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  ガルフストリームは毎月１５日発行です。 
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編  集  後  記 

  5月も雨の多い月でした。毎年、お天気を心配されながらも無事に開

催されていたピクニックですが、今年は会場の状態が良くないため中止

になる中、急遽、場所を確保してBBQを楽しまれた方々もおられたとの

こと。また、予定していた「ラッフル」の方は、5月19日に三水会センター

での抽選会となったとのことです。ピクニック、BBQ、ラッフル抽選会とご

準備された皆さまは、本当に大変だったと思います。ご尽力の皆さま、

ありがとうございました。 

  さて、今号のガルフストリームは、ピクニックラッフル抽選会・テキサス会

「総領事杯」報告の1面2本立て、商工会議事録、会社紹介、特命理事・

部会長挨拶、図書館の休館期間のお知らせ、今年も始まるハリケーン

シーズンに備えた対策の紹介、IT記事では「eDiscovery」と題して電子

情報取り扱いの注意点、今年第6回目を迎えたテキサス・チルドレンズ・

ホスピタルでの「こどもの日」の報告記事、ピーカンキッズ活動予定、5月

7日開催の古本市の報告、「ヒューストンのレジェンド・課外活動・法律の

話」の各テーマが「ゴルフ」とそろい踏み、テキサスメディカルでの身近

に役立つ傷の手当、日本人会のピクニック（ＢＢＱ）報告、駐妻日記、

ヒューストン知っとん、Houston Walkerなどになります。 

  期せずして、今号は一部ゴルフ特集の様相を呈した内容となっており

ます。また、ピーカンキッズや図書館の案内にある通り、ヒューストンの子

供たちには、日本より早い夏休みの季節がそろそろ始まります。皆様に

とって、良い夏の始まりとなりますように。今後とも、「ガルフストリーム」を

宜しくお願い申し上げます。 
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■Star Spangled Salute at Cynthia Woods Mitchell Pavilion, The Woodland on 

July 3: The Houston Symphony continues its annual celebration. Festivities include 
fireworks accompanied by a dramatic 16-cannon salute.  
https://www.woodlandscenter.org/events-performing-arts/star-spangled-salute  
 

■Freedom over Texas at  Eleanor Tinsley Park  Houston will set the stage for 

an extraordinary patriotic celebration at Mayor Sylvester Turner’s official Fourth 
of July event, Freedom Over Texas The general admission is $5 per person through 
– midnight May 31, 2016. From June 1, 2016 – midnight July 3, the cost is $8 per 
person. Children 5 and under are always free. Tickets may be purchased on-line 
prior to the event. On July 4, tickets will be $10 online and at the gate admission 
booths.  
http://www.houstontx.gov/july4/faq.html 
 

■Red, Hot, and Blue Festival at Woodlands Town Center on July 4th.  The fire 

work starts at 6pm to 10pm.  The festivities kick off at 9:00 am with a parade fea-
turing clowns, horses and fire engines, and end at dusk with a 20 minute fireworks 
show. http://www.4thofjuly.org/events/red-hot-a-blue 

 
■Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus at Reliant Stadium on July 14-

31 2016:  Master clown Bello and his hilarious antics, plus Asian elephants, acro-
bats, Arabian horses and much more will delight audiences. See the detail at http://
reliantpark.com/events/family-events/ringling-bros-barnum-bailey-circus-1 
 

■Houston World Series of  Dog Shows@ NRG Center  Held in Houston, Tex-

as on July 20-24, the Houston World Series of Dog Shows consists of a series of 

canine events that take place over the course of several days. Admission is $12. 

http://houstondogshows.com/ 

今年度の日本商工会･日本人会共催ピクニックは、前夜からの大雨のため

会場からキャンセルの連絡が入り、残念ながら中止となりました。本来であれ

ばピクニックの大盛況を報告差し上げることが出来ればよかったのですが、

今回は別日に開催されたラッフル抽選会の模様をお伝え致します。 

 今年度のラッフル前売券は昨年以上の売上げを記録し、さらに今年はトッ

プ賞の日本往復航空券が2口となり例年以上に豪華な抽選会となりました。

ラッフルをご購入頂いた皆様には商工会へ足を運んで頂き、賞品受け取りと

いう形となりましたが、トップ賞を獲得された方々だけでなく、他の賞品を獲得

された方々も皆一様に喜んで頂けたようで大変安堵致しました。 

 この度のピクニックは雨天により中止となってしまったものの、このような華

やかなラッフル抽選会を開催できたことは、偏にご寄付を頂いた方々からの

ご支援と運営にご協力頂いた幹事会者様ならびに商工会の皆様のおかげと

存じます。この場をお借りし、ご協力頂いた関係者様皆様に厚く御礼申し上

げます。 

 現段階では来年のピクニック開催日が決定しておりませんが、来年こそは

開催できると信じております。ヒューストンのお天道様に今からお祈りしておき

ます。 

 

      東京ガスアメリカ ピクニック担当一同 

 去る5月22日（日）、第554回テキサス会「総領事杯」がヒューストン北東のOakhurst Golf Club

で開催され、総勢48名が参加されました。当日の朝は曇りで少し雨も降りましたが、天候は

徐々に回復し後半は快晴の中でプレーすることができました。前大会と同様に今回もダブルペ

リア方式で行なわれました。 

 今回大会では、TEIKOKU USA INCの大下尚さんがバーディー3つを取られて、グロス84、

ネット70.8で「総合」及び「男子」の2部門でみごと初優勝されました。「ヒューストンに赴任2年

半、以来本格的にゴルフに取り組んできて、今回総領事杯で優勝できた事は光栄。次回のコ

ンペも続けて優勝を目指したい。」とのコメントを頂きました。また女性の部では4名が参加さ

れ、TOHO TITANIUM AMERICA CO.の彦坂邦子さんが、グロス100、ネット76.0で今回初優

勝されました。昨年参加された際には最下位だった彦坂さん、「ゴルフ場の会員にもなり、この1

年一生懸命練習に励んだ。今回練習の成果が出て本当に嬉しい。」とのコメントを頂きました。

またCASTEAM AMERICA LPの肥田佳大さんが77で回られベスグロに輝かれました。皆様、

大変におめでとうございます。 

 今回も、商工会会員各社様、日本人会の皆様、日系スーパー、レストラン様など多数の方々

より、沢山のご寄付を頂きましたことを厚く御礼申し上げます。また今回、ヒューストンに１月より

ご赴任された天野総領事にもプレーにご参加して頂き、表彰式でのご挨拶と優勝トロフィーの

贈呈を頂きました。次回の第555回テキサス会は暑さも和らぎかける初秋を予定しておりますの

で、引き続き多くの方にご参加頂けますよう宜しくお願い致します。 

                           機械・電子部会 幹事一同 

豪華賞品の数々！！（今年はピクニックが中止になったため 

商工会からも追加で賞品を提供させていただきました） 
抽選会 

当選者（ANA賞） 当選者（UNITED賞） 

当選者（商工会会長賞） 当選者（日本人会会長賞） 

天野総領事と大下様 

彦坂様 

肥田様 

http://www.visithoustontexas.com/includes/events/Houston-Symphony-s-Star-Spangled-Salute/19571/419/
http://www.visithoustontexas.com/listings/Cynthia-Woods-Mitchell-Pavilion-The/20419/0/
https://www.woodlandscenter.org/events-performing-arts/star-spangled-salute
http://houston.about.com/od/eventsfestivals/a/Red-Hot-And-Blue.htm
http://www.4thofjuly.org/events/red-hot-a-blue
http://www.visithoustontexas.com/includes/events/Ringling-Bros-Barnum-Bailey-Circus/19426/419/
http://reliantpark.com/events/family-events/ringling-bros-barnum-bailey-circus-1
http://reliantpark.com/events/family-events/ringling-bros-barnum-bailey-circus-1
http://houstondogshows.com/
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平成27（2015-2016）年度5月 商工会理事委員会 議事録 

11 

日  時 ： 平成28年5月18日（水）11：30～ 12:20 

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12名、正会員1名、事務局長 

欠席者： 理事委員7名（うち第一副会長委任7名） 

司 会 ： 木村健洋 幹事 
 

１．商工会会長連絡 （薙野太一 第一副会長： 本多之仁 会長代理） 

①本多会長が出張により本日理事委員会をご欠席されるため、薙野第一副会長が会

長代理を務める。 

②このところ雷雨が続いたことで、市内インフラ等各方面に影響が出ている。また、先

週末予定されていた当会野外イベント、商工会ピクニックは昨年比2割増となる1200人

の参加を見込んでいたが、前日の大雨がたたり残念ながら中止にせざるを得なかっ

た。本件推進にご尽力いただいていた幹事団の皆様他関係者の方々の心中をお察し

申し上げる。 

③来月より、いよいよ本格的なハリケーン・シーズンに入る。1980年から2010年までの

30年間に名前が付いた熱帯性集中豪雨は年平均11.5を数え、うち6.1個がハリケーン

と指定された。テキサスに至っては2008年の「アイク」以来、ハリケーンは上陸しておら

ず、昨年もその一つ下のカテゴリーに当たるトロピカル・ストーム「ビル」が6月にヒュース

トンを直撃したに留った。ハリケーンは、その勢力の大きさもさることながら上陸ルートが

よりポイントになる。向こう5ヶ月間は油断することなく、緊急連絡網の確認、停電や断水

等への日ごろからの備えが肝要となる。 

④経済概況として、石油ガスはナイジェリアの産油量が20年ぶりの低水準となったこと

やカナダ森林火災でオイルサンド生産が落ちている影響があいまって、直近原油価格

は40ドル台後半で推移している。しかしながら、油価持ち直しの要因の一つは米国の

減産であり、米リグカウントは8週間連続で減少、いまだ底打ち感がない。本年に入っ

て既に20の石油会社がチャプター11を申請しており、日系企業においても取引先の信

用状況に一層の注意が必要となっている。因みに毎年5月初旬に行われるオフショア・

テクノロジー・コンフェレンス、”OTC”の入場者数は、今年68,000人と昨年の95,000人を

大きく割り込み、業界の現状を象徴するかたちとなっている。 

⑤他方、ハリス・カウンティの人口は今やルイジアナ州一州に匹敵する450万人規模に

伸張しており、これを支えるのは過去5年間のヒューストン経済の成長において52%を

占める非エネルギー産業である。世界の原油需給ギャップもようやく減少し始めてお

り、EIAは今年後半には供給過剰高が日量130万バレルから20万バレルまで大幅縮小

するとの見通しを発表した。月曜日に発表された米国消費者物価指数も0.4%増と2013

年2月以来の伸びを示し、米国景気の底堅い成長に繋がっていくのか注目されるとこ

ろである。 

⑥先月、愛知県の大村県知事ご一行がテキサス州をご訪問され、アボット州知事との

間で「友好交流および相互協力に関する覚書」を締結された。愛知県企業によるテキ

サス州内での経済活動は、米国本社を州内に移転されたトヨタ社や三菱重工社など活

発化の様相を呈しており、覚書の締結により両地域の更なる交流と発展が期待され

る。         

２．総領事館連絡 （天野哲郎 総領事） 

①本年のゴールデン・ウィークには、中山前外務副大臣一行の太平洋戦争博物館

（於：フレデリックスバーグ）視察に続き、「日米知的交流・共同研究プログラム（富士山

会合）」訪米団のメンバー（国会議員４名、民間関係者、大学関係者を含む）が北テキ

サスを訪問し，第４３代ブッシュ元大統領表敬、ロッキード社及びベル・ヘリコプター社

視察等を行った。日本側のテキサス州への関心が高まるにつれて、今後、要人の訪問

が増えることが予想されるので、当地で御活躍されている日系企業の皆様方には引き

続き御支援・御協力をお願いしたい。 

②G7伊勢志摩サミットが5月26日・27日に開催される。5月16日から29日までの間は「特

別警戒期間」に指定し警備を強化しているところ、当地の在留邦人の皆様におかれて

も、従来以上に安全に注意するようお願いしたい。具体的には、最新の治安情勢等に

つき情報入手に努めて頂くとともに、改めて危機管理意識を持つよう努めて頂ければ

幸いである。総領事館としても、緊急時には出来る限り事前に必要な情報を発信して

いけるよう皆様と密接な協力関係を築きていく所存であり、何か問題がある場合には、

気軽に総領事館に御連絡頂ければ幸いである。 

③来年は、ヒューストン市・千葉市の姉妹都市提携が45周年を迎える。また、秋篠宮殿

下の御臨席を得て開催されたハーマンパークの日本庭園開園式典からも25周年とな

る。この節目の年に色々な日本関連行事が開催されることになると思われるので、当地

における日米交流の更なる発展に資するよう皆様方のご協力を得て盛り上げたいと

思っているので宜しくお願いしたい。 

④5月21日午後7時より、日本人会主催、日本商工会、日米協会、日系人会が後援す

る熊本復興支援チャリティーコンサートが開催され、クラリノット奏者の佐々木麻衣子さ

んとピアニストの平田真希子さんが出演される。集められた募金は、総領事館経由で

被災地への寄付として送金される予定となっている。御都合の付く方には是非御出席

頂ければ幸いである。 

３.幹事報告 （木村健洋 幹事）  

＊教育委員長の交代・任命について 

 会長代理の薙野第一副会長の任命により、6月1日付けで増田徹氏（Mitsubishi 

International Corporation）が増田裕一現教育委員長（Mitsui & Co. (USA), Inc.）に代

わり、新教育委員長として就任することとなった。 

４．第2回宇宙セミナー開催案内 （木村 健洋 幹事: 久留靖史 対外交流特命理事

代理） 

 6 月 11 日午後 1:15 より、日本語補習校において油井亀美也宇宙飛行士を講師と

してお迎えし、「142 日間の国際宇宙ステーション滞在で感じた“地球の大切さ・国際

協力の大切さ”」と題してセミナーを開催する。今回のセミナーは、小学 4 年生以上の

児童･生徒、商工会会員、補習校の保護者を対象としている。近日中に事務局より開

催案内をメール配信するので、ぜひご参加いただきたい。 

５．正団体会員の新規入会申請について 【承認事項】 （木村健洋 幹事）  

 定款第二条第二項に従い、下記の正団体会員一社の入会申請を全会一致で承

認した。 

＊TonenGeneral Americas L.L.C.  

