

詰まった会です。 

ヒ 

 これからも素敵な絵本をたくさん準備して皆さ

んをお待ちしています。 
 
 写真の絵本はこの夏新しく三水会センターに

仲間入りした絵本です。読み聞かせの会でもご

紹介していきたいと思っています。 
 
今後の開催予定 

 ＜絵本読み聞かせの会＞ 

 8月の読み聞かせの会はお休みです。 
 9月15日（土） 10月13日（土） 11月10日（土） 
 いずれも、 10時～ 3歳以上 
        10時30分～ 3歳未満 
 
 ＜あそぼーかい＞  

 9月 8日 (土)  9時30分～ 
 9月11日（火） 10時30分～  
 10月6日（土）   11月3日（土）  12月1日（土）  

                     9時30分～  
 
 変更がある場合もございます。三水会セン

ター内ポスターやヒューストンなびでもご確認く

ださい。 
 
 スタッフは、随時募集中です。ご興味をお持ち

の方やお問い合わせは、次のアドレスまでご連

絡下さい。お待ちしております。 
 
あそぼーかい mama_asobokai@yahoo.co.jp 
読み聞かせの会 
         houstonyomikikase@yahoo.co.jp    

ケイジャン・カントリーへの旅 ケイジャン・カントリーへの旅 ケイジャン・カントリーへの旅    

Louisiana 

石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 

テキサス州の東隣にあるルイジアナ州は、ブーツのような独特の形をし

ている。そのブーツの胴体部分が3つの地方に分かれ、足先の部分は2つ

に分かれている。ブーツの一番上はSportsman’s Paradise （中心都市：シュ

リーブポート)、すねはCrossroads（同：アレキサンドリア）、かかとはCajun 
Country （同：ラファイエット）、甲はPlantation Country（同：バトン・ルー

ジュ）、つま先はGreater New Orleansだ。名前だけでその地方の雰囲気が

何となく伝わってくる。今回は、ヒューストンから最も近く、週末の1泊2日の

旅行にぴったりの「ケイジャン・カントリー」をご紹介したい。 
ケイジャンの語源はアーケイディアン（Acadian＝フランスからルイジア

ナ州やカナダ東部への移民）で、それがなまってケイジャンになったと言わ

れている。この地方最大の都市ラファイエットは、ヒューストンからI-10で東

へ約3時間半。ヒューストン・クロニクル誌の旅行記事には、“Lafayette is 
like New Orleans, minus the crowds”（ニューオリンズのような雰囲気－群

衆）とあった。両都市とも、その名が表すように共通してフランスにゆかりが

ある。市内を歩くと目に飛び込んできたのが、ルイジアナ大学ラファイエット

校のスポーツチーム “Ragin’ Cajuns”の応援の旗。“Go Cajuns!”ではな

く、“Geaux Cajuns”となっていた。フランス語に由来するケイジャン風の表

記だ。さらに町を歩くと、数多くのバーやレストラン、カフェがある。しかし人

通りが少なく、何やら健全なニューオリンズというような印象だ。お昼からお

酒が飲みたくなり、そしてバーやジャズを求めて夜な夜な町を徘徊したくな

るニューオリンズに対し、ラファイエットでは何となく「カフェめぐり」がしたく

なる。ヒューストンを朝8時に出るとラファイエットに着くのはお昼前。ランチ

またはブランチにちょうどよい時間だ。

French Pressというカフェは外から見る

と何の変哲もないが、建物の中に入る

と天井が高くヨーロッパ風の空間だ。カ

フェに入った瞬間からモノクロの映像

をみているようだ。ブランチメニューも

豊富で何にしようか迷う。悩んでいると

ころに、ウェイターが通りかかった。トレ

イの上にはバゲットからカニの足がは

み出したサンドイッチが。隣の席の若

者がオーダーしたソフトシェルクラブの

サンドイッチだった。食べる前から満足

そうだった顔が、食べた後にさらに満

足げな顔になった。私もそれを頼んだ

のだが、その若者と同じような顔になっ

たことは言うまでもない。妻が頼んだの

はCajun Egg Benedict。エッグベネディ

クトがケイジャン名物ガンボスープにどっぷりとつかった創作料理で、こち

らも風味豊かで美味しい。働いている人もきびきびとして、心地よいブラン

チタイムを過ごすことができた。 
 腹ごしらえした後は、初期の移民の暮らしを再現した

Acadian Villageに行き、移民の歴史を垣間見るのもい

いだろう。ダウンタウンにいくつかある公園でのんびりす

るのもいい（ここでもPARKではなくフランス風のつづり

PARC になっている！）。アートの町でもあるので、

ミュージアムやアートギャラリーを訪ねるのもいい。お薦

めなのは、青い犬の絵で有名なルイジアナ出身のアー

ティストGeorge Rodrigueのコレクションを誇るBlue Dog 
Café。食事を楽しみながら、店内に飾られている派手な

色使いの作品の数々に見入ってしまうことだろう。街のあちこちでフラ

ンスの雰囲気を感じながら、日本に小京都があるように、ルイジアナに

は小ニューオリンズとも言うべき場所があるのだと妙に感心した。 
 ラファイエットから車で1時間ほど南に行

く と、「タ バ ス コ の 里」と も 言 え る Avery 
Islandがある。日本でもおなじみ、ホット

ソースの代名詞ともいえるタバスコは、ケ

イジャン・カントリー産まれ。1868年にエド

ムンド・マキルへニーさんが考案し、それ

以来この地に本社を置くマキルへニー社

で 生 産 さ れ て い る。タ バ ス コ は Avery 
Islandの独特な地形から生まれた。ルイジ

アナ州には、バイユーという、水の流れが

ゆったりとして淀んでいる湿地帯がたくさ

んある。Avery Islandはバイユーや塩性の

沼に囲まれ、豊かな緑の大地の下には岩

塩のドームが広がっている。昔から先住

アメリカ人が、塩分を豊富に含む自然の湧き水を蒸留して利用してい

たが、マキルへニー一家が移住し、タバスコペッパーという唐辛子の
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＜床での快適な座り方？＞ 

 学校にあるイベントに参加するために訪れた時に、生徒達の床や地

面での座り方にびっくりしました。みんな同じように「胡坐（あぐら）」をか

いて座っているのです！まず日本では幼稚園からそのような場面では

「体育座り」または「正座」をすることを教えられたと思います。胡坐で座

るのは、とても行儀が悪く見えてしまったのですが、後で教えてもらった

話ではこの胡坐スタイル（クリス・クロス・アップルソース）は、アメリカでは

生徒の行動の基本だとか。とりあえず座って話を聞く時はこのスタイル

で！と教えられるそうです。これに慣れていなかった私達の子ども達

は、 初は戸惑ったようですが、今では完璧アメリカスタイルに慣れてし

まったようです。体育座りより安定するし楽なんだそうです。 
さて、日本に帰ってから元のスタイルに戻せるかどうか。今から少し

心配です。ちなみに、アメリカでは、正座スタイルは成長の過程で足が

曲がり 、O 脚や X 脚になる可能性が高くなるので好まれないとのこと

です。 （Sさん） 

あるある へ～ 

 

＜体育がない？＞ 

こちらでは、日本でいう体育の授業らしきものがない、といって

いいと思う。体を動かすためのHFという授業時間があるが、公立

校では特に体操着に着替えて運動するわけでもなく、学校に通っ

たままの服装で行われる。一度外で授業らしきものをしているのを

見かけたことがあるが、皆でバスケットボールを操っているものの、

ただ自由に遊んでいるような感じで、日本のような真剣さが感じら

れなかった。学校にはプールなどないし、マット運動や鉄棒、跳び

箱などをやることはなさそうである。こちらの小学校で過ごして日

本に帰ったときに、このような、日本では「基本」と思える体育技術

がないと少々困るのでは・・・、と思った。 
 ちなみにこちらでは、このような体育で出来ない水泳、器械運動

などは、放課後の習い事としてカバーしているようである。実際、

スイミングレッスンやジムナスティクス（体操）、サッカーなどはアメリ

カ人には人気の習い事であるらしい。（Tさん） 
 

＜ESL＞ 

 日本から引っ越してきて転入した現地校で

は、ESL対象生徒を集め午前と午後に授業を

してくださっていたようです。子どもは、全くに

近いほど英語にふれる事なく渡米してきまし

た。けれど、ESLのお蔭で初めて出来た友達も

同じESLを受けている子で、国が違っても英語

をもっとわかりたい！と言う思いが同じことから

気が合いお友達になれたんだと思います。 
 時には、現地の子に英語がうまく話せない時

に「何を言ってるん？ なんて～」みたいなプ

レッシャーかけるような事を言われることもあっ

た、と作文には書いていましたが、基本的に学

校は楽しい所のようで、「行きたくない」という言

葉は一度も聞いたことはありません。子どもの

適応力には、驚かされる所があるなあと思うと

同時に、異国の生徒を受け入れる準備がよく

整っていると感じました。（Mさん） 

 

＜ランチ＞ 

 娘が、持たせたお弁当を半分くらい残してくることが重なったので理由を聞きました。する

と、お腹が空かないので食べられないというのです。日本式に、ご飯、おみそ汁、卵と野菜

などの朝ごはんを食べさせて学校に行かせるのですが、昼くらいまでにならお腹は空くくら

いの量です。ところが、学校は8時20分に始まるのに、お昼が10時32分だというのです。な

ぜそんな（しかもかなり半端な）時間に? と驚いていると、お昼は全員カフェテリアで食べる

のですが、一度に全校生徒が入れないので、キンダーガーテンから順にローテーションで

25分くらいずつカフェテリアに行ってランチを食べるとのことでした。そうすると、一番上の5
年生のお昼が終わるのが、だいたい1時くらいになります。朝たくさん食べていくと、10時半