申請者・代表者： 城川 隆司 （しろかわ たかし）氏 

６.委員会・部会関連事項 

①広報委員会 (佐藤大地 広報委員長) 

＊商工会ロゴ最終選考について  

 2017年に創立50周年を迎える当会の節目を記念して商工会のロゴを今年1～3月

にかけて募集し、5件の応募があった。3月のガルフ編集委員会において応募規定に

沿う3候補の中から事前選考を行ない、最終候補として2点のデザイン案が残った。

当委員会では、出席者とご欠席の本多会長の票を入れた多数決により最終選定が

行われ、デザイン案１が選ばれた。尚、今回選ばれたデザインは、8月の常任委員会

にて追認を得た上で商標登録し、次年度より当会の正式なロゴとして使用を開始す

る予定である。 

②企画・調査委員会 （黒川淳二 企画・調査委員長） 

＊4月の定期講演会開催結果報告 

 4月20日United Way of Greater Houston において常任委員会後、「米国政治の意

思決定プロセスと大統領選の展望」講演会が開催され、54名にご参加いただいた。

今回の講演会では、ワシントンDCより米州住友商事会社ワシントン事務所長の堂ノ

脇伸氏をお招きし、「米国政治」に焦点を当てて、米国政治の意思決定プロセスと大

統領選の展望についてお話いただいた。尚、8月27日は、今年度最後の定期講演会

が予定されており、テーマと講師については只今検討中である。ご意見・ご提案があ

られる方はぜひご連絡いただきたい。 

③文化委員会 （山下俊二郎  副会長兼文化委員長） 

＊商工会・日本人会共催ピクニック関連報告 

 悪天候の影響により、5月15日（日）に開催予定であったピクニックは、会場側より開

催不可の連絡が入り、急遽中止となった。今年度中に日程を変更して開催するか完

全中止とするかを検討した結果、数団体が独自でピクニックをすでに開催しているこ

と、他のイベントを考慮に入れて新たに日程を確保することが困難であること等を主

な理由として、完全中止とすることに決定した。尚、ラッフル抽選会については、賞味

期限のある食品類が賞品に含まれているため、今月中に三水会センターにて本抽

選を行い、賞品の受け渡しを行う。また、収支報告としては、中止に伴い会場や業者

から支払い額の大半を返金される目途がついたことから、約7,000ドルの黒字となる

見込みである。よって、その剰余金のうち3,000ドルを本抽選への賞品追加に使うこと

によってラッフル券購入者へ還元し、残金を寄付等に使うことを次回の理事委員会

にて検討することとなった。 

④教育委員会（増田裕一 教育委員長） 

＊補習校関連報告 

 6月1日より増田徹新委員長と交代するにあたり、生徒数の増加に伴う教員数の確

保や安全の完備等、補習校が面している課題の解決に向けて引継ぎを行っていく予

定である。 

⑤生活・情報委員会（大内裕子 生活・情報委員長） 

＊古本市開催結果報告 

 5月7日（土）午前10時から正午まで三水会センター会議室に於いて古本市を開催

し、大変盛況であった。売り上げは802ドル、寄付金は40ドルで、合計842ドルの収益

があり、従来通りその収益を児童書の購入に充てる予定。今回も「絵本読み聞かせ

会」のメンバーが中心になり、高校生も含む数名のボランティアが加わって事前準備

から当日の運営までご奉仕くださった。運営に関わった皆様、古本の提供にご協力く

ださった皆様、ご参加下さった皆様に深く感謝申し上げる。 

７．事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

＊会員消息 

 本日現在の会員数は、名誉会員 9名、正個人会員 710名 （正団体会員数108

社）、 準会員 37名で、総会員数は756 名である。    

初めての海外赴任。「家族でアメリカ留学だ」

と軽い気持ちでヒューストンに来て約3年が過ぎ

ました。子供達（2人）は学校は勿論、各自好き

なスポーツに日々大忙し。そして私は子供達の

運転手としてテキサス中を走り回っています。

駐在妻の中で総走行距離は1・2位を争うので

は？ 

娘（高2）は現地校と補習校でソフトボールを

しています。現地校のチームメイトは小さい頃

からチームに入ってプレーしていて、体格も娘

の2倍（言い過ぎかな?）くらいあります。体力・

技術は足元に

も 及 び ま せ

ん。し か し、

チームメイトは

皆 と て も 優 し

く、新 参 者 の

娘を温かく迎

えてくれ、楽し

く 練 習・試 合

やチームの行

事に参加して

い ま す。親 は

強制ではないのですが、ボランティアとして球

場のスナックスタンドの売り子や試合終了後の

球場掃除に参加します。掃除は（無言で出来る

ので）積極的に参加。しかし売り子は大変で

す。注文が聞き取れず何回も聞き直し、申し訳

ない気持ちになる時もしばしばです。思春期を

迎え難しい年頃の女子は父親との会話が少な

いご家庭が多いのではないでしょうか？我が家は主人が

補習校ソフトボールのコーチをさせて頂いているお陰で

親子の会話が！試合近くになると父娘で近くの公園で

練習したり、仲良くスポーツ店やバッティングセンターに

行く姿も見られます。子供が思春期を迎え会話に苦しん

でいるお父さん、お子さんとご一緒に補習校ソフトボー

ルに参加してみませんか？会話の糸口が見つかるかも

しれませんよ！ 

息子（中2）は日本で6歳からアイスホッケーをしていま

す。彼はホッケーの本場でプレーできると大喜び。こちら

のチームは誰でも入れるハウスリーグと、毎年あるトライ

アウトを勝ちぬかないと入れないトラベルリーグがありま

第141回  

宮内 由美子 さん 

す。運よく息子はトラベルリーグのチームに

入っています。シーズンは8月中旬～3月初

旬。息子のチームは毎年、他州への遠征が

3回程とレギュラーゲームが約20試合。試合

の為に月1～2回ダラスに出かけます。こちら

に来て3カ月も経たないうちにダラスでの初

の試合。しかも主人の出張と重なり、まだア

メリカの免許を取得していない私だけではダ

ラスまでの運転は無理。その事を友達に告

げるとダラスまで乗せていってくれることにな

りました。車中（往復約8時間）、友達のママ

はゆっくり話してくれるもののほぼ理解出来

ず、私には苦痛の旅でした。息子は…持ち

前の好奇心と社交性を発揮し、輪の中にガ

ンガン入って楽しそう!?英語できないのにな

ぜ?息子のたくましさ（図々しさ?）に驚かされ

ました。異国の地で全く英語ができない私た

ち家族を温かく迎えてくれたコーチやチー

ムメイト、家族の方々には感謝してもしきれま

せん。3シーズン目が終了した今、私の英語

力はあまり上達していませんが、ダラスまで

の運転は余裕で出来るようになりました

（笑）。 

私達家族は子供のスポーツを通じて多く

の方と出会うことができ、とても貴重な経験を

させて頂いています。残りの赴任生活、この

経験を大切に日々楽しんでいきたいと思っ

ています。 

 5月15日に予定されていた日本商工会･日本人会共催のピ

クニックが前夜の大雨の影響でピクニック会場が使用不可と

なり、残念ながら中止となりました。今年の日本商工会･日本

人会共催のピクニックは史上最高の1200名以上の参加を見

込んでいました。 

 しか～し！日本人会は諦めず、急遽場所を変えて参加出

来る方に集合頂きピクニック・BBQを決行しました。参加者の

中にはピクニック・BBQを楽しみにされていた95歳の方から

6ヶ月の子供さんも居られ、合計で約50名。前日から準備した

最高級リブアイステーキや特製ニンニク・ネギ塩チキン、日本

風つくね・焼きそば、具がたくさん入った特製トン汁などを全

員で楽しみました。またジャパンフェスティバルで好評だった

クリームパン・アンパンも皆さんに配られました。会場では子

供たちがフットボール、野球を楽しみ、初めて参加された方は

ヒューストン在住のオペラ歌手・お医者さんを囲み歓談され大

いに盛り上がりました。恒例のたこ焼きと綿菓子もスタンバイし

ていたのですが、短時間での開催と他の大量の料理で悔しく

も出番は無く、材料は今後のイベントに活用する予定です。 

 また、当日も午後から雷雨の予報でしたが、雲の動きを見な

がら片付けを行い、終了と同時に降り始めました。短時間でし

たが日本人会の最高のチームワークで調理も片付けもスムー

ズにおこなわれ、参加者の皆様も喜ばれていました。 

 最後になりましたが、ボランティア・参加者の皆様のご協力

のおかげで、今年のピクニック・BBQも成功裏に終了しまし

た。特に食材の買出しや前日から料理の準備をして頂いた多

くのボランティアの方々に感謝申し上げます。今後も日本人

会として更に楽しくワクワクするようなイベントを企画し実施し

ていきますので、会員の皆様のご協力、ご参画をお願い申し

上げます。 

（日本人会会長、武智真二；幹事長、八木謙一） 
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ジクを閉じ込めてくれ傷が早く治るのですが創部がふやけない程度に張り替

えます。程度がひどい場合は、局所麻酔した後オキシドールやブラシ、ハサミ

などで傷んだところを除いた後に軟膏処置、創保護を行います。古い木材や

釘などでのケガは破傷風対策に破傷風ワクチンを打ちます。皮下組織のない

部位（スネ、くるぶし）は治療に1-2ヶ月かかる場合もあります。 

 

３. やけど 

①とにかく冷やす（最低20分は） 

②やけどの治療は最初が肝心なのでできれば受診を 

 赤みだけでひりひりする、これは軽症のⅠ度で、数日間の軟膏治療で治癒

します。赤くなって水泡ができてめちゃ痛い、これは浅いⅡ度です。むしろ

白っぽくあまり痛くない方が深いⅡ度で、全く痛くない黒いやけどは一番深い

Ⅲ度です。浅いⅡ度は硬くならず2-3週間で治癒しますが深い方は硬くなって

しまうことがあります。水泡は下の皮膚ができるまで潰れないほうがいいのです

が、現実には潰れてしまうのでその際は清潔にして軟膏と創傷保護剤で治療

します。最近はワセリンとラップを用いるラップ療法が流行っています。 

（参照：http://yakedocare.client.jp/yakedo.html） 

 

４. 噛み傷 

①ネコはほぼ100%膿んでしまうので必ず受診を。イヌ、ヒトも皮下に 

至るようならば受診。 

 

５. 爪周囲炎：爪の周りの小さな傷からバイキンが入り起きます 

①膿が出ている、触ると痛い場合は切開排膿がおすすめ 

 爪の周りが赤く腫れます。 
 

６. アテローム（粉瘤）：アカと脂分が皮下に溜まってできるできもの 

①大きなものはバイキンが入る前に切除 

 背中や肩周り、お尻など脂分が多いところにできやすいです。見た目は黒ニ

キビのようです。治療されたことがある方もいるのではないでしょうか？通常症

状はないのですが、バイキンに感染すると（感染性粉瘤）痛み、赤み、腫れが

でてきます。きれいに袋ごと取らないと再発しますので、ある程度大きくなって

きた/感染が落ち着いたものはきれいにとってもらったほうがよいです。バイキ

ンが悪さしているときは膿を出すことしかできません。 
 

７. 肘内障（ちゅうないしょう）：3-6才位の子供さんの手を引っ張ったあとに、痛

がって手を上げない時に疑います。 

 実は僕のはじめての患者さんは姪っ子でした。研修医時代に夜中に自宅に

帰った時に、妹から“○○ちゃんが腕痛がって泣いてるんやけどわかる？”と

いう心配そうな（子供？僕の腕？）電話がかかってきました。 

 これは兄の威厳をみせなあかんということで“当たり前やん、見たるわ”と駆け

つけたことを思い出します。実際は病院に受診するのでしょうけれども、その時

は妹の旦那さんに“次同じことがあって、肘が腫れたりしてなかったらやってみ

てー”とデモをしました。実際、後で聞いたら同じことになって整復したそうで

す。 

 最後に、以上身近なケガについて述べてきました。ヒューストンの外来受診

事情はわからないところが多いのですが、皆様の生活に少しでも役立てれば

幸いです。ヒューストンの夏が目の前に迫ってきており、初めての私は非常に

楽しみですけれども、皆様も熱中症にだけは気をつけてお過ごし下さい。 

第140回 
 

  知っておきたいケガの処置方法  

  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。 

  前回の平光史朗先生から消化器外科がご専門の小川久貴先生にバトンが移りました。 

 皆様、初めまして。大阪大学消化器外科からやってきました、小川久貴と申しま

す。 

  現在はUThealth Science Center at Houstonで癌免疫療法の基礎研究を行ってい

ます。日本では肝臓がん、胆道がん、膵臓がん、肝臓/膵臓移植外科を中心に診療

を行っていて、今後増加していくだろう膵臓がんの新たな治療法を開発すべく、ここ

ヒューストンに本年度やってまいりました。膵臓がん患者さんに希望を与えられるよう

な治療法を見つけるべく頑張っていきたいと考えています。さて、今回のテキサスメ

ディカルセンター最前線ですが、私の専門分野である肝臓がん、胆道がん、膵臓が

んは過去に先輩方が詳しく紹介されておりますし、移植に関してはあまり馴染みが

ないのかなと思います。そこで、外科医はケガの処置をよくしておりますので、日常

よく経験するケガの処置法について述べていきたいと思います。 

 

１．指の切り傷 

①止血は血管の走っている指根元の両側面を強く 

つまんで圧迫（図1）。 

②出血している、もしくは脂肪が見えていれば縫合。 

③割れたガラスでのケガは傷の中にガラスがないことを

確認。 

④スライサーでのケガはアルギン酸塩綿(図2)、 

不可なら局所麻酔下で止血。 

⑤縫合後48時間は濡らさず、その後は積極的に清潔

に保つ。 

 昔の常識は今の非常識ということで、最近は処置後の

傷の消毒は不要どころかしてはいけません。そのため、

清潔にして保護のみ行います。基本的には跡が残るリ

スクを減らすためにできるだけ細い糸で顔は5日程度、

緊張がかからないところは7日程度、緊張がかかるところ

は10-14日程度で抜糸します。抗生物質はきれいな創

では不要ですが、基本的には1-3日分処方することが多いです。 

 

２．膝や肘のすり傷、ざめつ傷 

①洗いに勝る薬なし 

②傷は乾かさないことが重要だが、 

ふやけないようにすることも必要 

 軽症の場合は水道水で小石などを

洗って、抗生剤の入った軟膏をたっぷ

りぬって保護しジクジクが多すぎなけれ

ばさっと創傷保護剤を貼ります（図3）。

保護剤は治癒成分が含まれているジク

 次回は食道外科がご専門の原田和人先生です。現在はMD Ander-

son Cancer Centerで食道がんの基礎研究をされております。第103回

に執筆された小玉尚宏先生が中心となって本年度結成された日本人

研究員ソフトボールチームのチームメートです。原田先生は見た目も

野球少年で、チームで4番を努めており、何か大きなことを何気なく成し

遂げそうな雰囲気を持った優しい先生です。  

医師（現UThealth Science Center at Houston研究員） 小川 久貴  

 
ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。  

  当社は㈱辰巳商会（本社:大阪）のグループ会社であり、ジョージア州に

あるアメリカのHEAD OFFICEでは320,000ft2の倉庫兼オフィスを構え、LOS 

ANGELES支 店 で は 主 にFORWARDING業 を 営 ん で お り ま す 。 当

HOUSTON支店は㈱辰巳商会のプラント輸送事業から派生したオフィスで

あり、プラント建設の資機材輸送を主な目的として設立いたしました。現在

はパートナー会社であるU.T.C. OVERSEAS社のオフィスを間借りし、同

社スタッフと共に業務を行っており、今後は関連各社の取引を拡充、米国

市場での輸送を更に展開していきたいと考えております。 

 大型特殊機器、小型精密機器、緊急輸送、プラント建設資材の輸送

ニーズは多岐にわたります。当社は顧客の求めるあらゆるロジスティクスソ

リューションを提供しており、これまで手掛けた建設サイトへの輸送実績は

多数。アメリカヒューストンにおいて、知名度とともに信頼を得られるよう努

力してまいります。  

 

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。 

 パートナー会社のスタッフや、港での船員や労働者との会話で、ヒュース

トンはどうだ？とよく聞かれ、その度に“空が大きい”と真面目に答えており

ます。空の大きさは一緒だろう！と大体なるのですが、ハイウェイなどを

走っている際に見える空の大きさは、フラットな土地柄ならではの光景で、

すごく気に入っております。こちらの観光地などは、まだ訪れていません

が、折を見て様々な場所に伺い、更にヒューストンという土地や文化、自然

に触れていきたいと思います。現在のプロジェクトの関係上、ルイジアナ州

に頻繁に出張するのですが、飛行機で1時間の距離にもかかわらず、雰囲

気が変わります。アメリカ国内の色々な場所も、またメキシコなどへも訪れ

てみたいと思います。  

 

３．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

 ヒューストンに来て一か月ほど経った頃、ひょんなことから、FC JAPANと

いうサッカーチームに参加させて頂く事となりました。メンバーの皆様は温

かく、多少不安であった一人の駐在生活から一転し、心強い環境に身を

おかせて頂いたと思います。サッカー経験は有りませんが、週に一回で

も、体を動かし、また生活情報等を入手したりすることで、生活に充実感が

出てきたように感じます。最近では紹介頂いたFITNESSに登録、米国人達

とバスケットボールをしており、本場のフィジカルの強さと、傲慢的なプレー

スタイルに驚きながらも汗を流しております。こちらでは、まだゴルフクラブ

を握っておりませんので、もし機会があればお声掛け頂ければ幸いです。  

会員消息 ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞ 

★よろしく！～新規入会です 

 

●正団体会員入会（カッコ内、配偶者名） 
・TonenGeneral Americas L.L.C. 

 2800 Post Oak Blvd. Suite 4100 (Office 06), Houston, TX 77056 

   常任委員：城川隆司（記代江） 

 

●正個人会員入会（カッコ内、配偶者名） 

・Consulate-General of Japan          杉浦武史（初美） 

・Kanematsu USA Inc.          仲野亮 

・Kuraray America, Inc.          亀山大治（晴子） 

・Mitsubishi Corporation (Americas)   村岡秀哉/村田茂行 

・Mitsui & Co. (USA),  Inc.          村上潤 

・Mitsui E&P USA LLC          小林博樹/毛利有紀彦 

・MMGS Inc.                             多田周平（奈穂子） 

・Osaka Gas  USA Corporation          山崎慎吾 

・Sojitz Corporation of America          國光涼子 

・Tokyo Gas America Ltd.          中野雅史（一絵） 

・東芝                                                    堀口輝（裕美子）/ 

                                草田裕治（文）/ 

                                岡村潔/森山繁文（三紗） 

 

●配偶者入会 

・Sojitz Corporation of America          寺本千尋  
                  

■さようなら！～残念ながら退会です 
 

●正個人会員退会 

・Consulate-General of Japan                                      落合祐貴/大城三恵子 

・Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)        和田恵一 

・Mitsui E&P USA LLC                                              西入雄喜/矢口雄基 

 

●配偶者退会 

・Sojitz Corporation of America                                  田口美紀 

  

●替わりました～メモのお願い   

 

●常任委員交代  

・Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. (MCFA)  

    （旧） 内田隆二（輝実） ⇒  （新）天野真 

・Shintech Inc.  

   （旧） 斎藤恭彦 ⇒  （新）安岡快 
 

TATSUMI INTERMODAL (U.S.A) INC. 

    竹村 佳樹 さん 

写真はU.T.C. OVERSEAS社にて。 

左から２番目が竹村氏、右端が西野氏（アトランタ社長）。 
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 幸田 孝夫  
 

鉄鋼部会長 
(NIPPON STEEL & SUMI-
TOMO METAL U.S.A., 
INC.) 

 

【自己紹介】 

 昨年４月にヒューストンに着任致しました。商工会では昨年４月より前任を引

き継ぎ、鉄鋼部会長職をお引き受け致しました。 

 定期的に幹事がくるテキサス会の他に鉄鋼部会でも７回/年のゴルフを実施

して会員相互の親睦を深めています。 

 米国駐在は今回が２回目となります。１回目はシカゴで97年から4年間おりま

した。エネルギー関連の仕事柄、現状は非常に厳しい環境ですが知人も多く

おりますので楽しくやっていきたいと思っております。せっかくの機会ですので

出会いを大切にして又、会社生活初の単身赴任の利点を生かして、余暇につ

いてはゴルフ並びにソフトボール（今年、Team Rookiesを立ち上げました。来

年こそは１勝したいと思います。）に注力してヒューストンライフを満喫したいと

思いますので宜しくお願い致します。 

【職務内容】 

 在ヒューストン総領事館の指揮系統のもと、災害・危機発生時のヒューストン商

工会に所属する企業に従事する社員及びその家族への情報連絡並びに安全確

認。 

【抱負】 

  世界各地で異常気象が頻発しておりますが、その規模はこれまでの常識を超え

るものも報告されており、それに伴い被害も拡大傾向にあります。またISISなどテ

ロ活動も活発化しており、ヒューストンは大都市にもかかわらず、様々な危機に対

して脆弱と言わざるを得ません。特に日本人は安全危機に対する意識・管理が薄

く、その油断から思わぬ災害に巻き込まれる可能性が少なくないのではないで

しょうか？今回安全危機管理特命理事の役職を拝命致しましたが、危機発生時

（ヒューストンの場合、最も身近な災害はハリケーン、集中豪雨ですが）には、

ヒューストン在住の皆様の安全を確保、被害を絶対に起こさせない気持ちで職務

を遂行したいと思います。 

【自己紹介】 

  今年4月3日にヒューストンに赴任しました。ヒューストンは1996年4月～2001年11

月の駐在から2度目となります(その間に5年間台北駐在も経験)。1度目の駐在中

に二人の娘が生まれました。言うまでもなく、その駐在期間は活動範囲が制限さ

れ、子育てに忙しい妻の機嫌を伺いながら、時には喧嘩をしてまでもゴルフをし

ていました。今回は台北に続き二度目の単身赴任！これまで東京では春から秋

までゴルフ、冬はスノーボードに明け暮れていましたが、今回は新たに釣り、一人

旅、料理の腕を上げることにチャレンジ、当然冬にはスノーボードをもってアメリ

カ、カナダのスキー場を目指します。 

平澤 暢人   
 

安全危機管理特命理事 

(Marubeni America Corporation) 

 
 

 

 米山 久一  

エネルギー部会長  
(Osaka Gas USA) 

 

【自己紹介】 

 2014年10月末にヒューストンに参りまして、1年半を超えました。人生初めて

の海外赴任であり、エネルギー企業におりますので、オイル＆ガスの中心地

に駐在できることを非常に嬉しく思うとともに、不慣れな仕事、生活をするに際

し、日本商工会の存在を非常にありがたく思っております。 

 また、弊社はヒューストンが本社ですが、ニューヨークにも事務所があり、毎

週のようにニューヨーク通いをしています。折角海外に来たのでゴルフを！と

思っていたのですが、少々出張が身体に厳しく、あまりできていません。休日

は、ブルーボネットの一面の花畑を見に行ったり、ロデオを見に行ったり、

ハーマンパークのバタフライセンターのさなぎの孵化を見て感動したりと素朴

なヒューストンを満喫しております。 

 商工会での皆様との繋がりを大事にして、この地ならではの楽しい生活がで

きればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 高田 裕二  
  

物資・化学品部会長 
(Metton America Inc.) 

 

特命理事・部会長紹介 

ヒューストン日本商工会  

【自己紹介】 

 物資・化学品部会長拝命後早々の昨年11月、テキサス会ゴルフ“商工会会長杯

“の幹事役を勤めさせていただきましたが、関係者、参加者のご協力を得て無事

終了することができました。改めてお礼申し上げます。 物資・化学品部会15社の

代表として商工会行事にも積極的に参加し、微力ながら商工会、さらにはヒュース

トン日米コミュニティーの発展に寄与していきたいと思います。 

 今回が3度目の駐在で5年が経過。初回の赴任は、約20年前の1996年10月で

ヒューストンでの駐在期間は、合計で11年となりました。 駐在を重ねるごとに知人

も増え、また視野も広がり、1度の駐在では発見しきれないヒューストン生活を味

わっています。 

 前回2度目の駐在は単身赴任だったこともあり、当地の硬式野球チームに所属

してプレーするかたわら週2ラウンドのゴルフもこなしていましたが、シニアにさしか

かった今回は、慢性の股関節痛・腰痛に悩まされ、かつ体力の衰えは避けられ

ず、がらにもなく芸術・音楽に興味を見出そうと体育会系から芸術系への変身を

模索しています。 

 独立記念日ホリデーのため三水会センター（図書館、商工会

及び補習校事務局）が下記日程で休館になります。なお、休

館に伴い図書返却日も一部変更されます。貸出日から2週間

先の返却日が休館期間に該当する場合は3週間の貸出となり

ます。（ 例 貸出日：6月23日 返却日：7月14日 ） 

休館期間：2016年7月5日（火）～7月9日（土） 

 

 

  2016年1月に77歳喜寿を迎え、ゴルフ歴30年、温暖の当地Houstonで元気

にゴルフを楽しむことが出来、有難く幸せに思っております。 

 “ゴルフが1年中出来るよ、こっちへ来ないか?”というNASA勤務の娘からの

要請に乗せられて、現役時代31年住み慣れたNew  YorkからHoustonの郊外

に転居して娘一家の近くに住み、2人の孫の放課後の世話を引き受けて9年が

過ぎました。孫達の成長の速さに驚きつつも、安価でいつでも気楽にプレー

出来るゴルフ三昧の毎日で、リタイア後の住いを当地に決めて正解だったと

思っています。毎週ゴルフを楽しむご近所シニアの仲間にも恵まれ、見上げる

ような巨漢に囲まれ「Mickeyいつも真直ぐ飛ぶね」といわれて悦に入っている

昨今です。更に当地に来てから2回もホールインワンを達成したので、私に

とってHoustonは老後の幸運をもたらす掛けがえの無い地になりそうです。 

 現在の住いは、裏庭がSouthwyckゴルフクラブの2番ホールに面していて、

コースを自分の庭のように広々と見渡して、豊かな景色を楽しんでおります。

その2番ホールはパー5で、250ヤード付近の左側に池があります。その辺りか

らコースは右にドッグレッグしていますが、2打目が特に強い西風に乗るとグ

リーンから100ヤードの我が庭を直撃します。ボールは、芝生に鎮座するばか

りか、屋根のといや家を越えた側の通路、フェンスからずっと離れた菜園のト

マトの下など、どうやって入ったか考えられない所でも見つかります。毎週3-

5個打ち込んできますが、スタート直後のホールの為か新しいボールが多く、

ボール代を節約させて貰っています。しかし、しっぺ返しもあります。既に3

回窓ガラスを割られました。ガラスは二重ガラスで飛び散らないような加工が

なされた特注品で、取替えに費用も時間もかかります。ご町内の行き付けの

コースなのでマネジャーに直談判に行った所、コースに面した家は損害は

自己負担という入居条件があるはずでプレイヤーにもゴルフ場にも責任がな

い、と言われてしまいました。 

 NYのゴルフ生活で忘れられない思い出は、2006年メンバーだったBonnie 

Briar カントリークラブのご近所裏隣にあるWinged Footゴルフクラブで開催さ

れたUSオープンでボランティアをしたことです。この大会には5000人（本当

にすごい動員力です）のボランティアが働きました。しかも各自自分のユニ

ホームを25ドルで購入して参加しました。近隣のゴルフクラブが各ホールの

管理を依頼され、我々は16番ホールの長いパー4（普段はパー5）のマー

シャルを受け持ちました。練習ラウンド、予選ラウンド、週末の決勝ラウンド中

に観客がコースの中に入らないように、又選手がティーへ上がってから次の

ホールへ送り出すまで何事も無くプレーできるように管理するのが我々の役

目でした。ティーショットの方向見極め、落下地点でのボール確認、グリーン

回りでは「お静かに」、更に観客の通路の開閉等を約50人が交代で果たしま

した。Offの時間は、クラブの面々とロングホールのティーに陣取り、タイガー

やミケルソンのティーショットを楽しみました。まだタイガーが全盛期の時でし

たから、練習ラウンドは朝一番でキャディと二人だけでひっそり行い、たまた

ま早出で居合わせた我々と和やかに会話するなど、一生忘れる事はありま

せん。また各プレイヤー、キャディ達が、ボランティア達に”Thank you, Thank 

you”の連発は大変好感が持て、印象深く心に残っています。 

 ゴルファーの究極の願いとして何時かエイジシュートを達成したいと、色々

と工夫しています。健康法としてこの25年バレリーナ西野哠三先生が考案さ

れた西野流呼吸法（気功）を毎日実行していますが、お陰で身体の力が抜

け、ボールが真っ直ぐ飛びます。努力が実を結ぶ日が来ることを祈念しつ

つ、ゴルフを楽しんでいるHouston生活です！ 

  ゴルフ雑感 

八木 謙一 
Doyle, Restrepo, Harvin & Robbins, LLP  
NY・TX州弁護士 

E-Mail:  kyagi@drhrlaw.com 

免責事項 

当コーナーは、読者の皆様が身近に感じられると思わ

れるトピックについてわかり易くかつ一般的な法律知識

を提供する場所であり、法律的又はその他のアドバイス

を提供する目的としたものではありません。記載した内

容の正確性・妥当性の確保に努めてはいますが、その

利用によって利用者等に何らかの損害が生じた場合にも、一切の責任を負うもの

ではありません。また、読者の皆様にこれは面白そうというトピックのアイデアがあ

りましたらメールでお知らせください。今後、このコーナーで皆様のご意見を可能

な限り反映させていただければと考えています。 

三水会センター休館及び 

図書返却日一部変更のお知らせ 

日本人会 理事  山口 進   

 3月にご帰国された特命理事（安全危機管理）堀田宏樹氏に代わり、4月より平澤暢人氏が就任されました。 

  部会長の皆様には各部会の取りまとめ、並びに「テキサス会（ゴルフ大会）」の幹事を持ち回りで務めていただいております。なお、運輸・サービス・金融・貿易

部会長は 、峯山裕二会計幹事が兼任されています。 

ゴルフプレー中の人身事故・物的損害に対する責任 

 ゴルフプレー中のミスショットは頻繁に起こります。今回はミスショットに

よって人身事故を起こしてしまった場合や、ゴルフコースに隣接する住宅

のガラスを割ってしまった場合などのプレイヤーに対する責任について執

筆します。 

 

人身事故の場合 

 テキサス州には多くのゴルフ場が存在し、プレー中の人身事故も少なく

無いと思いますが、プレイヤーが他のプレイヤーに対する義務を審査した

テキサス州の判例は1993年のハサウェイ対タスコサCC事件が最も古い判

例です。これはミスショットが他のプレイヤーの頭部に直撃し、左目を失明

した事故が発端となりました。被害者は加害者の過失を訴え、医療費と慰

謝料を請求しました。しかし裁判官は、「ゴルフというスポーツにはミスショッ

トは付き物であり、珍しいものではなく、それによって人身事故が発生する

ことも想定内である。従って、被害者は加害者の無謀(注釈1) または意図

的（reckless or intentional）な行為で怪我をしたとの証明がなければ加害者

に責任はない」との判決を下しました。その後の判例も同様で、「ゴルフは

いつも完璧なショットを打てたら面白みがなくなり、そのミスショットでの怪我

はプレイヤーとして受け入れなければならないリスクである」とも理由づけら

れています。（1999年、モンク対フィリップス事件参照） 

 

物的損害の場合 

 人身事故と同じような理由（想定内のリスク）で、ミスショットで近隣の住宅

に物的損害を与えた場合、住宅の所有者には原則として損賠賠償を請求

する権利はありません。また、多くのゴルフコースコミュニティーでは住宅購

入の際、購入者にその様な損害賠償の請求権を放棄させるのが通常と

なっています。（尚、ある特定の住宅がコースの設計上、ミスショットが打ち

込まれ易くなっている場合は、設計上の過失が証明できればコース所有

者に損害賠償を請求することも可能です。） 

 

 以上、ゴルフプレー中の人身事故・物的損害に対する責任について簡

単に説明しましたが、プレー中の事故は起こさないことが第一です。(注釈

2) マナーを守り、周りのプレイヤーにも気を配り、ミスショットしても事故に

ならないよう確認してからゴルフボールを打ちましょう。（ちなみに筆者は

ショット前のマナー違反をよく注意されます。） 

 

注釈1： どのような行為が「無謀」になるかは事実審（Case by Case）です

ので、危険なところに打ち込んだ際の「フォア(ｆore)」の注意喚起はお忘れ

なく。 

 

注釈2： 当記事はテキサス州の判例に基づいています。他州では他のプ

レイヤーに対しての義務が異なる場合もありますのでご留意下さい。 

mailto:kyagi@drhrlaw.com


Gulf    Stream 8 Gulf    Stream 5 

ジャック･バーク･ジュニアさんは、1956年のマスターズ*1チャンピオン。今もめ

ちゃめちゃ元気な大正12年生まれの93歳です。 PGA*2ツアーで16勝、米欧対抗

戦 ライダーカップ（Ryder Cup）*3 に5回出場し、2000年にゴルフ世界殿堂入りし

た、正にゴルフの伝説です。テキサス州フォートワース出身で、現在はヒューストン

にお住まいです。                    

1957年に同じくマスターズチャンピオンのジミー・デマレットと二人で造ったチャ

ンピオン・ゴルフ・クラブの名物オーナーとしてご活躍中。  

バークさんは、プレイヤーとしてだけでなく、若き日のジャック・ニクラウスや、最

近ではフィル・ミケルソンなど、名だたる選手のコーチ（特にパターコーチ）としても

有名です。 

ゴルフ暦２年の湘南ボーイも、早速コーチをしてもらいました？？ 

  