くらいではやはりお腹は空いていません。お弁当が食べられないわけです。 
 それでも、学校が終わるのは2時半くらいなので、お昼の後また小腹が空いて、結局家か

らちょっとしたおやつを持っていかなければならないのです。日本のように、全員がいっせ

いに同じ時間に教室でお昼を食べるようにすれば良いのに、とあらためて日本の学校の方

式をうらやましく思いました。（Fさん） 

 

＜謎の読み手＞ 

 娘 の キ ン ダ ー ガ ー テ ン の ク ラ ス か ら、

『Mystery Readerになりませんか』というお誘い

の手紙がきました。毎週金曜日の朝9時半から

15分、生徒の親が自分の好きな本やお勧めの

本を教室に持ってきて子供たちに読みきかせ

る、というプログラムでした。今週は誰の親が行

くかお楽しみなので、ミステリーリーダー（謎の

読み手）というわけです。 
 私は、「英語には自信がないので無理だ

よ」、と言いましたが、毎週金曜日に、娘が「今

日は○○君のお母さんが来た」「今日はXX
ちゃんのお母さんが来たのに、ママはどうして

来てくれないの？」と言うのでちょっとかわいそ

うになりました。 
 娘のクラスは、ヒスパニックが半数くらいい

て、スペイン語での読み聞かせもあったようで

す。そこで、開き直って英語の対訳のある日本

の本を持っていき、日本語と英語を交互に読

んであげたら、子供たちは思いのほか喜んでく

れました。（Aさん） 

 現地校の新年度が始まるにあたり、今回はお子さんが現地

校に通われている皆さんからの「生の声」をレポートしました。日

本の常識を覆すアメリカの学校での体験の数々。未経験の方

は心の準備のために、すでに経験済みの方は、うんうん、とうな

ずきながら、お楽しみください。 

＊ここで掲載した以外にもまだまだ

体験談は続きます。次号以降も連

載予定ですので、ご期待下さい。 

～ ガルフストリーム バックナンバー掲載記事 ～ 

現地校情報現地校情報現地校情報   

 ガルフストリームでは、教育カウンセラーの西元洋子さんにご協力頂き、今までに多くの

現地校情報を掲載してまいりました。現地校の新年度が始まるにあたり、下記のバックナ

ンバーを是非ご一読ください。 

 下 記 過 去 掲 載 記 事 は 全 て 商 工 会 ウ ェ ブ ペ ー ジ の“Gulf  Stream”(http://
www.jbahouston.org/gulfstream.htm)よりご覧いただけます。 

  

○＜新＞もっと知りたい現地校情報 2010年9月、10月、11月、2011年1月、2月, 3月 

○現地校の新学年度にあたって 2011年8月 

○現地校についてのQ&A 2011年12月 

 
 6月24日（日）、晴れ渡る青空の下、スペースセンターヒューストン

（SCH）にて第4回宇宙セミナーを開催しました。今回の企画は「親子

で楽しむ水ロケット大会」。昨年度実施して大変ご好評をいただいた

この企画を、本年度も18家族68名の参加者を迎え、開催しました。 
 
 午前中は、NASAジョンソン宇宙センター（JSC）内をSCHのトラムに

乗って、JAXA山上所長代理の案内により施設を見学しました。国際

宇宙ステーション（ISS）運用管制室では、ガラス越しに見える運用管

制官が世界各地の宇宙機関の運用管制センターと連携しながらISS
を運用している様子を紹介。宇宙飛行士訓練施設では、ISSの実物

大の訓練用モックアップを見ながら、その中で行われる訓練内容を

説明。 後にロケットパークに移動し、世界で唯一「月」に人が降り

立ったアポロ計画と、その為に作られた史上 大のロケット「サター

ンVロケット」について説明がありました。 
 
 午後からは、メインイベントの水ロケット大会を実施。参加いただい

たご家族ごとに各テーブルに分かれて、説明書を元に水ロケットの

製作を開始。大半のご家族は、初めての水ロケット製作ということで、

ロケットの形状や強度、パラシュートの大きさやその格納方法につい

て悩み、試行錯誤しながら工夫し材料を組み立てロケットを製作しま

した。ロケット製作のために予定した2時間はあっという間に過ぎ、ロ

ケット打上げのために全員で屋外の駐車場へ移動。各ご家族は、想

いを込めて製作した水ロケットを手に、大会審査委員長の金井宇宙

飛行士と一緒に記念写真を撮り、いよいよ打上げに。ロケットを打上

げ装置にセット、みんなで大きな声でカウントダウンをして、ロケットを

発射！力強い水しぶきとともに、どのロケットも真っ青な空に吸い込

まれるように高々と打ち上がりました。なかには、パラシュートがきれ

いに開いて見事に回収できた家族もいましたし、「次はもっと上手に

作って打ち上げるぞ」とリベンジを誓う家族もいて、参加された皆様

それぞれにとって親子で思い出に残る楽しいイベントになりました。

（参加された皆様の笑顔をご覧下さい。） 

2012年 第4回 宇宙セミナー開催 
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 6月24日（日）、晴れ渡る青空の下、スペースセンターヒューストン

（SCH）にて第4回宇宙セミナーを開催しました。今回の企画は「親子

で楽しむ水ロケット大会」。昨年度実施して大変ご好評をいただいた

この企画を、本年度も18家族68名の参加者を迎え、開催しました。 
 
 午前中は、NASAジョンソン宇宙センター（JSC）内をSCHのトラムに

乗って、JAXA山上所長代理の案内により施設を見学しました。国際

宇宙ステーション（ISS）運用管制室では、ガラス越しに見える運用管

制官が世界各地の宇宙機関の運用管制センターと連携しながらISS
を運用している様子を紹介。宇宙飛行士訓練施設では、ISSの実物

大の訓練用モックアップを見ながら、その中で行われる訓練内容を

説明。 後にロケットパークに移動し、世界で唯一「月」に人が降り

立ったアポロ計画と、その為に作られた史上 大のロケット「サター

ンVロケット」について説明がありました。 
 
 午後からは、メインイベントの水ロケット大会を実施。参加いただい

たご家族ごとに各テーブルに分かれて、説明書を元に水ロケットの

製作を開始。大半のご家族は、初めての水ロケット製作ということで、

ロケットの形状や強度、パラシュートの大きさやその格納方法につい

て悩み、試行錯誤しながら工夫し材料を組み立てロケットを製作しま

した。ロケット製作のために予定した2時間はあっという間に過ぎ、ロ

ケット打上げのために全員で屋外の駐車場へ移動。各ご家族は、想

いを込めて製作した水ロケットを手に、大会審査委員長の金井宇宙

飛行士と一緒に記念写真を撮り、いよいよ打上げに。ロケットを打上

げ装置にセット、みんなで大きな声でカウントダウンをして、ロケットを

発射！力強い水しぶきとともに、どのロケットも真っ青な空に吸い込

まれるように高々と打ち上がりました。なかには、パラシュートがきれ

いに開いて見事に回収できた家族もいましたし、「次はもっと上手に

作って打ち上げるぞ」とリベンジを誓う家族もいて、参加された皆様

それぞれにとって親子で思い出に残る楽しいイベントになりました。

（参加された皆様の笑顔をご覧下さい。） 

2012年 第4回 宇宙セミナー開催 
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 この日のカードはヒューストン・ロケッツ

VSダラス・マーヴェリクス。同じテキサス

州内のチームの対戦でしたが、やはりそ

こはロケッツを応援。第4クォーターに

入っても両者ともに譲らないシーソー

ゲーム。まさに手に汗握る展開の中、残り

時間2分から我らがロケッツの3ポイントが

立て続けに2本決まり、さらにミドルシュー

トでダメ押し2点。これが決定打となり最終

的に3点差でロケッツが勝利をおさめまし

た。ちなみにこの日は2009年12月31日の

大晦日。来年はいい年になりそうだね、と

主人とともに大満足で人生初のNBA観

戦を終えたのでした。 
 さて、前置きが長くなってしまいました

が、スポーツ観戦するとどうしても自分で

もプレーしたくなる、という方は少なくない

と思います。自分はまさにその典型で

す。ヒューストンでバスケができるところは

ないだろうかと思っているところへちょう

ど、練習に参加しませんかというお誘い

がやってきました。Japanese Adult Basketball Association in Houston 
（JABBAH） という日本人中心のチームです。基本はハーフコート、人

数がそろったときには5対5のオールコートでゲームをしています。NBA
選手のような華麗なプレーなんてもちろんできませんが、一週間に一

度、好きなバスケットで滝のように汗を流すのは本当に気持ちがいいも

のです。毎週土曜日、San Felipe Street沿いにあるT.H. Rogers Schoolの
屋外コートで12時半から練習しています。ご興味がある方は、代表者の