 ＜マスターズチャンピオンのパターレッスン １＞ 

ある日、パターの練習をしていると、チャンプが僕を見ていて、「ベター」と一言。

それから、「ちょっと来い。パター貸してみな。」 と言われて、パターをお渡しする

と、「こうやって まっすぐに打たないで 

 

 

 

こうやって自然に打つんじゃ！」 と 実地の教え。      

 

 

 

 

「それと、おまえは、カップを意識しすぎ。カップでは

なくて、カップまでのラインのイメージを思い浮かべるん

じゃ。水だったらグリーンをどう流れるかじゃよ。」伝説の

マスターズチャンプのパターレッスン。でも、「まっすぐ

打つな」と言われてもなあーー。 

 

＜マスターズチャンピオンのパターレッスン ２＞ 

クラブでは、なぜか本当によくお会いします。会う度に、チャンプ元気ですか

あ？と寄って行くと、彼はいつも人差し指を立てて僕に向け、眼を三角にして睨み

ます。これは、「元気に決まっとるやろ。練習ちゃんとやっとるか？」との意味です。 

 この日は、チャンプが自分のパターを持って練習しようとしていたので、 

「チャンプ！ ビデオ撮っていいですか？」 

「Yes.」 （とたんに ビデオを意識する）  

ホールの真ん中にボールを並べだした。 カップとの距離はワンクラブ。３個続

けてカップインして、ビデオに向かって満面の笑み。ほんま、この人好きやわ。  

 

「こうやって、10個を10回連続入れるのが目標じゃ。（つまり100回連続で入れる？）

わしはツアー中は、毎日毎日やった。そのお蔭で、3パットは決してしなかったん

じゃ。」 

この人に言われたら、やるしかないと、この日から湘南ボーイは、来る日も来る日も

本当にこればっかりやりました。暇を見つけては、10個並べて20回とか30回。 

 

勿論100回連続は出

来ず。10個連続も稀。          

毎回こんな感じです。

でも楽しい。 

 

 

 

ある日、インターネットでバークさんの記事を見ていると、フィル・ミケルソン*4にも、

まずこれをやらせた、と書いてありました。 

「こんなに短い距離なら、夕方までには100個連続出来ますよ。出来たら晩飯奢って

下さいね」と言っていたフィルでしたが、結局、2ヶ月後に「やっと出来ましたよ」と電話し

てきたそうです。 

その年、フィル・ミケルソンは、マスターズチャンピオンになりました。 

ミケルソン自身が 「ジャック・バークさんにコーチを受け、特にショートパットは、お蔭

でとても本当に良くなった」と話しています。  

そうか。僕はフィルと同じ練習を教えてもらった同級生なんだ、と大感激でした。 

正直、この練習始めてから、あれほど嫌だっ

たチャンピオンズでのパターがとても楽しくなり、

3パットの数が激減しました。 

バークさんは日本人が大好きで、日本人を見

つけると、すぐ近づいて来られて 「ショーリキに

呼ばれて日本に行ったんじゃ。トーナメントで優

勝して、サケを飲んだんじゃ！！」と、いつも話

してくれます。 

うちのヨメさんは、二人のレジェンドになぜか

気に入られているようなのですが、彼女は、二人が誰かは

知らないで、「ジョージさん、カッコいい！！」「おじいさん可

愛い！！」という感じです。 

知る人には恐れ多い、とんでもないコメントですが、偉人

達とこういう感じで肩肘張らずお付き合い出来るヒューストン

は、本当に素晴らしいところだと思います。 

 

＜チャンピオンズ・ゴルフ･クラブ＞ 

 

 

 

 
 

 

*1 マスターズゴルフトーナメント：世界四大メジャー大会の一つ。その中でもこのマスターズは世

界最高峰の舞台と言われており、サッカーで言うとワールドカップのようなものである。このトーナメ

ントで優勝したゴルファーには、グリーンカラーのジャケットが贈られる。 

*2 PGA：アメリカ合衆国を中心に展開する名実ともに世界一のゴルフツアー。 

*3 ライダーカップ：ゴルフのヨーロピアンツアーとアメリカツアーの代表選手による対抗戦として、2

年に1度行われている団体戦の大会。 

*4 フィル・ミケルソン（Phil Mickelson ）は、アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴ出身のプロゴル

ファーである。生涯獲得賞金ランキング歴代2位。PGAツアー通算42勝(歴代9位)。2004年のマス

ターズ・トーナメントでメジャー大会初優勝を飾り、以来メジャー大会通算5勝を挙げている。 

（参考：「ゴルフ じゃらん」https://golf-jalan.net/contents/beginner/glossary/1984/） 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  

 ヒューストンで出会った「世界の宝者」第二弾です。  
～マスターズチャンピオンのパターレッスン  

           ジャック・バーク・ジュニア～ 

              Byこてこての湘南ボーイ 

ゴルフの本場の伝統を

感じるチャンピオンズの

クラブハウス 

彼らの傑作、チャンピオン

ズ・サイプレスコースの名

物、4番ホール（パー３）。 

ベン・ホーガンが、1971年

3回谷に落として9を叩い

たホールです。この時の

ゲームが、彼のプロとして

の最後のゲームになりま

した。 

この谷は、湘南ボーイも「３勝７敗で、ボールも100個は献上。」と

言ったら、いつも一緒に回るO君に「1勝9敗で300個でしょ。」と、即、

訂正されました。  

パター練習場で  

マスターズのグリーンジャケット  ライダーズカップ （2度キャプテンも務めた） 

 

Hurricane 

Alert 

テキサス州において大規模災害として想定されるものにハリケーンがあります。連邦緊急事態管理庁（Federal Emergency Management Agen-

cy，FEMA）によれば、ハリケーン・シーズンは6月1日から11月30日となっています。また、アメリカ海洋大気庁（National Oceanic and Atmospheric 

Administration, NOAA）によれば、昨年（2015年）は、暴風雨を伴う熱帯性低気圧は11回、そのうちカテゴリー1及び2のハリケーン（風速74マイル

以上110マイル）が2回、カテゴリー3から5の大規模ハリケーン（風速111マイル以上157マイル）が2回発生しました。 

2016年については、気象関係機関・研究所等が4月頃から予想を発表しており、それによると、本年は、過去数年よりもハリケーンが多く発生す

る可能性があると予測されています。具体的には、暴風雨を伴う熱帯性低気圧は17回、そのうち、カテゴリー1及び2のハリケーンは9回、カテゴ

リー3から5の大規模ハリケーンは4回程度発生する可能性があるとのことです。ハリケーン・シーズンの中で、テキサス州沿岸部等のハリケーン到

来は8月から9月が最も多いとされています（5月や12月にも2％程度発生しています。）。 

幸いにして、ここ数年、当地はハリケーンの直撃を受けていませんが、2008年9月にハリケーン・アイクがテキサス州に襲来したときの被害につ

いてはご記憶の方もおられると思います。 

 

ハリケーン対策については、日頃からの準備がとても重要です。米国気象局(National Weather Service)は、5月15日から21日を「ハリケーン準

備週間」として、現在、準備すべき内容について紹介しています（http://www.nhc.noaa.gov/prepare/）。また、当館ホームページ（http://

www.houston.us.emb-japan.go.jp/jp/info/page2-2.htm）では、ハリケーン対策マニュアルやハリケーン関連情報入手先等の案内をしております。ハ

リケーン・シーズン到来前にぜひ一度ご確認ください。そして万一の時には、当館までご連絡ください。 (文責:総領事館) 

ハリケーン対策の一環として準備しておくとよい防災グッズの一例をご紹介します。 

ご家族の状況に応じて、以下例をご参考の上、ハリケーンに備えて事前に準備されることをお勧めします。 

（◎は必需品、○は可能であれば準備をお勧めするもの、△はあると便利というものです。） 

ハリケーン対策グッズ・リスト 
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５．ITシステムへの対応は？ 

 最も大事な事として「訴訟リスクの認識」です。米国でビジネスをする以

上、「事業会社」と定義される企業は、業界・業態問わず全てリスクがあると

言っても過言ではありません。  

 eDiscoveryコンプライアンスにはITシステムの事前対応が肝心と言えま

す。事後対応の場合、裁判所が指名する専門家によるデータの復元作業

が伴うので莫大な費用が発生します。 

 事前対応として「訴訟ホールド」に対応可能なITシステムが構築されてい

る場合、eDiscoveryの対応費用を最小限に抑えられます。「訴訟ホールド」

とは、電子情報の開示を求められ場合に必要な、検索可能な状態で電子

情報を保っておくことです。これにより、内部監査の信憑性も高まるので無

罪の主張も説得力が高まります。更に証拠隠滅や改ざんの嫌疑で実刑判

決となる事も避けられます。 

 社内でも構築・運用可能ですが、理想は第3者に委託運用する事と言えま

す。他に基本的な事として情報セキュリティーや文書の保存規定に関する

社内ポリシーの整備も重要と言えます。  

 弊社でお手伝いさせていただいた時の話になりますが、データを先方の

指示通りに速やかに提出した時は「心象が良い」という言葉を相手の弁護

士が漏らすのを耳にし、それ以上深くデータも調査されませんでした。 

 

６．なぜ日系企業が狙われる？  

 残念ながら反トラスト法違反などで検挙される企業に日系企業が多い事

実の背景として「ディープポケット理論」や見せしめ的に活況な業界を重点

的に狙っているような気がします。有名な企業やブランド力のある企業、日

本本社の資産価値が大きい会社は、裁判でもどうせ沢山お金あるからとい

う感覚で高額な罰金を科せられている感じがします。90年初頭のIRSによる

移転価格問題で米国内生産が出来ていない製造業が立て続けに訴訟され

た時と同様、反ダンピング法、反トラスト法等と、話題に事欠きません。 

 日本では米国のように経営者や幹部社員の個人責任を追及される事が

殆ど無く、詐欺や背任行為、過失のある事故等以外は謝罪して引責辞任で

済まされる事が多いので、幹部社員や役員レベルでの個人責任に対する

認識が薄いのも事実と言えます。米国では幹部社員や役員レベルへの個

人責任が明確で、D&O（Directors & Officers）保険等も整備されているくら

いです。 

 日本的なメンタリティーとして争い事や事件を避け、罰金を払って早く片

付けて何とか裁判沙汰や事件から世間体を保とうという意識が強いところ

や、何とか証拠を隠して逃れようという意識、コンプライアンスや米国司法プ

ロセスに対する知識の欠如も否めない事実と言えます。 

筆者： 新村 賢 MultiNet International Inc. 代表 

 89年渡米、商社のIT Managerを経てMultiNetを94年に設立、 

日系企業向けのITソリューションプロバイダーとしてITシステム

構築、情報セキュリティー対策、ERPと幅広いコンサルテーショ

ンと技術サポートを提供。JBAH準会員。 www.multinet-usa.com     

ご質問はメールで masaru@multinet-usa.com 

アメリカ 最新事情 
Information Technology 

ITに関する最新事情を寄稿いただく連載（３ヶ月に１回程度掲載予定）。個人

ユーザーまたは小規模オフィスの方に有益なアメリカ特有の情報をご提供できれ

ばと思いますが、もしご関心のある事項がありましたら、筆者または編集部までお

寄せください。（編集部） 

 IT関連の記事を寄稿させて頂いておりますMultiNetの新村です。皆さんのお役

に立てるような情報を発信できるよう努めます。前回はCyber Securityの続編とし

て、Wi-Fi接続に関するお話しました。今回は、eDiscoveryという、日本にはあまり馴

染みのない電子情報の証拠開示に関してお話します。  

 

１.  eDiscoveryとは？ 

 「ディスカバリー」とは、米国の裁判プロセスの重要な一部であり、日本語で「証

拠開示」となりますが、訴訟当事者の申し立てに基づき、裁判所が相手方又は第三

者に対し証拠となりうる情報の提出を求めるプロセスです。企業が絡む裁判ではこ

のような文書提出要求が証拠開示の焦点となります。その中で、電子情報の開示

についても、2006年4月の連邦民事訴訟法規則（Federal Rules of Civil Procedure: 

FRCP）改正により定めが設けられ、これをeDiscoveryと呼んでいます。 

 対象となる電子情報には電子メール、オフィス文書、チャット、会計データ等を含

む全ての電子書類となり、他にメタデータやバックアップデータとIT運用の領域とな

るデータも対象となります。 

 

２. テキサス州はeDiscoveryを採択した最初の州  

 テキサス州では近年のデジタル時代に早い段階で法制度を整理し、1999年に

Texas Rule of Civil Procedure 196.4を制定。その後アイダホ州、ミシシッピ州でテ

キサス州と同様の法律が採択されました。州法レベルではバラつきがありますが、

最近よく日系企業がターゲットとなっている「反トラスト法」は司法省相手、つまり連

邦レベルとなるので、州法に係わらずコンプライアンスが必要と言えます。 

３．心の準備は出来てますか？ 

 「社長！ 受付にFBIの方が来てますよ！」 

 ある日突然FBIが令状を持って来るとか、あまり想像もしたく無い事です。カルテ

ルの嫌疑でFBIの捜査が入ったり司法省から提訴される日系企業が増えていま

す。特に2012年頃から日系の製造業（自動車部品、電子部品）、流通等の分野で

40件以上の提訴事例が米司法省のWEBサイトに掲載されてます。企業へ課せら

れた罰金は合計で30億ドル以上と莫大と言えます。日本企業がダントツに多いのも

事実です。更に民事裁判へ展開しているケースもあり、公表されていない経済的な

損失は計り知れません。 

 「普通に駐在員の仕事をしていたのに…」 

 ここ5年間で30人以上の日系企業の経営幹部が実刑判決により収監されていま

す。たとえホワイトカラー犯罪者向けの刑務所としても、精神的なダメージや家族へ

与える影響を考えると、とても厳しい制裁です。よくあるケースとして、捜査が始まっ

た後に慌ててメールやデータの消し込みや改ざんをしてしまい、捜査の段階で

Computer Forensic（コンピューターの科学捜査）の専門家による履歴の追跡や

データ復元により、意図的に証拠隠滅を図った事が判明し、反トラスト法違反に加

えて捜査妨害や悪意のある共謀とみなされ、厳しい制裁や実刑判決となることも背

景にあります。 

４．ではどうしたら良いのか  

 経営者、幹部社員、IT管理者としてeDiscoveryのコンセプトを理解し、現在の社

内システムがどの程度対応出来ているかを認識する事から始まります。以下は「し

てはいけない」リストです。 

1) 当然のことながら反トラスト法違反をしない。他社との情報交換、特に価格情報

等は行わない。他のコンプライアンスも徹底。 

2) 訴状を受け取ったり、捜査されている認識が出来た後に、メールやデータの削

除・改ざんを意図的に行わない。例えシステムを破壊してもメールの送信先から

証拠提出されてしまう可能性を考えると断念する事が最善策。 

3)  普段から「こまめにメールの削除をする」「違法と誤解されるような内容はその都

度削除」を実行しない。サーバーやアプリケーションのログやメタデータやバック

アップデータ復元等により簡単に追跡されてしまいます。 

 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞ 

6月7月8月はお休み 

 

＜読み聞かせの会＞ 

6月7月8月はお休み 

 

＊ピーカンキッズは夏休み期間中活

動がありません。9月以降の活動予定

は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。どう

か、暑さに負けず良い夏をお過ごしく

ださいませ。 

＊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 

 さわやかな青空が広がった5月7日（土）、三水会センター会議室にて、生活・情報委員会が

主催する古本市を開催いたしました。今回も、皆様から沢山のご寄付が集まり、盛大に行うこ

とができました。恒例となりました日本語の教材は、ひらがな練習帳や国語辞典、学習参考

書なども集まり、日本語を勉強している現地の高校生が、嬉しそうに選ぶ姿が見られました。 

 今回の売り上げは、寄付金の40ドルを含め842ドルでした。売上の全額は子どものための本を購入させていただ

きます。前回購入できなかった伝記シリーズの補充や、人気のサバイバルシリーズの補充、「読み聞かせの会」で

大人気のだるまさんシリーズの大型絵本などを購入する予定です。当日、3冊2ドルから5冊2ドルに値下げいたしま

したのは、倉庫や会議室に保管している寄付の本の量が許容量を超えていたため、一冊でも多くの本を皆様にご

購入していただこうということからでした。売り上げは少なくなったように見えますが、売り上げた本の総数はこれま

でで一番多くを記録しました。お気に入りを見つけた皆さんの笑顔が溢れた古本市でした。 

古本市のお手伝いをするようになりまして今回で4回目となります。生活・情報委員会大内委員長、小林事務局

長、図書館の竹中様に支えられ、沢山の方に古本市を楽しみにしていただき、ボランティア一同大変喜んでおりま

す。新しい本が増えた図書館で、子供た

ちの笑顔をみられることが大変楽しみで

す。 

コツコツと仕分けや登録などの作業をし

続けてくれた、「読み聞かせの会」のボラ

ンティアの皆さんには、あらためてお礼を

申し上げたいと思います。私事ではござい

ますが、この度帰国となりましてヒュースト

ンを離れます。沢山のことを学ばせていた

だき、素敵な方々と出会った思い出は、私

の中の宝物として大切にしていきたいと思

います。 

 最後に、まだ図書館をご利用になってい

ない方も、是非一度お気に入りの本を見

つけにいらしてください。ヒューストンの生

活がより楽しくなると思います。 

 古本市ボランティア 絵本読み聞かせの会 百足ひとみ 

 

古本市開催のご報告 

 毎年恒例となったTexas Children’s Hospitalでの「子どもの日」イベントも6回目。

今年もショーイングジャパンの皆様にご協力いただき、5月6日（金）に開催いたし

ました。昨年、開催を午前にしたところ、たくさんの参加者があったので、今年も

午前10時半から1時の予定で、まず病院16階の図書館でイベントの口火を切りま

した。 

 10時半前に会場準備が整ったところに、早速患者さんがひとり来場。座ってい

ただき、金太郎の塗り絵や折り紙のこいのぼりや兜作りをしてもらいましたが、途

中で気分が悪くなって病室に戻っていきました。その後は、本を返しに来る人ば

かりで、イベント参加者がなかなか集まりません。ショーイングジャパンの折り紙部

隊が、素敵な着物姿で準備万端整えて待っているというのに…。せっかくですの

で、人が来るまで、今回イベントに参加できなかった患者さんに後でさしあげられ

るように、いろいろな折り紙を折っておいていただきました。 

 そのうちポツリポツリと保護者に付き添われた入院患者さんたちがやってきまし

た。開始から1時間くらい経って気付けば、3つの丸テーブルは人で埋まり、和や

かな雰囲気の中、子どもの日特製折り紙クラフトが次々とできあがっていました。 

 ころあいを見計らって、紙芝居の上演です。今年は、たくさん笑ってもらおうと

「しりなりべら」という日本の昔話を選びました。が、翻訳が上品過ぎたか、笑い声

は起こらず、ちょっと残念。 

図書館での日本舞踊公演  

 紙芝居の後は、お待ちかねショーイングジャパンによる日本舞踊。「京踊り」「南

部俵積み唄」に続き、最後の「こいのぼり」は、簡単な振付けを教えて、観客も一

緒に踊りました。これで、図書館でのイベントは終了し、日本舞踊公演のために１

階ロビーへ移動しました。 

 昨年は、ロビーの会場準備が整っておらず、着物姿の踊り子さんたちが椅子を

押す、という緊急事態もありましたが、今年は売店前に舞台が出来ていました。お

昼時でしたが、１階ロビーは人影も少なく、通りかかる人に片っ端から「踊りやるか

ら見てって！」と声をかけます。雰囲気を出した方がよいかと思い、音楽をかけて

みると、何ごとかと人が集まってきました。踊りが始まればこっちのもの、50人ほど

が足を止めていました。こちらでの演目は「京踊り」「南部俵積み唄」の二曲。最

後は大きな拍手で幕を閉じました。 

 今回は、折り紙部にたくさんの皆様がご参加くださいましたので、参加者ひとり

に折り紙部隊ひとりくらいの割合で、1枚の紙がいろいろな形に変わっていくの

を、じっくり楽しんでいただけました。短い時間ですが、このようなイベントは入院

中の子ども達を慰め、元気付けています。お忙しい中、子ども達のために遠方よ

りお越しくださったショーイングジャパンのメンバーの皆様、ほんとにありがとうござ

いました。来年もまた、よろしくお願いいたします。 

                                      （文責：総領事館） 

紙芝居  
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５．ITシステムへの対応は？ 

 最も大事な事として「訴訟リスクの認識」です。米国でビジネスをする以

上、「事業会社」と定義される企業は、業界・業態問わず全てリスクがあると

言っても過言ではありません。  

 eDiscoveryコンプライアンスにはITシステムの事前対応が肝心と言えま

す。事後対応の場合、裁判所が指名する専門家によるデータの復元作業

が伴うので莫大な費用が発生します。 

 事前対応として「訴訟ホールド」に対応可能なITシステムが構築されてい

る場合、eDiscoveryの対応費用を最小限に抑えられます。「訴訟ホールド」

とは、電子情報の開示を求められ場合に必要な、検索可能な状態で電子

情報を保っておくことです。これにより、内部監査の信憑性も高まるので無

罪の主張も説得力が高まります。更に証拠隠滅や改ざんの嫌疑で実刑判

決となる事も避けられます。 

 社内でも構築・運用可能ですが、理想は第3者に委託運用する事と言えま

す。他に基本的な事として情報セキュリティーや文書の保存規定に関する

社内ポリシーの整備も重要と言えます。  

 弊社でお手伝いさせていただいた時の話になりますが、データを先方の

指示通りに速やかに提出した時は「心象が良い」という言葉を相手の弁護

士が漏らすのを耳にし、それ以上深くデータも調査されませんでした。 

 

６．なぜ日系企業が狙われる？  

 残念ながら反トラスト法違反などで検挙される企業に日系企業が多い事

実の背景として「ディープポケット理論」や見せしめ的に活況な業界を重点

的に狙っているような気がします。有名な企業やブランド力のある企業、日

本本社の資産価値が大きい会社は、裁判でもどうせ沢山お金あるからとい

う感覚で高額な罰金を科せられている感じがします。90年初頭のIRSによる

移転価格問題で米国内生産が出来ていない製造業が立て続けに訴訟され

た時と同様、反ダンピング法、反トラスト法等と、話題に事欠きません。 

 日本では米国のように経営者や幹部社員の個人責任を追及される事が

殆ど無く、詐欺や背任行為、過失のある事故等以外は謝罪して引責辞任で

済まされる事が多いので、幹部社員や役員レベルでの個人責任に対する

認識が薄いのも事実と言えます。米国では幹部社員や役員レベルへの個

人責任が明確で、D&O（Directors & Officers）保険等も整備されているくら

いです。 

 日本的なメンタリティーとして争い事や事件を避け、罰金を払って早く片

付けて何とか裁判沙汰や事件から世間体を保とうという意識が強いところ

や、何とか証拠を隠して逃れようという意識、コンプライアンスや米国司法プ

ロセスに対する知識の欠如も否めない事実と言えます。 

筆者： 新村 賢 MultiNet International Inc. 代表 

 89年渡米、商社のIT Managerを経てMultiNetを94年に設立、 

日系企業向けのITソリューションプロバイダーとしてITシステム

構築、情報セキュリティー対策、ERPと幅広いコンサルテーショ

ンと技術サポートを提供。JBAH準会員。 www.multinet-usa.com     

ご質問はメールで masaru@multinet-usa.com 

アメリカ 最新事情 
Information Technology 

ITに関する最新事情を寄稿いただく連載（３ヶ月に１回程度掲載予定）。個人

ユーザーまたは小規模オフィスの方に有益なアメリカ特有の情報をご提供できれ

ばと思いますが、もしご関心のある事項がありましたら、筆者または編集部までお

寄せください。（編集部） 

 IT関連の記事を寄稿させて頂いておりますMultiNetの新村です。皆さんのお役

に立てるような情報を発信できるよう努めます。前回はCyber Securityの続編とし

て、Wi-Fi接続に関するお話しました。今回は、eDiscoveryという、日本にはあまり馴

染みのない電子情報の証拠開示に関してお話します。  

 

１.  eDiscoveryとは？ 

 「ディスカバリー」とは、米国の裁判プロセスの重要な一部であり、日本語で「証

拠開示」となりますが、訴訟当事者の申し立てに基づき、裁判所が相手方又は第三

者に対し証拠となりうる情報の提出を求めるプロセスです。企業が絡む裁判ではこ

のような文書提出要求が証拠開示の焦点となります。その中で、電子情報の開示

についても、2006年4月の連邦民事訴訟法規則（Federal Rules of Civil Procedure: 

FRCP）改正により定めが設けられ、これをeDiscoveryと呼んでいます。 

 対象となる電子情報には電子メール、オフィス文書、チャット、会計データ等を含

む全ての電子書類となり、他にメタデータやバックアップデータとIT運用の領域とな

るデータも対象となります。 

 

２. テキサス州はeDiscoveryを採択した最初の州  

 テキサス州では近年のデジタル時代に早い段階で法制度を整理し、1999年に

Texas Rule of Civil Procedure 196.4を制定。その後アイダホ州、ミシシッピ州でテ

キサス州と同様の法律が採択されました。州法レベルではバラつきがありますが、

最近よく日系企業がターゲットとなっている「反トラスト法」は司法省相手、つまり連

邦レベルとなるので、州法に係わらずコンプライアンスが必要と言えます。 

３．心の準備は出来てますか？ 

 「社長！ 受付にFBIの方が来てますよ！」 

 ある日突然FBIが令状を持って来るとか、あまり想像もしたく無い事です。カルテ

ルの嫌疑でFBIの捜査が入ったり司法省から提訴される日系企業が増えていま

す。特に2012年頃から日系の製造業（自動車部品、電子部品）、流通等の分野で

40件以上の提訴事例が米司法省のWEBサイトに掲載されてます。企業へ課せら

れた罰金は合計で30億ドル以上と莫大と言えます。日本企業がダントツに多いのも

事実です。更に民事裁判へ展開しているケースもあり、公表されていない経済的な

損失は計り知れません。 

 「普通に駐在員の仕事をしていたのに…」 

 ここ5年間で30人以上の日系企業の経営幹部が実刑判決により収監されていま

す。たとえホワイトカラー犯罪者向けの刑務所としても、精神的なダメージや家族へ

与える影響を考えると、とても厳しい制裁です。よくあるケースとして、捜査が始まっ

た後に慌ててメールやデータの消し込みや改ざんをしてしまい、捜査の段階で

Computer Forensic（コンピューターの科学捜査）の専門家による履歴の追跡や

データ復元により、意図的に証拠隠滅を図った事が判明し、反トラスト法違反に加

えて捜査妨害や悪意のある共謀とみなされ、厳しい制裁や実刑判決となることも背

景にあります。 

４．ではどうしたら良いのか  

 経営者、幹部社員、IT管理者としてeDiscoveryのコンセプトを理解し、現在の社

内システムがどの程度対応出来ているかを認識する事から始まります。以下は「し

てはいけない」リストです。 

1) 当然のことながら反トラスト法違反をしない。他社との情報交換、特に価格情報

等は行わない。他のコンプライアンスも徹底。 

2) 訴状を受け取ったり、捜査されている認識が出来た後に、メールやデータの削

除・改ざんを意図的に行わない。例えシステムを破壊してもメールの送信先から

証拠提出されてしまう可能性を考えると断念する事が最善策。 

3)  普段から「こまめにメールの削除をする」「違法と誤解されるような内容はその都

度削除」を実行しない。サーバーやアプリケーションのログやメタデータやバック

アップデータ復元等により簡単に追跡されてしまいます。 

 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞ 

6月7月8月はお休み 

 

＜読み聞かせの会＞ 

6月7月8月はお休み 

 

＊ピーカンキッズは夏休み期間中活

動がありません。9月以降の活動予定

は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。どう

か、暑さに負けず良い夏をお過ごしく

ださいませ。 

＊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 

 さわやかな青空が広がった5月7日（土）、三水会センター会議室にて、生活・情報委員会が

主催する古本市を開催いたしました。今回も、皆様から沢山のご寄付が集まり、盛大に行うこ

とができました。恒例となりました日本語の教材は、ひらがな練習帳や国語辞典、学習参考

書なども集まり、日本語を勉強している現地の高校生が、嬉しそうに選ぶ姿が見られました。 

 今回の売り上げは、寄付金の40ドルを含め842ドルでした。売上の全額は子どものための本を購入させていただ

きます。前回購入できなかった伝記シリーズの補充や、人気のサバイバルシリーズの補充、「読み聞かせの会」で

大人気のだるまさんシリーズの大型絵本などを購入する予定です。当日、3冊2ドルから5冊2ドルに値下げいたしま

したのは、倉庫や会議室に保管している寄付の本の量が許容量を超えていたため、一冊でも多くの本を皆様にご

購入していただこうということからでした。売り上げは少なくなったように見えますが、売り上げた本の総数はこれま

でで一番多くを記録しました。お気に入りを見つけた皆さんの笑顔が溢れた古本市でした。 

古本市のお手伝いをするようになりまして今回で4回目となります。生活・情報委員会大内委員長、小林事務局

長、図書館の竹中様に支えられ、沢山の方に古本市を楽しみにしていただき、ボランティア一同大変喜んでおりま

す。新しい本が増えた図書館で、子供た

ちの笑顔をみられることが大変楽しみで

す。 

コツコツと仕分けや登録などの作業をし

続けてくれた、「読み聞かせの会」のボラ

ンティアの皆さんには、あらためてお礼を

申し上げたいと思います。私事ではござい

ますが、この度帰国となりましてヒュースト

ンを離れます。沢山のことを学ばせていた

だき、素敵な方々と出会った思い出は、私

の中の宝物として大切にしていきたいと思

います。 

 最後に、まだ図書館をご利用になってい

ない方も、是非一度お気に入りの本を見

つけにいらしてください。ヒューストンの生

活がより楽しくなると思います。 

 古本市ボランティア 絵本読み聞かせの会 百足ひとみ 

 

古本市開催のご報告 

 毎年恒例となったTexas Children’s Hospitalでの「子どもの日」イベントも6回目。

今年もショーイングジャパンの皆様にご協力いただき、5月6日（金）に開催いたし

ました。昨年、開催を午前にしたところ、たくさんの参加者があったので、今年も

午前10時半から1時の予定で、まず病院16階の図書館でイベントの口火を切りま

した。 

 10時半前に会場準備が整ったところに、早速患者さんがひとり来場。座ってい

ただき、金太郎の塗り絵や折り紙のこいのぼりや兜作りをしてもらいましたが、途

中で気分が悪くなって病室に戻っていきました。その後は、本を返しに来る人ば

かりで、イベント参加者がなかなか集まりません。ショーイングジャパンの折り紙部

隊が、素敵な着物姿で準備万端整えて待っているというのに…。せっかくですの

で、人が来るまで、今回イベントに参加できなかった患者さんに後でさしあげられ

るように、いろいろな折り紙を折っておいていただきました。 

 そのうちポツリポツリと保護者に付き添われた入院患者さんたちがやってきまし

た。開始から1時間くらい経って気付けば、3つの丸テーブルは人で埋まり、和や

かな雰囲気の中、子どもの日特製折り紙クラフトが次々とできあがっていました。 

 ころあいを見計らって、紙芝居の上演です。今年は、たくさん笑ってもらおうと

「しりなりべら」という日本の昔話を選びました。が、翻訳が上品過ぎたか、笑い声

は起こらず、ちょっと残念。 

図書館での日本舞踊公演  

 紙芝居の後は、お待ちかねショーイングジャパンによる日本舞踊。「京踊り」「南

部俵積み唄」に続き、最後の「こいのぼり」は、簡単な振付けを教えて、観客も一

緒に踊りました。これで、図書館でのイベントは終了し、日本舞踊公演のために１

階ロビーへ移動しました。 

 昨年は、ロビーの会場準備が整っておらず、着物姿の踊り子さんたちが椅子を

押す、という緊急事態もありましたが、今年は売店前に舞台が出来ていました。お

昼時でしたが、１階ロビーは人影も少なく、通りかかる人に片っ端から「踊りやるか

ら見てって！」と声をかけます。雰囲気を出した方がよいかと思い、音楽をかけて

みると、何ごとかと人が集まってきました。踊りが始まればこっちのもの、50人ほど

が足を止めていました。こちらでの演目は「京踊り」「南部俵積み唄」の二曲。最

後は大きな拍手で幕を閉じました。 

 今回は、折り紙部にたくさんの皆様がご参加くださいましたので、参加者ひとり

に折り紙部隊ひとりくらいの割合で、1枚の紙がいろいろな形に変わっていくの

を、じっくり楽しんでいただけました。短い時間ですが、このようなイベントは入院

中の子ども達を慰め、元気付けています。お忙しい中、子ども達のために遠方よ

りお越しくださったショーイングジャパンのメンバーの皆様、ほんとにありがとうござ

いました。来年もまた、よろしくお願いいたします。 

                                      （文責：総領事館） 

紙芝居  
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ジャック･バーク･ジュニアさんは、1956年のマスターズ*1チャンピオン。今もめ