メールアドレスishiiah@hotmail.comまでご連絡ください。特に女性部員

大募集中です。 

ューストンへの駐在が決まっ

て楽しみにしていたことの一

つが、バスケットボールのプ

ロリーグであるNBAを観戦することで

した。7歳から地域のバスケットボー

ルクラブに入部し、中学、高校、大

学、そして社会人になってからも何

らかの形でプレーしてきたので、私

の人生はバスケなしには語れないと

言っても過言ではないかもしれませ

ん。忘れもしない1992年のバルセロ

ナオリンピック。NBAプロ選手のオリ

ンピック出場が解禁され、ドリーム

チームが生まれた年です。マイケ

ル・ジョーダン、マジック・ジョンソン、

ジョン・ストックトンなど名だたるNBA
プレーヤーの豪華共演は、当時まだ

小学生だった私にも強烈な印象を

残しました。 
そんな大昔の興奮を思い出しな

が ら、初 め て 向 か っ た ト ヨ タ セ ン

ター。大型の電光掲示板や音楽を使った派手な演出。試合開始

前・ハーフタイムに繰り広げられるパフォーマンスの数々。チーム

マスコットであるクマのCLUTCHも幾度となくフロアや客席に出て

きて会場を盛り上げてくれます。協賛会社からのクイズに正解する

とプレゼントがもらえるなど、バスケットのルール自体を知らなくて

もエンターテイメントとして楽しめる工夫がいっぱいでした。アメリ

カではお馴染みのブーイングも、初めはやりすぎじゃないか、なん

て黙って見ていたくせに、最後には自分も大きな声でBOO！と叫

んでいました。 

婦人部便り 

ピーカンキッズ 

活動報告 
 

～打ち合わせ編～ 

 「絵本読み聞かせの会」も7月、8月はお休み

を頂きましたが、長い夏休み皆さんいかがお過

ごしでしたか。 
 この会は「日本を離れている子供たちに質の

高い絵本を伝えたい、そのことを通して日本人

としての感性を育むことの手助けになって欲し

い」という理念で2008年に立ち上げられました。

そして現在も私たちは、就学前のお子さんを対

象に月一回「読み聞かせの会」を三水会セン

ターで開いています。 
 また、「会」に来てくれる子供たちに一冊一冊

の絵本が“心に響くように”届けたいという思い

で、会に向けての「準備の会」を毎月一回設け

ています。そこでは次の会の絵本選び、読む

練習、好きな本の紹介、絵本についての勉強

等をしています。 
 毎月「読み聞かせの会」で読んでいる本は3
歳以上、3歳未満の部でそれぞれ4～5冊です

が、それらは三水会センターの蔵書、メンバー

の持ち寄った本等たくさんの候補の中から選ん

でいます。絵本の内容、年齢との関係、絵本相

互の色彩のバランス、他の子供たちと一緒に聞

くという特性なども考えます。また季節感、つい

忘れがちな日本の行事やアメリカならではの行

事も考慮します。読む絵本が決まるとそれぞれ

の絵本のお話がしっかり伝えられるように読む

速さや語り口など具体的な練習をします。 
 アットホームな中にメンバーひとりひとりの「子

供たちに楽しい一冊を届けたい」という思いが

詰まった会です。 

ヒ 

 これからも素敵な絵本をたくさん準備して皆さ

んをお待ちしています。 
 
 写真の絵本はこの夏新しく三水会センターに

仲間入りした絵本です。読み聞かせの会でもご

紹介していきたいと思っています。 
 
今後の開催予定 

 ＜絵本読み聞かせの会＞ 

 8月の読み聞かせの会はお休みです。 
 9月15日（土） 10月13日（土） 11月10日（土） 
 いずれも、 10時～ 3歳以上 
        10時30分～ 3歳未満 
 
 ＜あそぼーかい＞  

 9月 8日 (土)  9時30分～ 
 9月11日（火） 10時30分～  
 10月6日（土）   11月3日（土）  12月1日（土）  

                     9時30分～  
 
 変更がある場合もございます。三水会セン

ター内ポスターやヒューストンなびでもご確認く

ださい。 
 
 スタッフは、随時募集中です。ご興味をお持ち

の方やお問い合わせは、次のアドレスまでご連

絡下さい。お待ちしております。 
 
あそぼーかい mama_asobokai@yahoo.co.jp 
読み聞かせの会 
         houstonyomikikase@yahoo.co.jp    

ケイジャン・カントリーへの旅 ケイジャン・カントリーへの旅 ケイジャン・カントリーへの旅    

Louisiana 

石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 

テキサス州の東隣にあるルイジアナ州は、ブーツのような独特の形をし

ている。そのブーツの胴体部分が3つの地方に分かれ、足先の部分は2つ

に分かれている。ブーツの一番上はSportsman’s Paradise （中心都市：シュ

リーブポート)、すねはCrossroads（同：アレキサンドリア）、かかとはCajun 
Country （同：ラファイエット）、甲はPlantation Country（同：バトン・ルー

ジュ）、つま先はGreater New Orleansだ。名前だけでその地方の雰囲気が

何となく伝わってくる。今回は、ヒューストンから最も近く、週末の1泊2日の

旅行にぴったりの「ケイジャン・カントリー」をご紹介したい。 
ケイジャンの語源はアーケイディアン（Acadian＝フランスからルイジア

ナ州やカナダ東部への移民）で、それがなまってケイジャンになったと言わ

れている。この地方最大の都市ラファイエットは、ヒューストンからI-10で東

へ約3時間半。ヒューストン・クロニクル誌の旅行記事には、“Lafayette is 
like New Orleans, minus the crowds”（ニューオリンズのような雰囲気－群

衆）とあった。両都市とも、その名が表すように共通してフランスにゆかりが

ある。市内を歩くと目に飛び込んできたのが、ルイジアナ大学ラファイエット

校のスポーツチーム “Ragin’ Cajuns”の応援の旗。“Go Cajuns!”ではな

く、“Geaux Cajuns”となっていた。フランス語に由来するケイジャン風の表

記だ。さらに町を歩くと、数多くのバーやレストラン、カフェがある。しかし人

通りが少なく、何やら健全なニューオリンズというような印象だ。お昼からお

酒が飲みたくなり、そしてバーやジャズを求めて夜な夜な町を徘徊したくな

るニューオリンズに対し、ラファイエットでは何となく「カフェめぐり」がしたく

なる。ヒューストンを朝8時に出るとラファイエットに着くのはお昼前。ランチ

またはブランチにちょうどよい時間だ。

French Pressというカフェは外から見る

と何の変哲もないが、建物の中に入る

と天井が高くヨーロッパ風の空間だ。カ

フェに入った瞬間からモノクロの映像

をみているようだ。ブランチメニューも

豊富で何にしようか迷う。悩んでいると

ころに、ウェイターが通りかかった。トレ

イの上にはバゲットからカニの足がは

み出したサンドイッチが。隣の席の若

者がオーダーしたソフトシェルクラブの

サンドイッチだった。食べる前から満足

そうだった顔が、食べた後にさらに満

足げな顔になった。私もそれを頼んだ

のだが、その若者と同じような顔になっ

たことは言うまでもない。妻が頼んだの

はCajun Egg Benedict。エッグベネディ

クトがケイジャン名物ガンボスープにどっぷりとつかった創作料理で、こち

らも風味豊かで美味しい。働いている人もきびきびとして、心地よいブラン

チタイムを過ごすことができた。 
 腹ごしらえした後は、初期の移民の暮らしを再現した

Acadian Villageに行き、移民の歴史を垣間見るのもい

いだろう。ダウンタウンにいくつかある公園でのんびりす

るのもいい（ここでもPARKではなくフランス風のつづり

PARC になっている！）。アートの町でもあるので、

ミュージアムやアートギャラリーを訪ねるのもいい。お薦

めなのは、青い犬の絵で有名なルイジアナ出身のアー

ティストGeorge Rodrigueのコレクションを誇るBlue Dog 
Café。食事を楽しみながら、店内に飾られている派手な

色使いの作品の数々に見入ってしまうことだろう。街のあちこちでフラ

ンスの雰囲気を感じながら、日本に小京都があるように、ルイジアナに

は小ニューオリンズとも言うべき場所があるのだと妙に感心した。 
 ラファイエットから車で1時間ほど南に行

く と、「タ バ ス コ の 里」と も 言 え る Avery 
Islandがある。日本でもおなじみ、ホット

ソースの代名詞ともいえるタバスコは、ケ

イジャン・カントリー産まれ。1868年にエド

ムンド・マキルへニーさんが考案し、それ

以来この地に本社を置くマキルへニー社

で 生 産 さ れ て い る。タ バ ス コ は Avery 
Islandの独特な地形から生まれた。ルイジ

アナ州には、バイユーという、水の流れが

ゆったりとして淀んでいる湿地帯がたくさ

んある。Avery Islandはバイユーや塩性の

沼に囲まれ、豊かな緑の大地の下には岩

塩のドームが広がっている。昔から先住

アメリカ人が、塩分を豊富に含む自然の湧き水を蒸留して利用してい

たが、マキルへニー一家が移住し、タバスコペッパーという唐辛子の

種をまき、その果実とこの地で豊富に取れる塩を使って、生牡蠣にあ

う美味しいソースをつくろうと思いついた。当時は香水のビンに入れて

売られたというタバスコソース、その形が現在のビンの形にも受け継が

れている。マキルへニー社の建物に入ると、ビジター用のツアーが随

時行われていて、タバスコの歴史を学習したり、工場見学をすることが

できる（ソースのボトリング作業が見られるのは月曜から木曜日までの

み）。1日当たり70万本のソースが瓶詰めされ、世界168ヶ国で販売さ

れているそうだ。タバスコソースは意外にもスローフード。手摘みした

タバスコペッパーをすりつぶし、Avery Island産の岩塩と混ぜ、オーク

樽で3年間熟成した後、仕上げに酢を加えて完成。ぴりっと辛いだけ

でなく独特の旨味のある調味料は、きちんと手間ひまかけて作られて

いた。 
工場に隣接するタバスコ・カントリース

トアも人気である。オリジナルの赤いソー

スのみならず、香り豊かでマイルドなチポ

トレソースに激辛のハバネロソース、そし

てスパイシーしょうゆ、スパイシーてりやき

ソースなど、様々な種類・サイズのタバス

コソースや関連商品が並んでいる。試食

もできるので、店内で試食をしてお好み

の辛さを見つけるとよい。ここでしか手に

入らない、レアなタバスコ・アイスクリーム

は、口に入れたときはクリーミーだが喉ご

しが辛い、なんとも不思議なアイスだっ

た。 
Avery Islandでは、豊かな自然に触れ

ることも出来る。工場の隣にあるジャング

ル・ガーデンという名の、広々としたネイ

チャーセンター。中に足を踏み入れる

と、バイユーの濁った流れを、ワニがのん

びりと移動していく様があちこちで見られ

る。マキルへニー社の2代目エイヴァリー

さんは、タバスコの販促に手腕を発揮す

る一方で、自然保護活動にも熱心で、ユキコサギ（Snowy Egret）という

鳥を絶滅の危機から救うためにこの地にコロニーをつくった。今では、

Avery Islandのあちこちで、美しい白いサギが舞う姿

を見ることができる。ここは「タバスコの里」であるだけ

でなく、鳥や動物たちの里でもある、自然豊かな地な

のだ。 
 日帰りや1泊2日の短い旅行でも、旅にテーマがある

とより楽しいものになる。ケイジャン・カントリーへの「カ

フェめぐり」と「タバスコの里訪問」は、アメリカ生活へ

のスパイスと見知らぬ空間での至福の時間を与えてく

れた。週末のプチトリップは、自分や家族に活力を与

えてくれるものだと私は信じている。 Blue Dog Cafe 

French Press 

第９５回  建守こずえ さん 

駐妻のヒューストン日記駐妻のヒューストン日記駐妻のヒューストン日記   
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編集委員会では医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターにリレー方式でご登場頂き、健康に関する話、 

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の山口秀先生から消化器外科がご専門の後町武志先生にバトンが移りました。 

 第95回 
‘ 

肝臓がんってどんな病気？肝臓がんってどんな病気？肝臓がんってどんな病気？   
 

MDアンダーソン癌センター 研究員  

後町 武志 

皆様はじめまして。私は2012年1月からテキ

サス州立大学MDアンダーソン癌センターで膵

臓癌を中心とした研究を行っています。日本で

は消化器外科医として主に肝臓・胆道・膵臓疾

患の診療に従事しておりました。今回は肝臓、

特に肝臓がんの特徴と治療、肝移植について

お話をさせていただきたいと思います。 

肝細胞癌とは 

肝臓にできる癌には、肝臓自体から発生す

る原発性肝癌と、肝臓以外の臓器から発生した

癌が肝臓に転移する転移性肝癌があります。原

発性肝癌の代表的なものに、肝細胞から発生

する肝細胞癌と肝臓内の胆管細胞から発生す

る肝内胆管癌（胆管細胞癌）がありますが、肝細

胞癌が全体のおよそ95%を占め、一般的に肝

癌といえばこの肝細胞癌を示します。 

肝細胞癌の原因 

わが国の肝細胞癌の原因には、その約90％

が肝炎ウイルス、すなわちB型やC型肝炎ウイル

ス が 関 与 し、そ の 内 訳 は C 型 肝 炎 ウ イ ル ス

（HCV）が約70%、B型肝炎ウイルス（HBV）が約

20%です。肝炎ウイルスが肝臓に持続的に感染

することで慢性肝炎が起こり、肝臓の正常な細

胞が死滅・再生を繰り返し線維化が進行しま

す。この線維化が高度となると肝硬変となりま

す。このような過程でがん遺伝子やがん抑制遺

伝子の影響を受けて、肝細胞癌が起こるといわ

れています。その他の肝細胞癌の原因としてア

ルコールがあります。多量で持続的なアルコー

ル摂取により肝細胞が障害を受け、その修復過

程において遺伝子に傷が入ることが発癌のきっ

かけとなります。また最近ではアルコール摂取が

ないにもかかわらず脂肪肝から脂肪肝炎を生じ

（非アルコール性脂肪肝炎：NASH）その過程で

肝細胞癌が生じることがわかっていて近年増

加傾向です。NASHはいわゆるメタボリック症候

群と呼ばれる肥満、糖尿病、高血圧、高脂血

症を合併することが多く何らかの関係がありそう

ですが、NASHや発癌のメカニズムについては

まだ解明されていません。 

肝細胞癌の診断・進行度 

肝臓は“沈黙の臓器”といわれています。肝

細胞癌が増大し腹部に触れるようになる、破裂

して腹痛が起こるといったことは稀で、基本的

には症状はありません。そのため肝細胞癌を見

つけるためには自ら進んで検査を受けることが

大切です。C型肝炎では、慢性肝炎から肝硬

変へと進行する際に起こる線維化は緩徐かつ

段階的に進行し、線維化の進行とともに発癌

率が上昇することがわかっています。線維化の

程度は超音波下で細い針で肝臓の組織を一

部採取し（肝生検）、病理学的検査（顕微鏡で

診断すること）することで診断しますが、肝硬変

になると今後10年間での発癌する確率は約

70%と報告されています。B型慢性肝炎も肝硬

変になると10年間で約50%の発癌率があり、C
型に比べて、若い年令で線維化が進行してい

なくても発癌する場合があるので注意が必要で

す。 

肝細胞癌の治療 

肝細胞癌の治療は、1）手術療法、2）局所

療法（エタノール注入療法、マイクロ波凝固療

法、ラジオ波焼灼療法）、3）血管塞栓療法、4）

肝動注療法、5）肝移植があります。最近では

癌細胞だけに過剰に発現している特定の分子

を狙い撃ちにして、その機能を抑えることで治

療する分子標的治療薬が肝細胞癌の治療とし

て認められ、進行した症例に対し導入されま

す。肝細胞癌の治療方針の決定には、全身状

態も考慮された上で、基本的に“肝癌診療ガイ

ドライン“のアルゴリズムを参考にします（図1）。

このアルゴリズムは、肝機能と腫瘍個数・腫瘍

の大きさにより構成されており、肝臓の機能の

評価に用いる肝障害度（図2：肝臓の機能の評

価に用いる）とあわせて用いられます。 

婦人部便り 

藤岡 博子  
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肝臓移植について 

 肝臓移植は、他に救命できる治療法のな

い末期肝不全患者に対する唯一の治療法

です。ドナーとは臓器提供者であり、レシピ

エントとは提供臓器の移植を受ける人です。

欧米では1963年に開始され、その後、手術

手技の進歩、拒絶反応を抑える免疫抑制剤

の開発により治療成績が改善しました。 

○生体肝移植 
脳死ドナーの絶対数が少ない日本では主流

です。血縁者や配偶者の自発的意思によ

り、ドナーの肝臓の一部がレシピエントに移

植されます。日本では1989年に第一例目が

施行され、以来2009年末までに全国63施設

で合計5,653件が行なわれています。生体肝

移植の提供者（ドナー）となれる条件として

は、原則として成人で患者の三親等内の血

族、または配偶者であることなどがあります。 
○脳死肝移植 
脳死患者から提供された肝臓がレシピエント

に移植されます。通常は全肝臓を移植しま

すが、場合により脳死患者から提供された肝

臓を分割して、2人の患者に移植されることも

あります。日本では1997年7月に脳死からの

臓器移植を認める臓器移植法が成立し、

2009年7月に改正されました。これを契機に

日本でも脳死肝臓移植が増加し、2011年6
月までに118例が行われています。 
以上、簡単に肝臓がんについて書かせてい

ただきました。肝臓は重要な働きを持ち、一

生お世話にならなければならない臓器です。

皆様の肝臓へのご理解に少しでもお役にた

てばと思います。 
 

 

 