ちゃめちゃ元気な大正12年生まれの93歳です。 PGA*2ツアーで16勝、米欧対抗

戦 ライダーカップ（Ryder Cup）*3 に5回出場し、2000年にゴルフ世界殿堂入りし

た、正にゴルフの伝説です。テキサス州フォートワース出身で、現在はヒューストン

にお住まいです。                    

1957年に同じくマスターズチャンピオンのジミー・デマレットと二人で造ったチャ

ンピオン・ゴルフ・クラブの名物オーナーとしてご活躍中。  

バークさんは、プレイヤーとしてだけでなく、若き日のジャック・ニクラウスや、最

近ではフィル・ミケルソンなど、名だたる選手のコーチ（特にパターコーチ）としても

有名です。 

ゴルフ暦２年の湘南ボーイも、早速コーチをしてもらいました？？ 

  

 ＜マスターズチャンピオンのパターレッスン １＞ 

ある日、パターの練習をしていると、チャンプが僕を見ていて、「ベター」と一言。

それから、「ちょっと来い。パター貸してみな。」 と言われて、パターをお渡しする

と、「こうやって まっすぐに打たないで 

 

 

 

こうやって自然に打つんじゃ！」 と 実地の教え。      

 

 

 

 

「それと、おまえは、カップを意識しすぎ。カップでは

なくて、カップまでのラインのイメージを思い浮かべるん

じゃ。水だったらグリーンをどう流れるかじゃよ。」伝説の

マスターズチャンプのパターレッスン。でも、「まっすぐ

打つな」と言われてもなあーー。 

 

＜マスターズチャンピオンのパターレッスン ２＞ 

クラブでは、なぜか本当によくお会いします。会う度に、チャンプ元気ですか

あ？と寄って行くと、彼はいつも人差し指を立てて僕に向け、眼を三角にして睨み

ます。これは、「元気に決まっとるやろ。練習ちゃんとやっとるか？」との意味です。 

 この日は、チャンプが自分のパターを持って練習しようとしていたので、 

「チャンプ！ ビデオ撮っていいですか？」 

「Yes.」 （とたんに ビデオを意識する）  

ホールの真ん中にボールを並べだした。 カップとの距離はワンクラブ。３個続

けてカップインして、ビデオに向かって満面の笑み。ほんま、この人好きやわ。  

 

「こうやって、10個を10回連続入れるのが目標じゃ。（つまり100回連続で入れる？）

わしはツアー中は、毎日毎日やった。そのお蔭で、3パットは決してしなかったん

じゃ。」 

この人に言われたら、やるしかないと、この日から湘南ボーイは、来る日も来る日も

本当にこればっかりやりました。暇を見つけては、10個並べて20回とか30回。 

 

勿論100回連続は出

来ず。10個連続も稀。          

毎回こんな感じです。

でも楽しい。 

 

 

 

ある日、インターネットでバークさんの記事を見ていると、フィル・ミケルソン*4にも、

まずこれをやらせた、と書いてありました。 

「こんなに短い距離なら、夕方までには100個連続出来ますよ。出来たら晩飯奢って

下さいね」と言っていたフィルでしたが、結局、2ヶ月後に「やっと出来ましたよ」と電話し

てきたそうです。 

その年、フィル・ミケルソンは、マスターズチャンピオンになりました。 

ミケルソン自身が 「ジャック・バークさんにコーチを受け、特にショートパットは、お蔭

でとても本当に良くなった」と話しています。  

そうか。僕はフィルと同じ練習を教えてもらった同級生なんだ、と大感激でした。 

正直、この練習始めてから、あれほど嫌だっ

たチャンピオンズでのパターがとても楽しくなり、

3パットの数が激減しました。 

バークさんは日本人が大好きで、日本人を見

つけると、すぐ近づいて来られて 「ショーリキに

呼ばれて日本に行ったんじゃ。トーナメントで優

勝して、サケを飲んだんじゃ！！」と、いつも話

してくれます。 

うちのヨメさんは、二人のレジェンドになぜか

気に入られているようなのですが、彼女は、二人が誰かは

知らないで、「ジョージさん、カッコいい！！」「おじいさん可

愛い！！」という感じです。 

知る人には恐れ多い、とんでもないコメントですが、偉人

達とこういう感じで肩肘張らずお付き合い出来るヒューストン

は、本当に素晴らしいところだと思います。 

 

＜チャンピオンズ・ゴルフ･クラブ＞ 

 

 

 

 
 

 

*1 マスターズゴルフトーナメント：世界四大メジャー大会の一つ。その中でもこのマスターズは世

界最高峰の舞台と言われており、サッカーで言うとワールドカップのようなものである。このトーナメ

ントで優勝したゴルファーには、グリーンカラーのジャケットが贈られる。 

*2 PGA：アメリカ合衆国を中心に展開する名実ともに世界一のゴルフツアー。 

*3 ライダーカップ：ゴルフのヨーロピアンツアーとアメリカツアーの代表選手による対抗戦として、2

年に1度行われている団体戦の大会。 

*4 フィル・ミケルソン（Phil Mickelson ）は、アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴ出身のプロゴル

ファーである。生涯獲得賞金ランキング歴代2位。PGAツアー通算42勝(歴代9位)。2004年のマス

ターズ・トーナメントでメジャー大会初優勝を飾り、以来メジャー大会通算5勝を挙げている。 

（参考：「ゴルフ じゃらん」https://golf-jalan.net/contents/beginner/glossary/1984/） 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  

 ヒューストンで出会った「世界の宝者」第二弾です。  
～マスターズチャンピオンのパターレッスン  

           ジャック・バーク・ジュニア～ 

              Byこてこての湘南ボーイ 

ゴルフの本場の伝統を

感じるチャンピオンズの

クラブハウス 

彼らの傑作、チャンピオン

ズ・サイプレスコースの名

物、4番ホール（パー３）。 

ベン・ホーガンが、1971年

3回谷に落として9を叩い

たホールです。この時の

ゲームが、彼のプロとして

の最後のゲームになりま

した。 

この谷は、湘南ボーイも「３勝７敗で、ボールも100個は献上。」と

言ったら、いつも一緒に回るO君に「1勝9敗で300個でしょ。」と、即、

訂正されました。  

パター練習場で  

マスターズのグリーンジャケット  ライダーズカップ （2度キャプテンも務めた） 

 

Hurricane 

Alert 

テキサス州において大規模災害として想定されるものにハリケーンがあります。連邦緊急事態管理庁（Federal Emergency Management Agen-

cy，FEMA）によれば、ハリケーン・シーズンは6月1日から11月30日となっています。また、アメリカ海洋大気庁（National Oceanic and Atmospheric 

Administration, NOAA）によれば、昨年（2015年）は、暴風雨を伴う熱帯性低気圧は11回、そのうちカテゴリー1及び2のハリケーン（風速74マイル

以上110マイル）が2回、カテゴリー3から5の大規模ハリケーン（風速111マイル以上157マイル）が2回発生しました。 

2016年については、気象関係機関・研究所等が4月頃から予想を発表しており、それによると、本年は、過去数年よりもハリケーンが多く発生す

る可能性があると予測されています。具体的には、暴風雨を伴う熱帯性低気圧は17回、そのうち、カテゴリー1及び2のハリケーンは9回、カテゴ

リー3から5の大規模ハリケーンは4回程度発生する可能性があるとのことです。ハリケーン・シーズンの中で、テキサス州沿岸部等のハリケーン到

来は8月から9月が最も多いとされています（5月や12月にも2％程度発生しています。）。 

幸いにして、ここ数年、当地はハリケーンの直撃を受けていませんが、2008年9月にハリケーン・アイクがテキサス州に襲来したときの被害につ

いてはご記憶の方もおられると思います。 

 

ハリケーン対策については、日頃からの準備がとても重要です。米国気象局(National Weather Service)は、5月15日から21日を「ハリケーン準

備週間」として、現在、準備すべき内容について紹介しています（http://www.nhc.noaa.gov/prepare/）。また、当館ホームページ（http://

www.houston.us.emb-japan.go.jp/jp/info/page2-2.htm）では、ハリケーン対策マニュアルやハリケーン関連情報入手先等の案内をしております。ハ

リケーン・シーズン到来前にぜひ一度ご確認ください。そして万一の時には、当館までご連絡ください。 (文責:総領事館) 

ハリケーン対策の一環として準備しておくとよい防災グッズの一例をご紹介します。 

ご家族の状況に応じて、以下例をご参考の上、ハリケーンに備えて事前に準備されることをお勧めします。 

（◎は必需品、○は可能であれば準備をお勧めするもの、△はあると便利というものです。） 

ハリケーン対策グッズ・リスト 
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 幸田 孝夫  
 

鉄鋼部会長 
(NIPPON STEEL & SUMI-
TOMO METAL U.S.A., 
INC.) 

 

【自己紹介】 

 昨年４月にヒューストンに着任致しました。商工会では昨年４月より前任を引

き継ぎ、鉄鋼部会長職をお引き受け致しました。 

 定期的に幹事がくるテキサス会の他に鉄鋼部会でも７回/年のゴルフを実施

して会員相互の親睦を深めています。 

 米国駐在は今回が２回目となります。１回目はシカゴで97年から4年間おりま

した。エネルギー関連の仕事柄、現状は非常に厳しい環境ですが知人も多く

おりますので楽しくやっていきたいと思っております。せっかくの機会ですので

出会いを大切にして又、会社生活初の単身赴任の利点を生かして、余暇につ

いてはゴルフ並びにソフトボール（今年、Team Rookiesを立ち上げました。来

年こそは１勝したいと思います。）に注力してヒューストンライフを満喫したいと

思いますので宜しくお願い致します。 

【職務内容】 

 在ヒューストン総領事館の指揮系統のもと、災害・危機発生時のヒューストン商

工会に所属する企業に従事する社員及びその家族への情報連絡並びに安全確

認。 

【抱負】 

  世界各地で異常気象が頻発しておりますが、その規模はこれまでの常識を超え

るものも報告されており、それに伴い被害も拡大傾向にあります。またISISなどテ

ロ活動も活発化しており、ヒューストンは大都市にもかかわらず、様々な危機に対

して脆弱と言わざるを得ません。特に日本人は安全危機に対する意識・管理が薄

く、その油断から思わぬ災害に巻き込まれる可能性が少なくないのではないで

しょうか？今回安全危機管理特命理事の役職を拝命致しましたが、危機発生時

（ヒューストンの場合、最も身近な災害はハリケーン、集中豪雨ですが）には、

ヒューストン在住の皆様の安全を確保、被害を絶対に起こさせない気持ちで職務

を遂行したいと思います。 

【自己紹介】 

  今年4月3日にヒューストンに赴任しました。ヒューストンは1996年4月～2001年11

月の駐在から2度目となります(その間に5年間台北駐在も経験)。1度目の駐在中

に二人の娘が生まれました。言うまでもなく、その駐在期間は活動範囲が制限さ

れ、子育てに忙しい妻の機嫌を伺いながら、時には喧嘩をしてまでもゴルフをし

ていました。今回は台北に続き二度目の単身赴任！これまで東京では春から秋

までゴルフ、冬はスノーボードに明け暮れていましたが、今回は新たに釣り、一人

旅、料理の腕を上げることにチャレンジ、当然冬にはスノーボードをもってアメリ

カ、カナダのスキー場を目指します。 

平澤 暢人   
 

安全危機管理特命理事 

(Marubeni America Corporation) 

 
 

 

 米山 久一  

エネルギー部会長  
(Osaka Gas USA) 

 

【自己紹介】 

 2014年10月末にヒューストンに参りまして、1年半を超えました。人生初めて

の海外赴任であり、エネルギー企業におりますので、オイル＆ガスの中心地

に駐在できることを非常に嬉しく思うとともに、不慣れな仕事、生活をするに際

し、日本商工会の存在を非常にありがたく思っております。 

 また、弊社はヒューストンが本社ですが、ニューヨークにも事務所があり、毎

週のようにニューヨーク通いをしています。折角海外に来たのでゴルフを！と

思っていたのですが、少々出張が身体に厳しく、あまりできていません。休日

は、ブルーボネットの一面の花畑を見に行ったり、ロデオを見に行ったり、

ハーマンパークのバタフライセンターのさなぎの孵化を見て感動したりと素朴

なヒューストンを満喫しております。 

 商工会での皆様との繋がりを大事にして、この地ならではの楽しい生活がで

きればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 高田 裕二  
  

物資・化学品部会長 
(Metton America Inc.) 