□□□ 

 次回は、乳腺外科がご専門の多根井智紀先

生です。（多根井先生とは住まいもご近所で子

供の年齢が近いこともあり、家族ぐるみでお付き

合いをさせていただいています。時には研究生

活でなまった体を一緒に動かしたりしています。

お子さん思いのとてもやさしい先生です。） 

 は 婦人部委員婦人部委員婦人部委員   新米ママ 

商工会婦人部委員会、初めての会議の

朝。何か忘れ物がある気がして何度も持ち物

をチェックしながら、前日に用意していたジャ

ケットに袖を通す。この緊張感、この慌ただし

さ。次第にこみ上げてくる不安を見て見ぬふ

りし、“こんなの入社式以来だな”と遠い記憶

に想いを馳せる。ただその時と違うのは、右

腕に提げた荷物の量と、「よいしょ」という掛け

声と共に左腕に抱いた1歳の娘がいること

だった。 
 その半月ほど前、主人から「商工会婦人部

の委員をやらないかと言われたけど、どうす

る？」と電話があった。会社の駐在員の奥さ

ん全員に打診があったらしい。婦人部がどん

な団体なのか、何をするのか、本当に何も知

らなかった。主人に聞くと1カ月に1回会議に

出ればよいとの返事。こんな幼子がいては無

理無理と思いつつ、若干の“家政婦は見

た”的好奇心から「小さい子がいてもできるこ

とで、他にいらっしゃらなければさせていただ

く」と、決して積極的でなく且つ消極的でもな

い返答をした。そしてその晩、帰宅した主人

の口から出たのは決定の知らせ。 “志願する

者は一歩前へ出ろ！”と言われ、自分以外の

兵士が一歩下がる、そんなコントのような始ま

りだった。 
 ヒューストン商工会婦人部はヒューストン在

住の商工会会員、特にその配偶者と家族に

対してヒューストンで快適に過ごすための情

報提供やイベントを企画開催する非営利団

体だ。名誉委員長は総領事夫人、委員は主

に 商 工 会 理 事 委 員 の 奥 様 方。こ の 構 成

が“婦人部は敷居が高い”と思う理由のひと

つだったが、実はなりたければ誰でも委員に

なることができる、という規定らしい。2012年

度の委員は13名。でも、まだまだ手のかかる

幼児連れは自分だけ。しかも、会議よりむし

ろ行事のための打ち合わせや作業の方がメ

インの活動となる。初会議で話が進むにつ

れ、徐々に事の重大さに混乱し、“私、完全

に場違いだ”と冷や汗をかき始めた。だが、こ

んな方々とご一緒させていただける機会はも

う二度とない。委員の皆さんから勉強させて

いただくつもりで、出来るところまでやってみ

ることにした。 
今年度の婦人部の仕事はチャリティ映画

上映会、プリザーブドフラワー講習会、古本

市、ジャパンフェスティバル浴衣トライオン、ク

ラシックコンサート、ピーカンキッズ、ガルフス

トリームがあり、加えて毎月の会議の司会と

書記が順番に回ってくる。担当制で、私は万

が一娘が急に風邪を引いてもできるように、

在宅作業中心のピーカンキッズ、ガルフスト

リーム、そして小さい子供の母親ということ

で“赤ちゃんから大

人まで クラシックコ

ンサート2012”の担

当 に 加 わ っ た。

ピーカンキッズは婦

人部が後援してお

り、運営するボラン

ティアの皆さんから

の要望を婦人部に

持ち帰って対応し

た り、絵 本 や 紙 芝

居などの備品を婦人部活動の収益から購入

したりする。ガルフストリーム担当の仕事は毎

月の婦人部関連原稿を編集部に入稿および

校正、そして編集会議に参加することだ。コ

ンサートではプログラム冊子やポスター作

製、申し込み受付のためのパソコンのシステ

ム構築などを受け持ち、久しぶりに頭から湯

気が出るほど没頭した。各仕事に締め切りが

あり日々の生活に生まれる緊張感の新鮮さ、

そしてチームワークで進める仕事の一端を任

せてもらえる責任感がうれしかった。 

婦人部の定例会議は毎回濃厚で、朝10時か

ら各自持参のランチを挟んで午後までかかる。

次々飛び出すアイデア、オーガナイズされたプ

レゼンテーション。“良いものを創りたい”と志を

同じくする個が集うことで起こる化学反応は凄ま

じく、活気があった。勢い余って場が井戸端に

移ることもしょっちゅうで、冗談に花を咲かせて

は湧く大爆笑も楽しかった。一方、私はどの仕

事も一緒に担当した方におんぶに抱っこ。会議

でも建設的な発言は何もできなかったし、娘連

れではご迷惑になる作業は免除していただくこ

ともあった。一番ご迷惑をかけてしてしまったの

は浴衣トライオン。なんと娘が前日に突発性発

疹を発症し、2日間とも欠席。よりによってこんな

時に、と本当に申し訳なかったが、婦人部の皆

さんからは“こちらはどうにでもなるけど、お嬢さ

んのお母さんは藤岡さんだけだから”と温かい

お言葉を頂き、逆に励まされた。 
活動がある時娘はどうしていたかというと、週

末なら主人に見てもらい、平日は娘連れで打ち

合わせに参加していた。今では“準メンバー”と

呼んで頂き、可愛がってもらっている。ただ会議

の日だけは娘がいては話し合いに参加できな

いので、上司の奥様にお願いして見て頂いた。

娘には親離れの良い機

会になり、親のひいき目

だがしっかりしたように見

える。支えて下さる方の

おかげで、親子で学びが

2倍になった。 
婦人部活動は確かに忙

しく大変だ。それはメン

バー全員が信じられない

パワーでイベントを推し

進めていくことの裏返し

でもある。私の場合、主人と結婚し駐在員の妻

としてヒューストンに来て、“ＯＯの妻”という以外

にタイトルが無くなった自分にアイデンティティ

の喪失を感じた日々もあった。だからといって働

くことが容易ではないこの地で婦人部活動に参

加できたことは、社会とのつながりを再び実感で

きる機会になった。そして何より、太陽のような

明るさとエネルギーを持った委員の皆さんとの

間に生まれる連帯感。一年間の任期を終えよう

としている今、充実感と数えきれない感謝で満

たされている。 

 「え～！！そんな安くて構わないのですか？」 
 これは、婦人部委員会主催の古本市に訪れ、購入

していただいた方々が、皆さんおっしゃる言葉です。

それもそのはず、ハードカバーの新書は50セント。

ちょっと古い物や文庫本、児童書、漫画、雑誌等は

25セントで販売しています。また、かなり古い本や傷

みがひどい物は無料でご自由にお持ち帰りいただけ

ます。 
 古本市で販売される本のほとんどは、皆様からご寄

付頂いたものです。現在も、沢山の本や雑誌、漫画、

絵本など三水会センターへ寄せられており、大変感

謝しております。これらの本の中で、図書館にない新

しい本については皆様にいつでも貸し出し、ご利用

いただけるように登録作業が行われます。既に図書

館にあったり、以前古本市で買われた本をまたお持

ち頂いている場合、その中から皆様に読んで頂けそ

うなものを選んで、古本市でお譲りしております。 

 このようにして行われる古本市は、例年2月と9月

の2回行っていますが、次回は少し遅れて10月6
日（土）に三水会センター前ホールにて開催いた

します。 
 古本市の収益金は三水会センターの新刊図書

購入だけでなく、補習校の児童書購入の為にも

使わせて頂いております。古本市当日はこれらの

本を格安でお譲りする代わりに皆様のお気持ちを

ご寄付頂ければ大変有り難く存じます。何卒ご協

力の程お願い申し上げます。 
 ご家庭でご不要になりました本がございました

ら、三水会センターでは随時受け付けております

のでお手数ですがお持ち頂ければ幸いです。  
 なお、古本市当日はお持ち帰り用の紙袋等をご

持参いただけますと助かります。 
 皆さまの沢山のご来場を委員一同お待ち申し

上げております。  

婦人部主催 

古本市開催のお知らせ 

＜ 古本市開催日時 ＞   

10月6日 （土）  

三水会センター前ホール （東側）          

8時45分から15時15分まで  
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VOL.１1 ベビーが我が家にやってきた！  

ワン！ダフル 

ヒューストン 

 
川原志津香 

（家庭犬しつけインストラクター） 

回、子供と犬をワースト・フレンドにしな

いために、子供たちにどのようなことを教

えたら良いかについてお話ししました

が、子供が乳幼児の場合は、まず犬に

子供との接し方を教え、子供の成長に伴い、子供に

も犬との接し方を教えていくことになります。私事で

すが、去年の8月に出産し、娘が家族に加わりました

ので、今回は、現在進行中の我が家の様子をご紹

介したいと思います。 
 我が家の犬たちは子供と生活するのは初めてで、

どのように接したら良いのか分からず戸惑うことが予

想されました。そこで、今後ずっと仲良く暮らせるよう

に、お互いの印象をできるだけ良いものにするため

に、様々なしつけを行うことにしました。 
 娘が1歳になるまでの間の犬たちとのトレーニング

は、以下のような段階を踏んだものになりました。 

第1段階（誕生まで）： ベビーグッズに慣れる段階 
第2段階（生後4ヶ月まで）： 娘の存在に慣れる段階 
第3段階（生後8ヶ月まで）： 犬に手や足を伸ばして

触りたがる娘に慣れる段階 
第4段階（生後9ヶ月以降）： ハイハイや伝い歩きで

犬に近づいて触りたがる娘に慣れる段階 

 ベルジアン・タービュレンのヒューゴ

は、新しい人、物、環境に慣れるの

に時間がかかる性格なので、トレー

ニング第1段階は、出産前から始まり

ました。まず、家の中にベビーベッド

やストローラー等のベビーグッズが登

場する都度、これらに慣らしていきま

した。ベビーグッズを目につくところ

において、その近くでボール遊びを

したり、犬用おやつを食べさせたりす

ることで、日頃から見慣れさせ、警戒

して吠えたりしないようにしていきました。また、慣れ

たからといっていたずらをしないように、近くで落ち

着いていたら褒めることを繰り返しました。さらに、出

産直前には、ストローラーを押して散歩に出かける

練習をしたり、赤ちゃんの泣き声を聞かせても吠え

たり興奮したりしないように練習を重ねました。これら

のトレーニングの様子は、You Tubeでもご紹介して

いますのでご覧ください。 

ストローラーに慣らす 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_ 
embedded&v=8h_59vxvnM4 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_ 
embedded&v=m6hn7OTC3Uk#! 

赤ちゃんの泣き声に慣らす 
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=EtEdPv2j5f8 

 娘が誕生してからは、トレーニング第2段階に入り

ました。退院前に娘の近くにおいていたタオルを家

に持ち帰ってにおいに慣らしたり、退院後は、興味

津々な犬たちが娘に近づいて来たら、なめたり、つ

ついたりしないように注意しながら、娘の存在に慣れ

てもらうよう配慮しました。娘が眠っているときに近く

で大きな音をたてないように、時には娘のお昼寝

中、犬たちにはクレート（プラスチック製の移送用の

ハウス)でお昼寝してもらうこともありました。一方で、

犬たちのパワー発散のために庭で遊んだり、ドッグ

シッターに長い散歩に連れ出してもらったりもしまし

た。 

前
 初は寝転がったままの娘も、首や腰がすわり、

手や足を自分の思うように動かせるようになると、

犬を触ろうと手を伸ばすようになります。第3段階で

は、耳、鼻、尻尾、毛を引っ張られないように、娘

の手が伸びてきたら「気をつけてね」と犬に声をか

けて、娘の動きに注意して必要に応じて距離をとら

せるように練習をしました。 
 手足だけをばたつかせている段階から、ハイハイ

や伝い歩きで、自分から犬に近づいていくという第

4段階に入ると、犬たちと娘の生活スペースが重な

る場面も増えました。現在の我が家では、娘が床

で遊んでいるときには、犬たちが急に動いて転ば

せてしまわないように、娘の近くではゆっくり動くよ

うに、また娘を踏まないようによけて通るように教え

ています。 
 これまでの共同生活の中で、娘も犬もお互いに

怖い体験をしていないおかげで、今のところはとて

も良い関係が築けていて、娘は犬たちを見ると手

を振り、声をあげて、近づこうとします。犬たちも、

娘のことが気になるようで、においをかいだり、近く

で様子を見ていたりしています。 
 ただ、娘の存在に犬が慣れたからといって、写真

Aのように、娘が近づこうとした際

に、犬が耳を倒して口を閉じて緊

張した面持ちでいるときには、不安

を感じているサインなので、さりげ

なく娘の注意をこちらに向けて写

真Bの状態に戻すようにしていま

す。写真Aは、ちょうど雷が鳴り始

めたため、雷嫌いなヒューゴの心の

余裕がなくなった瞬間の写真でし

た。不安を感じているときに、動き

を制限されたり、追いつめられたり

して、脅威に感じた犬が急な動き

でその場を立ち去ろうとしたり、やめてと振り払おう

としたり（人は手で振り払いますが、犬は口で振り

払う＝吠えたり咬んだりする）すると大変です。犬

が普段より落ち着かない様子でいるときには、少し

距離をとって見守ってあげることも子供に教えたい

ものです。犬にも子供にも、お互いのことを理解し

て歩み寄って生活してもらいたいと願っています。 

ベビーが家にやってきた！気になる

存在のようです。 

ベビー用品に慣らすことからスタート

しました。  

 2頭と1人の生活がスタートして早1年が経とうとし

ています。素敵な偶然で、ウェルシュ・コーギー、

シャーリと同じ誕生日に生まれた娘、万莉。今年の

夏は、シャーリの10歳、万莉の1歳の誕生日を盛大

に祝うことになりそうです。 
一緒に暮らし始めて約11ヶ月。ヒューゴと万莉

はお互いを遊び仲間と認識し始めています 

子供があまり得意でないシャーリも、

そっとにおいをかぎにいきます。 

←写真A  

何かに不安を感じ

ている表情。そっと

大人が介入したい

瞬間。  

写真B→  

表情が和らぎました。

追いつめない、追いつ

められない。 

娘にも犬にも良い体験

ができました。 

よろしく！～新規入会です  

●正個人会員入会 
＊JOGMEC        久田桂嗣   

＊JX Nippon Oil Exploration (U.S.A.) Ltd.       田邊一夫   
＊Kuraray America, Inc.      高木仁巳 

＊MCX Exploration (USA), Ltd.     河村大司 

＊MOEX USA Corporation 松浦大介 

＊Nissan Chemical America Corporation    鯉沼豊治   

＊Sumitomo Corporation of America         竹平英貴・建部 徹   

＊Toshiba International Corporation      黒丸 拓  

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

●正団体会員退会 

  ＊Kawasaki Heavy Industries (USA), Inc.  
   （田廣氏ご帰任後の日本人駐在員派遣の予定がないこと 

    から、7月末を以って退会希望）  

会 員 消 息会 員 消 息  ＜敬称略＞＜敬称略＞    
●正個人会員退会 

＊JOGMEC   橘 雅浩 

＊JX Nippon Chemical Texas Inc. 浅田清史・外崎丈治 

＊JX Nippon Oil Exploration (U.S.A.) Ltd.  
    大村直司・久野泰弘 

＊Kawasaki Heavy Industries (USA), Inc.  田廣祐介 

＊MOEX USA Corporation  石井直樹・加藤彰太 

＊Sumitomo Corporation of America 中邑威士 

 

●替わりました  ～ メモのお願い 

●常任委員新旧交代 
  ＊JX Nippon Oil Exploration (U.S.A.) Ltd.  
   （旧）大村直司 →（新）田邊一夫 

  ＊MOEX USA Corporation    
   （旧）石井直樹 →（新）松浦大介 

  ＊Nissan Chemical America Corporation  
   （旧）原田雅幸 →（新）鯉沼豊治 

         ＜原田様は正個人会員登録を継続＞ 

 うちの会社 新連載 
商工会の会員各社の方々は、

ヒューストンに来て以来、地元にしっ

かりと溶け込み、地域に欠かせない存

在になっています。 

このコーナーでは、地域の一員とし

て社会に役立つ活動に取り組んでい

る各社の姿を御紹介していきます。 

 東芝インターナショナル米国社(TIC)は、

ヒューストンに本社を置き、北米で東芝の社会

インフラ事業を担当している会社です。一般消

費者向けの製品ではありませんので皆さんの

目につくことはあまりありませんが、火力・水力・

太陽光等の発電やそれをお届けするための送

電関係から、電気を使う産業用モータや照明ま

で、生活に欠かせないところで当社の製品が

活躍しています。今回は、当社が行う数々の社

会貢献活動の中から、植樹活動を中心にご紹

介させていただきます。 

 東芝グループでは、創業150周年を迎える

2025年に向けて、150万本規模の森林整備を

目指す「東芝150万本の森づくり」を世界中で

展開しています。当社では、その一環として、

毎年、従業員が公園等で苗木を植えたり、植

樹に必要な寄付を行っています。写真は2011
年の植樹の様子です。従業員はまず、会場で

配られる、その年の植樹活動にあわせて作ら

れたＴシャツに着替えます。この年は、公園と

会社概要 

 東芝インターナショナル米国社 
   (Toshiba International Corporation) 
従業員数：約1600人 

拠点：Houston、San Francisco、Dallas、Detroit 他 

事業：産業用モータ、インバータ、UPS等の開発・

製造・販売、火力・水力発電用タービン、LED照

明、郵便区分機、変圧器、太陽光発電システム等 

社会インフラ関係機器・システムの販売 

隣接するグラウンドの清掃からスタート。手に

ゴミ袋を持って、1時間程かけてゴミ拾いをし

た後はいよいよ植樹です。プロのインストラク

ターから植樹方法について簡単に教えても

らった後、2-3人1組にわかれて、ショベルで

穴を掘り、苗木をポットから出し、根を広げて

掘った穴に入れ、肥料と土をかけ、 後は水

がたまりやすいように土と肥料を盛って完了

です。大きめの木を植える時には、風で倒れ

ないように両サイドに杭を打って紐でくくり、

木を支えます。穴を掘る途中に取り除けない

ほど大きな石にぶつかったり、硬くてなかな

か掘れない場所があったり、木に土をかけは

じめて深さが足りないことに気がついたりと

いった、ちょっとしたトラブルはあり、筋肉痛

になったりもしますが、木を植え終えると、ほ

んのわずかですが社会に役立つことをしたと

いう満足感とともに爽快な気分になりますし、

何年後かにこの場所に来て、自分が植えた

木がどう成長しているかを見る楽しみにもなり

ます。 

 当社では、その他に、e-Waste Recycling と
いう、特定の日に地域の家庭で不要になっ

たPCやTV等を引き取りリサイクルする活動

（前回は1万パウンド以上回収）を行ったり、

TIC’s Employee Charitable Campaignと呼ん

でいる個人の寄付や 参加型の寄付活動（前

回は合計5万ドル以上の寄付）を行っていま

すが、またの機会にご紹介します。 

これからも、ヒューストンに根を張って事業を

行う地域の一員として、このような活動を続け

ていきたいと思います。 

第１回 

 

東芝インターナショナル

米国社 
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 7月7日（土）、在ヒューストン日本国総領事館は、子

供向けの施設として全米有数の活動を展開する

Children’s Museum of Houstonとの共催で、「Make a 
Wish! "Tanabata" Japanese Star Festival」を開催し