 

特命理事・部会長紹介 

ヒューストン日本商工会  

【自己紹介】 

 物資・化学品部会長拝命後早々の昨年11月、テキサス会ゴルフ“商工会会長杯

“の幹事役を勤めさせていただきましたが、関係者、参加者のご協力を得て無事

終了することができました。改めてお礼申し上げます。 物資・化学品部会15社の

代表として商工会行事にも積極的に参加し、微力ながら商工会、さらにはヒュース

トン日米コミュニティーの発展に寄与していきたいと思います。 

 今回が3度目の駐在で5年が経過。初回の赴任は、約20年前の1996年10月で

ヒューストンでの駐在期間は、合計で11年となりました。 駐在を重ねるごとに知人

も増え、また視野も広がり、1度の駐在では発見しきれないヒューストン生活を味

わっています。 

 前回2度目の駐在は単身赴任だったこともあり、当地の硬式野球チームに所属

してプレーするかたわら週2ラウンドのゴルフもこなしていましたが、シニアにさしか

かった今回は、慢性の股関節痛・腰痛に悩まされ、かつ体力の衰えは避けられ

ず、がらにもなく芸術・音楽に興味を見出そうと体育会系から芸術系への変身を

模索しています。 

 独立記念日ホリデーのため三水会センター（図書館、商工会

及び補習校事務局）が下記日程で休館になります。なお、休

館に伴い図書返却日も一部変更されます。貸出日から2週間

先の返却日が休館期間に該当する場合は3週間の貸出となり

ます。（ 例 貸出日：6月23日 返却日：7月14日 ） 

休館期間：2016年7月5日（火）～7月9日（土） 

 

 

  2016年1月に77歳喜寿を迎え、ゴルフ歴30年、温暖の当地Houstonで元気

にゴルフを楽しむことが出来、有難く幸せに思っております。 

 “ゴルフが1年中出来るよ、こっちへ来ないか?”というNASA勤務の娘からの

要請に乗せられて、現役時代31年住み慣れたNew  YorkからHoustonの郊外

に転居して娘一家の近くに住み、2人の孫の放課後の世話を引き受けて9年が

過ぎました。孫達の成長の速さに驚きつつも、安価でいつでも気楽にプレー

出来るゴルフ三昧の毎日で、リタイア後の住いを当地に決めて正解だったと

思っています。毎週ゴルフを楽しむご近所シニアの仲間にも恵まれ、見上げる

ような巨漢に囲まれ「Mickeyいつも真直ぐ飛ぶね」といわれて悦に入っている

昨今です。更に当地に来てから2回もホールインワンを達成したので、私に

とってHoustonは老後の幸運をもたらす掛けがえの無い地になりそうです。 

 現在の住いは、裏庭がSouthwyckゴルフクラブの2番ホールに面していて、

コースを自分の庭のように広々と見渡して、豊かな景色を楽しんでおります。

その2番ホールはパー5で、250ヤード付近の左側に池があります。その辺りか

らコースは右にドッグレッグしていますが、2打目が特に強い西風に乗るとグ

リーンから100ヤードの我が庭を直撃します。ボールは、芝生に鎮座するばか

りか、屋根のといや家を越えた側の通路、フェンスからずっと離れた菜園のト

マトの下など、どうやって入ったか考えられない所でも見つかります。毎週3-

5個打ち込んできますが、スタート直後のホールの為か新しいボールが多く、

ボール代を節約させて貰っています。しかし、しっぺ返しもあります。既に3

回窓ガラスを割られました。ガラスは二重ガラスで飛び散らないような加工が

なされた特注品で、取替えに費用も時間もかかります。ご町内の行き付けの

コースなのでマネジャーに直談判に行った所、コースに面した家は損害は

自己負担という入居条件があるはずでプレイヤーにもゴルフ場にも責任がな

い、と言われてしまいました。 

 NYのゴルフ生活で忘れられない思い出は、2006年メンバーだったBonnie 

Briar カントリークラブのご近所裏隣にあるWinged Footゴルフクラブで開催さ

れたUSオープンでボランティアをしたことです。この大会には5000人（本当

にすごい動員力です）のボランティアが働きました。しかも各自自分のユニ

ホームを25ドルで購入して参加しました。近隣のゴルフクラブが各ホールの

管理を依頼され、我々は16番ホールの長いパー4（普段はパー5）のマー

シャルを受け持ちました。練習ラウンド、予選ラウンド、週末の決勝ラウンド中

に観客がコースの中に入らないように、又選手がティーへ上がってから次の

ホールへ送り出すまで何事も無くプレーできるように管理するのが我々の役

目でした。ティーショットの方向見極め、落下地点でのボール確認、グリーン

回りでは「お静かに」、更に観客の通路の開閉等を約50人が交代で果たしま

した。Offの時間は、クラブの面々とロングホールのティーに陣取り、タイガー

やミケルソンのティーショットを楽しみました。まだタイガーが全盛期の時でし

たから、練習ラウンドは朝一番でキャディと二人だけでひっそり行い、たまた

ま早出で居合わせた我々と和やかに会話するなど、一生忘れる事はありま

せん。また各プレイヤー、キャディ達が、ボランティア達に”Thank you, Thank 

you”の連発は大変好感が持て、印象深く心に残っています。 

 ゴルファーの究極の願いとして何時かエイジシュートを達成したいと、色々

と工夫しています。健康法としてこの25年バレリーナ西野哠三先生が考案さ

れた西野流呼吸法（気功）を毎日実行していますが、お陰で身体の力が抜

け、ボールが真っ直ぐ飛びます。努力が実を結ぶ日が来ることを祈念しつ

つ、ゴルフを楽しんでいるHouston生活です！ 

  ゴルフ雑感 

八木 謙一 
Doyle, Restrepo, Harvin & Robbins, LLP  
NY・TX州弁護士 

E-Mail:  kyagi@drhrlaw.com 

免責事項 

当コーナーは、読者の皆様が身近に感じられると思わ

れるトピックについてわかり易くかつ一般的な法律知識

を提供する場所であり、法律的又はその他のアドバイス

を提供する目的としたものではありません。記載した内

容の正確性・妥当性の確保に努めてはいますが、その

利用によって利用者等に何らかの損害が生じた場合にも、一切の責任を負うもの

ではありません。また、読者の皆様にこれは面白そうというトピックのアイデアがあ

りましたらメールでお知らせください。今後、このコーナーで皆様のご意見を可能

な限り反映させていただければと考えています。 

三水会センター休館及び 

図書返却日一部変更のお知らせ 

日本人会 理事  山口 進   

 3月にご帰国された特命理事（安全危機管理）堀田宏樹氏に代わり、4月より平澤暢人氏が就任されました。 

  部会長の皆様には各部会の取りまとめ、並びに「テキサス会（ゴルフ大会）」の幹事を持ち回りで務めていただいております。なお、運輸・サービス・金融・貿易

部会長は 、峯山裕二会計幹事が兼任されています。 

ゴルフプレー中の人身事故・物的損害に対する責任 

 ゴルフプレー中のミスショットは頻繁に起こります。今回はミスショットに

よって人身事故を起こしてしまった場合や、ゴルフコースに隣接する住宅

のガラスを割ってしまった場合などのプレイヤーに対する責任について執

筆します。 

 

人身事故の場合 

 テキサス州には多くのゴルフ場が存在し、プレー中の人身事故も少なく

無いと思いますが、プレイヤーが他のプレイヤーに対する義務を審査した

テキサス州の判例は1993年のハサウェイ対タスコサCC事件が最も古い判

例です。これはミスショットが他のプレイヤーの頭部に直撃し、左目を失明

した事故が発端となりました。被害者は加害者の過失を訴え、医療費と慰

謝料を請求しました。しかし裁判官は、「ゴルフというスポーツにはミスショッ

トは付き物であり、珍しいものではなく、それによって人身事故が発生する

ことも想定内である。従って、被害者は加害者の無謀(注釈1) または意図

的（reckless or intentional）な行為で怪我をしたとの証明がなければ加害者

に責任はない」との判決を下しました。その後の判例も同様で、「ゴルフは

いつも完璧なショットを打てたら面白みがなくなり、そのミスショットでの怪我

はプレイヤーとして受け入れなければならないリスクである」とも理由づけら

れています。（1999年、モンク対フィリップス事件参照） 

 

物的損害の場合 

 人身事故と同じような理由（想定内のリスク）で、ミスショットで近隣の住宅

に物的損害を与えた場合、住宅の所有者には原則として損賠賠償を請求

する権利はありません。また、多くのゴルフコースコミュニティーでは住宅購

入の際、購入者にその様な損害賠償の請求権を放棄させるのが通常と

なっています。（尚、ある特定の住宅がコースの設計上、ミスショットが打ち

込まれ易くなっている場合は、設計上の過失が証明できればコース所有

者に損害賠償を請求することも可能です。） 

 

 以上、ゴルフプレー中の人身事故・物的損害に対する責任について簡

単に説明しましたが、プレー中の事故は起こさないことが第一です。(注釈

2) マナーを守り、周りのプレイヤーにも気を配り、ミスショットしても事故に

ならないよう確認してからゴルフボールを打ちましょう。（ちなみに筆者は

ショット前のマナー違反をよく注意されます。） 

 

注釈1： どのような行為が「無謀」になるかは事実審（Case by Case）です

ので、危険なところに打ち込んだ際の「フォア(ｆore)」の注意喚起はお忘れ

なく。 

 

注釈2： 当記事はテキサス州の判例に基づいています。他州では他のプ

レイヤーに対しての義務が異なる場合もありますのでご留意下さい。 

mailto:kyagi@drhrlaw.com
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ジクを閉じ込めてくれ傷が早く治るのですが創部がふやけない程度に張り替

えます。程度がひどい場合は、局所麻酔した後オキシドールやブラシ、ハサミ

などで傷んだところを除いた後に軟膏処置、創保護を行います。古い木材や

釘などでのケガは破傷風対策に破傷風ワクチンを打ちます。皮下組織のない

部位（スネ、くるぶし）は治療に1-2ヶ月かかる場合もあります。 

 

３. やけど 

①とにかく冷やす（最低20分は） 

②やけどの治療は最初が肝心なのでできれば受診を 

 赤みだけでひりひりする、これは軽症のⅠ度で、数日間の軟膏治療で治癒

します。赤くなって水泡ができてめちゃ痛い、これは浅いⅡ度です。むしろ

白っぽくあまり痛くない方が深いⅡ度で、全く痛くない黒いやけどは一番深い

Ⅲ度です。浅いⅡ度は硬くならず2-3週間で治癒しますが深い方は硬くなって

しまうことがあります。水泡は下の皮膚ができるまで潰れないほうがいいのです

が、現実には潰れてしまうのでその際は清潔にして軟膏と創傷保護剤で治療

します。最近はワセリンとラップを用いるラップ療法が流行っています。 

（参照：http://yakedocare.client.jp/yakedo.html） 

 

４. 噛み傷 

①ネコはほぼ100%膿んでしまうので必ず受診を。イヌ、ヒトも皮下に 

至るようならば受診。 

 

５. 爪周囲炎：爪の周りの小さな傷からバイキンが入り起きます 

①膿が出ている、触ると痛い場合は切開排膿がおすすめ 

 爪の周りが赤く腫れます。 
 

６. アテローム（粉瘤）：アカと脂分が皮下に溜まってできるできもの 

①大きなものはバイキンが入る前に切除 

 背中や肩周り、お尻など脂分が多いところにできやすいです。見た目は黒ニ

キビのようです。治療されたことがある方もいるのではないでしょうか？通常症

状はないのですが、バイキンに感染すると（感染性粉瘤）痛み、赤み、腫れが

でてきます。きれいに袋ごと取らないと再発しますので、ある程度大きくなって

きた/感染が落ち着いたものはきれいにとってもらったほうがよいです。バイキ

ンが悪さしているときは膿を出すことしかできません。 
 

７. 肘内障（ちゅうないしょう）：3-6才位の子供さんの手を引っ張ったあとに、痛

がって手を上げない時に疑います。 

 実は僕のはじめての患者さんは姪っ子でした。研修医時代に夜中に自宅に

帰った時に、妹から“○○ちゃんが腕痛がって泣いてるんやけどわかる？”と

いう心配そうな（子供？僕の腕？）電話がかかってきました。 

 これは兄の威厳をみせなあかんということで“当たり前やん、見たるわ”と駆け

つけたことを思い出します。実際は病院に受診するのでしょうけれども、その時

は妹の旦那さんに“次同じことがあって、肘が腫れたりしてなかったらやってみ

てー”とデモをしました。実際、後で聞いたら同じことになって整復したそうで

す。 

 最後に、以上身近なケガについて述べてきました。ヒューストンの外来受診

事情はわからないところが多いのですが、皆様の生活に少しでも役立てれば

幸いです。ヒューストンの夏が目の前に迫ってきており、初めての私は非常に

楽しみですけれども、皆様も熱中症にだけは気をつけてお過ごし下さい。 

第140回 
 

  知っておきたいケガの処置方法  

  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。 

  前回の平光史朗先生から消化器外科がご専門の小川久貴先生にバトンが移りました。 

 皆様、初めまして。大阪大学消化器外科からやってきました、小川久貴と申しま

す。 

  現在はUThealth Science Center at Houstonで癌免疫療法の基礎研究を行ってい

ます。日本では肝臓がん、胆道がん、膵臓がん、肝臓/膵臓移植外科を中心に診療

を行っていて、今後増加していくだろう膵臓がんの新たな治療法を開発すべく、ここ

ヒューストンに本年度やってまいりました。膵臓がん患者さんに希望を与えられるよう

な治療法を見つけるべく頑張っていきたいと考えています。さて、今回のテキサスメ

ディカルセンター最前線ですが、私の専門分野である肝臓がん、胆道がん、膵臓が

んは過去に先輩方が詳しく紹介されておりますし、移植に関してはあまり馴染みが

ないのかなと思います。そこで、外科医はケガの処置をよくしておりますので、日常

よく経験するケガの処置法について述べていきたいと思います。 

 

１．指の切り傷 

①止血は血管の走っている指根元の両側面を強く 

つまんで圧迫（図1）。 

②出血している、もしくは脂肪が見えていれば縫合。 

③割れたガラスでのケガは傷の中にガラスがないことを

確認。 

④スライサーでのケガはアルギン酸塩綿(図2)、 

不可なら局所麻酔下で止血。 

⑤縫合後48時間は濡らさず、その後は積極的に清潔

に保つ。 

 昔の常識は今の非常識ということで、最近は処置後の

傷の消毒は不要どころかしてはいけません。そのため、

清潔にして保護のみ行います。基本的には跡が残るリ

スクを減らすためにできるだけ細い糸で顔は5日程度、

緊張がかからないところは7日程度、緊張がかかるところ

は10-14日程度で抜糸します。抗生物質はきれいな創

では不要ですが、基本的には1-3日分処方することが多いです。 

 

２．膝や肘のすり傷、ざめつ傷 

①洗いに勝る薬なし 

②傷は乾かさないことが重要だが、 

ふやけないようにすることも必要 

 軽症の場合は水道水で小石などを

洗って、抗生剤の入った軟膏をたっぷ

りぬって保護しジクジクが多すぎなけれ

ばさっと創傷保護剤を貼ります（図3）。

保護剤は治癒成分が含まれているジク

 次回は食道外科がご専門の原田和人先生です。現在はMD Ander-

son Cancer Centerで食道がんの基礎研究をされております。第103回

に執筆された小玉尚宏先生が中心となって本年度結成された日本人

研究員ソフトボールチームのチームメートです。原田先生は見た目も

野球少年で、チームで4番を努めており、何か大きなことを何気なく成し

遂げそうな雰囲気を持った優しい先生です。  

医師（現UThealth Science Center at Houston研究員） 小川 久貴  

 
ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。  

  当社は㈱辰巳商会（本社:大阪）のグループ会社であり、ジョージア州に

あるアメリカのHEAD OFFICEでは320,000ft2の倉庫兼オフィスを構え、LOS 

ANGELES支 店 で は 主 にFORWARDING業 を 営 ん で お り ま す 。 当

HOUSTON支店は㈱辰巳商会のプラント輸送事業から派生したオフィスで

あり、プラント建設の資機材輸送を主な目的として設立いたしました。現在

はパートナー会社であるU.T.C. OVERSEAS社のオフィスを間借りし、同

社スタッフと共に業務を行っており、今後は関連各社の取引を拡充、米国

市場での輸送を更に展開していきたいと考えております。 

 大型特殊機器、小型精密機器、緊急輸送、プラント建設資材の輸送

ニーズは多岐にわたります。当社は顧客の求めるあらゆるロジスティクスソ

リューションを提供しており、これまで手掛けた建設サイトへの輸送実績は

多数。アメリカヒューストンにおいて、知名度とともに信頼を得られるよう努

力してまいります。  

 

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。 

 パートナー会社のスタッフや、港での船員や労働者との会話で、ヒュース

トンはどうだ？とよく聞かれ、その度に“空が大きい”と真面目に答えており

ます。空の大きさは一緒だろう！と大体なるのですが、ハイウェイなどを

走っている際に見える空の大きさは、フラットな土地柄ならではの光景で、

すごく気に入っております。こちらの観光地などは、まだ訪れていません

が、折を見て様々な場所に伺い、更にヒューストンという土地や文化、自然

に触れていきたいと思います。現在のプロジェクトの関係上、ルイジアナ州

に頻繁に出張するのですが、飛行機で1時間の距離にもかかわらず、雰囲

気が変わります。アメリカ国内の色々な場所も、またメキシコなどへも訪れ

てみたいと思います。  

 

３．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

 ヒューストンに来て一か月ほど経った頃、ひょんなことから、FC JAPANと

いうサッカーチームに参加させて頂く事となりました。メンバーの皆様は温

かく、多少不安であった一人の駐在生活から一転し、心強い環境に身を

おかせて頂いたと思います。サッカー経験は有りませんが、週に一回で

も、体を動かし、また生活情報等を入手したりすることで、生活に充実感が

出てきたように感じます。最近では紹介頂いたFITNESSに登録、米国人達

とバスケットボールをしており、本場のフィジカルの強さと、傲慢的なプレー

スタイルに驚きながらも汗を流しております。こちらでは、まだゴルフクラブ

を握っておりませんので、もし機会があればお声掛け頂ければ幸いです。  

会員消息 ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞ 

★よろしく！～新規入会です 

 

●正団体会員入会（カッコ内、配偶者名） 
・TonenGeneral Americas L.L.C. 