ました。このイベントは、ヒューストン市民に七夕の風

習を通じ、日本人の感性を紹介する目的で多くのボ

ランティアの協力を得て実施したものです。 

 当日は、館内のホールに設置されたブースに500人

以上の参加者が立ち寄り、短冊に願い事を書いたり、

折り紙での飾り作成、笹の飾り付けを体験しました。

浴衣を着た補習校児童生徒の姿もありました。 

 また、館内の図書館では、多くの子供たちの前で織

り姫と彦星の七夕の物語を紙芝居で上演しました。自

分の願いを大切にし続け、しかも身の回りや他人へ

の感謝を忘れない姿を伝える物語です。講堂では、

ショーイング・ジャパンによる日本舞踊が披露され、最

後は観客も参加してソーラン節を一緒に踊りました。 

Children’s Museum of HoustonChildren’s Museum of HoustonChildren’s Museum of Houstonでの七夕イベント開催での七夕イベント開催での七夕イベント開催   

日  時：平成24年7月18日（水）11：30～13：15 
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11名、正会員4 
    名（う ち、理事委員代理人3名）、事務局長 

欠席者：理事委員9名（うち、会長委任6名、代理人委任3名） 

司 会：竹田直樹幹事 

 

１．総領事館連絡（山本条太総領事） 

 山本総領事より下記4点の連絡があった。 

 ①安全対策：自己防衛などを理由に正当化される殺人事 

  件（合法的殺人事件：justifiable homicide）の発生件数が 

  近年増えている。特にテキサスでは、銃器使用が正当化   

  される範囲が広く、発砲事件などに巻き込まれないよう日 

  頃から注意をお願いしたい。 

 ②飲酒運転：飲酒運転による高速道路の逆走事故などが 

  発生している。事故に遭わないために、深夜の運転を控 

  えたり、高速道路の出入り口付近の状況に注意を払ったり 

  などの注意をお願いしたい。 

 ③ウェストナイル熱：ハリス郡（Harris County）では過去10年 

  間に367件の発症、22名の死亡が確認されている。蚊を媒 

  体として人に感染されるもので特定の治療法がないため、 

  屋外では防虫スプレーの使用など予防に注意していただ 

  きたい。 

 ④日本庭園の植樹祭：10月19日にパーカー市長を招き日 

  本庭園で桜20本の植樹祭開催を予定。 

 

２． 宇宙セミナー2012について 

（酒井純一特命理事・山上武尊正会員） 

 ①第4回宇宙セミナー「家族と楽しむ水ロケット大会」終了  

  報告 

  昨年も好評だった水ロケット製作と打上げ大会を6月24日 

  （日）に実施。商工会会員家族18グループ（総勢68名）参 

  加のイベントでは、午前中にNASA ジョンソン宇宙セン 

  ターのISS運用管制室や宇宙飛行士訓練施設、ロケット 

  パークの見学をし、午後からスペースセンターのカフェテリ 

  アでロケット製作と、屋外駐車場で打上げ大会を行った。 

  金井宇宙飛行士との記念撮影後、どのロケットも高々と打 

  ち上がり成功裏に終了した。 

 ②星出宇宙飛行士ソユーズ搭乗打上げ パブリックビュー 

  イングについて 

  去る7月14日（土）午後8時30分から、NASA ジョンソン宇 

  宙センター内のGilruth Centerにて、星出彰彦宇宙飛行士 

  の搭乗したソユーズ打上げパブリックビューイングを開 

  催。今回は当地のほか、NY会場（星出宇宙飛行士が通っ 

  ていたNY補習授業校）とワシントンDC会場（JAXA事務 

  所）をSkypeで結んで3会場で同時開催した。油井宇宙飛 

  行士の開会挨拶や3会場合同のクイズ大会、星出宇宙飛 

  行士からのビデオメッセージ上映及びミッション概要の説  

   明が行われ、午後9時40分、ソユーズ宇宙船の打上げをリア 

   ルタイム中継で観覧した。来年の若田宇宙飛行士の打上げ 

   の際も同様の企画を検討したい。 

 

３．委員会・部会関連事項 

 ①企画調査委員会（木村誠企画調査委員長） 

  木村企画調査委員長より、7月26日（木）に開かれる訴訟・就 

  労ビザ関連セミナーのほか、8月22日（水）の常任委員会後 

  に予定されている人事関連のセミナー開催予定について説 

  明があった。訴訟・就労ビザセミナーの概要は下記のとお 

  り。人事関連セミナーは後日詳細を事務局より連絡予定。 

 「米国訴訟における和解交渉」および「米国就労ビザの傾向 

  と対策」セミナー 

  開催日：2012年7月26日（木）13：30～15：30 
  開催場所： Four Houston Center／The Shops at Houston  
       Center （4階）Conference room 

      (Berkeley Eye Center 隣の会議室)         
       1200 McKinney, Suite 413, Houston, TX 77010 

  講師：大橋弘昌弁護士、荒木信太郎弁護士 

 

 ②スポーツ委員会 

（吉松雅敏正会員：藤井一彦スポーツ委員長代理） 

 ＊第543回テキサス会「ユナイテッド杯」開催予定について 

  9月23日（日）または30日（日）のいずれかに開催する方向で 

  検討中。本日、新旧担当幹事の鉄鋼部会と物資・化学品部 

  会関係者で引継ぎを行い、開催に向けての準備を開始。開 

  催に関する詳細については決まり次第事務局より連絡予 

  定。 

 

４．その他 

 ＊次期役員改選について（竹田直樹幹事） 

  次年度の役員7名の選出については定款に従い立候補者を 

  募り、各役職への立候補者が1名ずつの場合は信任の、複 

  数者の立候補があった場合は選挙を8月度常任委員会の場 

  で行う。よって、立候補者募集・受付を8月初旬に開始する。 

 

５．事務局関連事項（ライブロック祐子事務局長） 

 ＊会員消息 

正個人会員入会8社（9名）、正団体会員退会1社、正個人会

員退会6社（9名）、常任委員新旧交代3社の連絡（詳細は別

項「会員消息」欄参照） 
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編  集  後  記 

 今月号から新コーナー「うちの会社、いいこ

とやっとん」を始めました。このコーナーでは

各社のCSR活動をご紹介していきます。地元

から見える会員各社さんの一面を、お見せ出

来るのではないかと期待しています。 

 ところで、もう8月も半ば、新学期も迫ってき

ています。日曜日なら「サザエさん」が始まり気

分が落ち込んでくる時間帯。特に初めてアメリ

カの学校に行くお子さんを持つ方は、何かと

心配が多いのではないでしょうか。今月号で

は現地校情報を特集しましたが、「アメリカ現

地校体験記」はさらに何回か続け、旬の現地

校の事情をお届けしていこうと思います。 

市川 真 
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 ヒューストン日本商工会は、在ヒューストン日本国総領事館およびジェトロ・ヒューストン事務所と共催で、

下記の通りブラジルセミナーを6月26日総領事公邸で開催しました。近年のブラジルは、中間層の急増に

合わせて、消費市場が拡大し、2014年には国内12都市でサッカーワールドカップ大会、2016年にはリオ

デジャネイロ・オリンピックなどが目白押しで、インフラを始めとした新たなビジネスチャンスも広がっていま

す。 

 本セミナーでは、2012年のブラジル経済・産業の概観、ビジネス動向、現地日系企業を取り巻く環境な

どを、ジェトロ・サンパウロ事務所の紀井寿雄氏に解説頂きました。講演後、質疑応答も兼ねて講師を囲ん

での懇親会も開催されました。 

＜山本総領事冒頭ご挨拶主旨＞ 

 山本総領事の冒頭ご挨拶では、ラテンアメリカへの“ゲートウエイ”として地位を向上させているヒュースト

ンの役割が述べられた。 

 ヒューストンの全貿易のうち、40.9％をラテンアメリカ諸国が占めている。ラテンアメリカ諸国との2011年の

貿易額は、前年比31.7％増の1097億ドル。ヒューストンの78企業がラテンアメリカに510の子会社・関連会

社を持ち、49のラテンアメリカの企業がヒューストンに79の子会社・関連会社を構えるなど、相互のビジネ

スは密接である。ブラジルとの貿易の伸びも大きく、ヒューストンが全米1位の地位を占めた模様。アジア、

北米、中南米各市場をヒューストンを要に連結するとの発想も、中国始めアジア各国の動きに明らかに

なっている。この度のブラジルセミナーが、このような各地域市場の関連をざっくり捉えていく観点をもたら

し、在ヒューストン日系企業のビジネスにとり有益なものとなることを願う。 

＜紀井氏のプレゼンのポイント＞   

１．政治の動き： 11年1月発足のルセフ政権は支持率50％台で安定した滑り出し。14年の大統領選まで

政権運営で不安要素は現時点では限定されている。 

２．経済の動き： 12年のGDP成長率は2～3％と悲観的な見方も。近年顕在化したレアル高に起因する

製造業の不振、金融機関の貸し渋りによる消費の低迷で、期待を下回る成長となっている。また欧州

の財政危機の影響など、先行きへの不安感がコモディティ価格の低下などに反映している。政府幹部

やエコノミストは、12年後半からの立ち直りを見通す。レアル高が深刻になり貿易収支の悪化防止、国

内産業の保護を目的に輸入抑制策を導入した。自動車メーカーが特に目立つ。具体的には、ブラジ

ル非自動車輸入ライセンスの導入、輸入車への工業製品税（IPI）引き上げ、ブラジル拡大計画、メキ

シコとの自動車協定見直しなどで、保護主義的な政策が表れている。 

   「ブラジルコスト」と呼ばれる、コストの高さがブラジル経済の特徴。例えば、最低賃金は引き上げら

れ、労働賃金の高さはアジアのみならずメキシコのそれを超えるといわれる。他に税金の高さやロジス

ティックスコストの高さから競争力が失われているエネルギー分野の動きについては、ペトロブラスが中

長期投資計画を6月14日に発表。対前年比5.3％増の2,365億ドルを投資予定。その6割はプレサル深

海油田の採掘・生産に充てられ、石油・ガス生産量の増加を目指している。 

３．日系企業の動き： 特に11年中盤以降、ブラジルのコスト高のため、自動車部品を中心に、メキシコ、

ウルグアイ、パラグアイなどといった近隣諸国からブラジル市場を攻めるという動きが見られる。ブラジ

ルで操業するコストの負担が進出企業を苦しめている背景の表れ。また、日系企業のＭ＆Ａの動きが

円高を背景に11年後半から活発化している。 

 なお、セミナー当日配布した資料をご希望の方は、ジェトロ・ヒューストン事務所（inqu-hou@jetro.go.jp）

までお申し出ください。                                （企画調査委員会 木村 誠）  

ライブ音楽 

「成長するブラジルをどう攻めるか」 

～商工会、総領事館、ジェトロでビジネス・セミナー開催～ 

Brazil Seminar 

ジェトロ・サンパウロ事務所 

紀井寿雄氏 

(Metal, Rock & Pop) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-629-
3700 
Aug. 18, 7:30pm: Iron Maiden 
Aug. 24, 7pm: Journey 
Aug. 28, 6:30pm: Linkin Park & Incubus 
Sept. 1, 7pm: Def Leppard and Poison 
Sept. 7, 7pm: Kelly Clarkson & The Fray 
Sept. 14, 7pm: Train 
Sept. 15, 12pm: Rockstar Energy Drink Uproar 
Festival 
Sept. 29, 7:30pm: Florence & The Machine 
House of Blues Houston 888-402-5837 
Aug.  17,  8pm: Cocktails  & Covers  Featuring 
Kozmic Pearl 
Aug. 17, 9pm: Bricks in the Wall 
Aug. 18, 9pm: Café Tacuba 
Aug. 24, 1pm: Suicide Silence 
Aug.  24,  8pm: Cocktails  & Covers  Featuring 
Mysterious Ways 
Aug. 31, 10pm: The Ruby Revue Burlesque Show 
Sept. 8, 7pm: Pentatonix 
Sept. 8, 8pm: Enanitos Verdes In Concert 
Sept. 9, 8pm: Slash featuring Myles Kennedy and 
The Conspirators 
Sept. 16, 4pm: Ethan Bortmik 
Sept. 18, 7:30pm: Owl City 
Sept. 19, 8pm: Beach House 
Sept. 20, 8pm: Citizen Cope 
Sept. 21, 9pm: The Psychedelic Furs 
Sept. 22, 9pm: The Ruby Revue Burlesque Show 
Sept. 27, 8pm: My Life With The Thrill Kill Kult 
Sept. 27, 9pm: Dark Star Orchestra 
Sept. 29, 7:30pm: Circa Survive 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Sept. 7, 7pm: Dethklok 
Sept. 20, 7pm: Rise Against with The Gaslight 
Anthem and Hot Water Music 
Sept. 21, 8:30pm: Fiona Apple 
(Classic) 
Jones Hall 713-224-7575 
August 31, 8pm: Sixties Hits 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  
Sept. 21, 8pm: Evening with Brahms 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Sept. 22, 7:30pm: Il Volo  
Miller Outdoor Theatre 832-487-7102 
Aug. 24, 8:30pm: Classic Albums Live: Hotel 
California 
Aug. 25, 8:30pm: Taikoza 
Aug. 31, 8:30pm: Steel Drivers with The Abrams 
Brothers 
Sept. 1, 8:30pm: Blazing Baroque 
(Latin) 
Toyota Center 713-758-7200 
Sept.  1,  8pm:  Gigantes  –Marc  Anthony, 
Chayanne and Marco Antonio Solis 
(Country and Folk) 
Reliant Stadium 1-800-745-3000 
Sept. 8, 7pm: Toby Keith 
Toyota Center 713-758-7200 
Sept.21, 7:30pm: Eric Church 
(Children/Family) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion Sept. 6, 
8pm: Latin American Classical 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Sept. 30, 8pm & 5pm: Imagination Movers   

(Dance/ Electric) 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Sept. 23, 8pm: Pretty Lights  
(World) 
Jones Hall 713-224-7575 
Aug. 19, 8pm: Yanni 

 
Stages Repertory Theatre – Arena Theatre 
(3202 Allen Parkway, Suite 101) 713-527-0220 
www.stagestheatre.com 
* Life Could Be a Dream (~Sept. 2) 
 
Theatre Suburbia (4106 Way Out West Dr) 713-
682-3525 www.theatresuburbia.org 
*The Wrong Side of the Law – A Spectacularly  
Mellerdrammatic Comedy (~August 25) 
 
Express  Children’s  Theatre  (446  Northwest 
Mall) 713-682-5044 www.expresstheatre.com 
*Goldilocks  (Sept.  5~Oct,  12  Fridays  and 
Saturdays) 

<The Museum of Fine Arts Houston> 
(713-639-7300  visitorservices@mfah.org 
www.mfah.org 木曜は入場無料) 
@Audrey Jones Beck Building 
*Rembrant, VanDyck, Gainsborough: 
     The Treasures of Kenwood House  -Sept.3 
*Duncan Phyfe: 
     Master Cabinetmaker in New York  -Sept.9 
*American Made: 250 Years of American Art at 
the  MFAH  -Sept.16 
@Caroline Weiss Law Building 
*Jennifer Steinkamp - Sept.3 
*Unrivalled  Splendor:The  Kimiko  and  John 
Powers Collection of Japanese Art  -Sept.23 
*Scandinavian Design   from Aug.26 
<Contemporary Arts Museum Houston> 
(5216  Montrose  Blvd  713-284-8250 
www.camh.org 入場無料) 
*Jane  Alexander:  Surveys  (from the  Cape  of 
Good Hope) - Nov.4 
*Perspectives  179-Alvin  Baltrop:  Dreams  Into 
Glass - Oct.21 
<Houston Museum of Natural Science> 
(One  Hermann  Circle  Drive  713-639-4629 
www.hmns.org) 
*Titanic. The Artifact Exhibition  -Sept.23 
*Warriors, Tombs and Temples - Sept. 3 
<The Menil Collection> 
(1515  Sul  Ross  713-525-9400  http://
www.menil.org  入 場 無 料  Open:  Wed-Sun 
11:00am-7:00pm) 
*Silence from  - Oct.21 

MLB/Houston Astros @ Minute Maid Park 
(http://houston.astros.mlb.com) 
Aug. 17 (Fri) 7:00pm Arizona D-backs 
Aug. 18 (Sat) 6:05pm Arizona D-backs 
Aug. 19 (Sun) 1:05pm Arizona D-backs 
Aug. 28 (Tue) 7:05pm SF Giants 
Aug. 29 (Wed) 7:05pm SF Giants 
Aug. 30 (Thur) 7:05pm SF Giants 
Aug. 31 (Fri) 7:05pm Cincinnati Reds 
Sept. 1 (Sat) 6:05pm Cincinnati Reds 
Sept. 2 (Sun) 1:05pm Cincinnati Reds 
Sept. 10 (Mon) 7:05pm Chicago Cubs 

Sept. 11 (Tue) 7:05pm      Chicago Cubs 
Sept. 12 (Wed) 7:05 pm Chicago Cubs 
Sept. 13 (Thu) 7:05pm   Philadelphia Phillies 
Sept. 14 (Fri) 7:05pm   Philadelphia Phillies 
Sept. 15 (Sat) 6:05pm   Philadelphia Phillies 

Sept. 16 (Sun) 1:05pm Philadelphia Phillies 
North  Texas  State  Fair  and  Rodeo 
(Denton, TX) 
Aug. 17-25: Events include a championship 
rodeo, livestock and horse shows, concerts, 
carnival rides and games, a fiddling contest, 
petting zoos and barbecue cook-offs. Cost: 
$10 for adults; $3 for ages 6-12.    
http://www.northtexasstatefair.com/ 
Houston Restaurant Week  
Aug.1-31  Houston  Restaurant  Week  was 
established in 2003.The event showcases and 
promotes Houston's incredible array of fine 
restaurants to the fine dining crowd while 
raising money for the Houston Food Bank. 
参加しているレストランの検索はこちらまで 
http://www.houstonrestaurantweeks.com/ 
Anime Festival (Sheraton Dallas Hotel in 
downtown Dallas, TX) 
Aug.31 - Sept.3:  Location:  Hyatt  Regency 
Dallas at  Reunion Tower.  Convention and 
Association  for  fans  of  Anime,  Music, 
Manga, and Japanese Pop Culture.   Read: 
http://animefest.org/ 
Houston  Hot  Source  Festival  (Stafford 
Centre Stafford, TX 77477) 
Sept.15-16  The Houston Hot Sauce Festival 
excites the senses with hundreds of award 
winning products,  from hot sauces,  salsas, 
jams, jellies, rubs, marinades, wing sauces, 
pickled products, to soup mixes, and more. 
http://houstonhotsauce.com/ 

劇・エンターテインメント 

美術 

スポーツ 

その他のイベント 