 2800 Post Oak Blvd. Suite 4100 (Office 06), Houston, TX 77056 

   常任委員：城川隆司（記代江） 

 

●正個人会員入会（カッコ内、配偶者名） 

・Consulate-General of Japan          杉浦武史（初美） 

・Kanematsu USA Inc.          仲野亮 

・Kuraray America, Inc.          亀山大治（晴子） 

・Mitsubishi Corporation (Americas)   村岡秀哉/村田茂行 

・Mitsui & Co. (USA),  Inc.          村上潤 

・Mitsui E&P USA LLC          小林博樹/毛利有紀彦 

・MMGS Inc.                             多田周平（奈穂子） 

・Osaka Gas  USA Corporation          山崎慎吾 

・Sojitz Corporation of America          國光涼子 

・Tokyo Gas America Ltd.          中野雅史（一絵） 

・東芝                                                    堀口輝（裕美子）/ 

                                草田裕治（文）/ 

                                岡村潔/森山繁文（三紗） 

 

●配偶者入会 

・Sojitz Corporation of America          寺本千尋  
                  

■さようなら！～残念ながら退会です 
 

●正個人会員退会 

・Consulate-General of Japan                                      落合祐貴/大城三恵子 

・Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)        和田恵一 

・Mitsui E&P USA LLC                                              西入雄喜/矢口雄基 

 

●配偶者退会 

・Sojitz Corporation of America                                  田口美紀 

  

●替わりました～メモのお願い   

 

●常任委員交代  

・Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. (MCFA)  

    （旧） 内田隆二（輝実） ⇒  （新）天野真 

・Shintech Inc.  

   （旧） 斎藤恭彦 ⇒  （新）安岡快 
 

TATSUMI INTERMODAL (U.S.A) INC. 

    竹村 佳樹 さん 

写真はU.T.C. OVERSEAS社にて。 

左から２番目が竹村氏、右端が西野氏（アトランタ社長）。 
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平成27（2015-2016）年度5月 商工会理事委員会 議事録 

11 

日  時 ： 平成28年5月18日（水）11：30～ 12:20 

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12名、正会員1名、事務局長 

欠席者： 理事委員7名（うち第一副会長委任7名） 

司 会 ： 木村健洋 幹事 
 

１．商工会会長連絡 （薙野太一 第一副会長： 本多之仁 会長代理） 

①本多会長が出張により本日理事委員会をご欠席されるため、薙野第一副会長が会

長代理を務める。 

②このところ雷雨が続いたことで、市内インフラ等各方面に影響が出ている。また、先

週末予定されていた当会野外イベント、商工会ピクニックは昨年比2割増となる1200人

の参加を見込んでいたが、前日の大雨がたたり残念ながら中止にせざるを得なかっ

た。本件推進にご尽力いただいていた幹事団の皆様他関係者の方々の心中をお察し

申し上げる。 

③来月より、いよいよ本格的なハリケーン・シーズンに入る。1980年から2010年までの

30年間に名前が付いた熱帯性集中豪雨は年平均11.5を数え、うち6.1個がハリケーン

と指定された。テキサスに至っては2008年の「アイク」以来、ハリケーンは上陸しておら

ず、昨年もその一つ下のカテゴリーに当たるトロピカル・ストーム「ビル」が6月にヒュース

トンを直撃したに留った。ハリケーンは、その勢力の大きさもさることながら上陸ルートが

よりポイントになる。向こう5ヶ月間は油断することなく、緊急連絡網の確認、停電や断水

等への日ごろからの備えが肝要となる。 

④経済概況として、石油ガスはナイジェリアの産油量が20年ぶりの低水準となったこと

やカナダ森林火災でオイルサンド生産が落ちている影響があいまって、直近原油価格

は40ドル台後半で推移している。しかしながら、油価持ち直しの要因の一つは米国の

減産であり、米リグカウントは8週間連続で減少、いまだ底打ち感がない。本年に入っ

て既に20の石油会社がチャプター11を申請しており、日系企業においても取引先の信

用状況に一層の注意が必要となっている。因みに毎年5月初旬に行われるオフショア・

テクノロジー・コンフェレンス、”OTC”の入場者数は、今年68,000人と昨年の95,000人を

大きく割り込み、業界の現状を象徴するかたちとなっている。 

⑤他方、ハリス・カウンティの人口は今やルイジアナ州一州に匹敵する450万人規模に

伸張しており、これを支えるのは過去5年間のヒューストン経済の成長において52%を

占める非エネルギー産業である。世界の原油需給ギャップもようやく減少し始めてお

り、EIAは今年後半には供給過剰高が日量130万バレルから20万バレルまで大幅縮小

するとの見通しを発表した。月曜日に発表された米国消費者物価指数も0.4%増と2013

年2月以来の伸びを示し、米国景気の底堅い成長に繋がっていくのか注目されるとこ

ろである。 

⑥先月、愛知県の大村県知事ご一行がテキサス州をご訪問され、アボット州知事との

間で「友好交流および相互協力に関する覚書」を締結された。愛知県企業によるテキ

サス州内での経済活動は、米国本社を州内に移転されたトヨタ社や三菱重工社など活

発化の様相を呈しており、覚書の締結により両地域の更なる交流と発展が期待され

る。         

２．総領事館連絡 （天野哲郎 総領事） 

①本年のゴールデン・ウィークには、中山前外務副大臣一行の太平洋戦争博物館

（於：フレデリックスバーグ）視察に続き、「日米知的交流・共同研究プログラム（富士山

会合）」訪米団のメンバー（国会議員４名、民間関係者、大学関係者を含む）が北テキ

サスを訪問し，第４３代ブッシュ元大統領表敬、ロッキード社及びベル・ヘリコプター社

視察等を行った。日本側のテキサス州への関心が高まるにつれて、今後、要人の訪問

が増えることが予想されるので、当地で御活躍されている日系企業の皆様方には引き

続き御支援・御協力をお願いしたい。 

②G7伊勢志摩サミットが5月26日・27日に開催される。5月16日から29日までの間は「特

別警戒期間」に指定し警備を強化しているところ、当地の在留邦人の皆様におかれて

も、従来以上に安全に注意するようお願いしたい。具体的には、最新の治安情勢等に

つき情報入手に努めて頂くとともに、改めて危機管理意識を持つよう努めて頂ければ

幸いである。総領事館としても、緊急時には出来る限り事前に必要な情報を発信して

いけるよう皆様と密接な協力関係を築きていく所存であり、何か問題がある場合には、

気軽に総領事館に御連絡頂ければ幸いである。 

③来年は、ヒューストン市・千葉市の姉妹都市提携が45周年を迎える。また、秋篠宮殿

下の御臨席を得て開催されたハーマンパークの日本庭園開園式典からも25周年とな

る。この節目の年に色々な日本関連行事が開催されることになると思われるので、当地

における日米交流の更なる発展に資するよう皆様方のご協力を得て盛り上げたいと

思っているので宜しくお願いしたい。 

④5月21日午後7時より、日本人会主催、日本商工会、日米協会、日系人会が後援す

る熊本復興支援チャリティーコンサートが開催され、クラリノット奏者の佐々木麻衣子さ

んとピアニストの平田真希子さんが出演される。集められた募金は、総領事館経由で

被災地への寄付として送金される予定となっている。御都合の付く方には是非御出席

頂ければ幸いである。 

３.幹事報告 （木村健洋 幹事）  

＊教育委員長の交代・任命について 

 会長代理の薙野第一副会長の任命により、6月1日付けで増田徹氏（Mitsubishi 

International Corporation）が増田裕一現教育委員長（Mitsui & Co. (USA), Inc.）に代

わり、新教育委員長として就任することとなった。 

４．第2回宇宙セミナー開催案内 （木村 健洋 幹事: 久留靖史 対外交流特命理事

代理） 

 6 月 11 日午後 1:15 より、日本語補習校において油井亀美也宇宙飛行士を講師と

してお迎えし、「142 日間の国際宇宙ステーション滞在で感じた“地球の大切さ・国際

協力の大切さ”」と題してセミナーを開催する。今回のセミナーは、小学 4 年生以上の

児童･生徒、商工会会員、補習校の保護者を対象としている。近日中に事務局より開

催案内をメール配信するので、ぜひご参加いただきたい。 

５．正団体会員の新規入会申請について 【承認事項】 （木村健洋 幹事）  

 定款第二条第二項に従い、下記の正団体会員一社の入会申請を全会一致で承

認した。 

＊TonenGeneral Americas L.L.C.  

申請者・代表者： 城川 隆司 （しろかわ たかし）氏 

６.委員会・部会関連事項 

①広報委員会 (佐藤大地 広報委員長) 

＊商工会ロゴ最終選考について  

 2017年に創立50周年を迎える当会の節目を記念して商工会のロゴを今年1～3月

にかけて募集し、5件の応募があった。3月のガルフ編集委員会において応募規定に

沿う3候補の中から事前選考を行ない、最終候補として2点のデザイン案が残った。

当委員会では、出席者とご欠席の本多会長の票を入れた多数決により最終選定が

行われ、デザイン案１が選ばれた。尚、今回選ばれたデザインは、8月の常任委員会

にて追認を得た上で商標登録し、次年度より当会の正式なロゴとして使用を開始す

る予定である。 

②企画・調査委員会 （黒川淳二 企画・調査委員長） 

＊4月の定期講演会開催結果報告 

 4月20日United Way of Greater Houston において常任委員会後、「米国政治の意

思決定プロセスと大統領選の展望」講演会が開催され、54名にご参加いただいた。

今回の講演会では、ワシントンDCより米州住友商事会社ワシントン事務所長の堂ノ

脇伸氏をお招きし、「米国政治」に焦点を当てて、米国政治の意思決定プロセスと大

統領選の展望についてお話いただいた。尚、8月27日は、今年度最後の定期講演会

が予定されており、テーマと講師については只今検討中である。ご意見・ご提案があ

られる方はぜひご連絡いただきたい。 

③文化委員会 （山下俊二郎  副会長兼文化委員長） 

＊商工会・日本人会共催ピクニック関連報告 

 悪天候の影響により、5月15日（日）に開催予定であったピクニックは、会場側より開

催不可の連絡が入り、急遽中止となった。今年度中に日程を変更して開催するか完

全中止とするかを検討した結果、数団体が独自でピクニックをすでに開催しているこ

と、他のイベントを考慮に入れて新たに日程を確保することが困難であること等を主

な理由として、完全中止とすることに決定した。尚、ラッフル抽選会については、賞味

期限のある食品類が賞品に含まれているため、今月中に三水会センターにて本抽

選を行い、賞品の受け渡しを行う。また、収支報告としては、中止に伴い会場や業者

から支払い額の大半を返金される目途がついたことから、約7,000ドルの黒字となる

見込みである。よって、その剰余金のうち3,000ドルを本抽選への賞品追加に使うこと

によってラッフル券購入者へ還元し、残金を寄付等に使うことを次回の理事委員会

にて検討することとなった。 

④教育委員会（増田裕一 教育委員長） 

＊補習校関連報告 

 6月1日より増田徹新委員長と交代するにあたり、生徒数の増加に伴う教員数の確

保や安全の完備等、補習校が面している課題の解決に向けて引継ぎを行っていく予

定である。 

⑤生活・情報委員会（大内裕子 生活・情報委員長） 

＊古本市開催結果報告 

 5月7日（土）午前10時から正午まで三水会センター会議室に於いて古本市を開催

し、大変盛況であった。売り上げは802ドル、寄付金は40ドルで、合計842ドルの収益

があり、従来通りその収益を児童書の購入に充てる予定。今回も「絵本読み聞かせ

会」のメンバーが中心になり、高校生も含む数名のボランティアが加わって事前準備

から当日の運営までご奉仕くださった。運営に関わった皆様、古本の提供にご協力く

ださった皆様、ご参加下さった皆様に深く感謝申し上げる。 

７．事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

＊会員消息 

 本日現在の会員数は、名誉会員 9名、正個人会員 710名 （正団体会員数108

社）、 準会員 37名で、総会員数は756 名である。    

初めての海外赴任。「家族でアメリカ留学だ」

と軽い気持ちでヒューストンに来て約3年が過ぎ

ました。子供達（2人）は学校は勿論、各自好き

なスポーツに日々大忙し。そして私は子供達の

運転手としてテキサス中を走り回っています。

駐在妻の中で総走行距離は1・2位を争うので

は？ 

娘（高2）は現地校と補習校でソフトボールを

しています。現地校のチームメイトは小さい頃

からチームに入ってプレーしていて、体格も娘

の2倍（言い過ぎかな?）くらいあります。体力・

技術は足元に

も 及 び ま せ

ん。し か し、

チームメイトは

皆 と て も 優 し

く、新 参 者 の

娘を温かく迎

えてくれ、楽し

く 練 習・試 合

やチームの行

事に参加して

い ま す。親 は

強制ではないのですが、ボランティアとして球

場のスナックスタンドの売り子や試合終了後の

球場掃除に参加します。掃除は（無言で出来る

ので）積極的に参加。しかし売り子は大変で

す。注文が聞き取れず何回も聞き直し、申し訳

ない気持ちになる時もしばしばです。思春期を

迎え難しい年頃の女子は父親との会話が少な

いご家庭が多いのではないでしょうか？我が家は主人が

補習校ソフトボールのコーチをさせて頂いているお陰で

親子の会話が！試合近くになると父娘で近くの公園で

練習したり、仲良くスポーツ店やバッティングセンターに

行く姿も見られます。子供が思春期を迎え会話に苦しん

でいるお父さん、お子さんとご一緒に補習校ソフトボー

ルに参加してみませんか？会話の糸口が見つかるかも

しれませんよ！ 

息子（中2）は日本で6歳からアイスホッケーをしていま

す。彼はホッケーの本場でプレーできると大喜び。こちら

のチームは誰でも入れるハウスリーグと、毎年あるトライ

アウトを勝ちぬかないと入れないトラベルリーグがありま

第141回  

宮内 由美子 さん 

す。運よく息子はトラベルリーグのチームに

入っています。シーズンは8月中旬～3月初

旬。息子のチームは毎年、他州への遠征が

3回程とレギュラーゲームが約20試合。試合

の為に月1～2回ダラスに出かけます。こちら

に来て3カ月も経たないうちにダラスでの初

の試合。しかも主人の出張と重なり、まだア

メリカの免許を取得していない私だけではダ

ラスまでの運転は無理。その事を友達に告

げるとダラスまで乗せていってくれることにな

りました。車中（往復約8時間）、友達のママ

はゆっくり話してくれるもののほぼ理解出来

ず、私には苦痛の旅でした。息子は…持ち

前の好奇心と社交性を発揮し、輪の中にガ

ンガン入って楽しそう!?英語できないのにな

ぜ?息子のたくましさ（図々しさ?）に驚かされ

ました。異国の地で全く英語ができない私た

ち家族を温かく迎えてくれたコーチやチー

ムメイト、家族の方々には感謝してもしきれま

せん。3シーズン目が終了した今、私の英語

力はあまり上達していませんが、ダラスまで

の運転は余裕で出来るようになりました

（笑）。 

私達家族は子供のスポーツを通じて多く

の方と出会うことができ、とても貴重な経験を

させて頂いています。残りの赴任生活、この

経験を大切に日々楽しんでいきたいと思っ

ています。 

 5月15日に予定されていた日本商工会･日本人会共催のピ

クニックが前夜の大雨の影響でピクニック会場が使用不可と

なり、残念ながら中止となりました。今年の日本商工会･日本

人会共催のピクニックは史上最高の1200名以上の参加を見

込んでいました。 

 しか～し！日本人会は諦めず、急遽場所を変えて参加出

来る方に集合頂きピクニック・BBQを決行しました。参加者の

中にはピクニック・BBQを楽しみにされていた95歳の方から

6ヶ月の子供さんも居られ、合計で約50名。前日から準備した

最高級リブアイステーキや特製ニンニク・ネギ塩チキン、日本

風つくね・焼きそば、具がたくさん入った特製トン汁などを全

員で楽しみました。またジャパンフェスティバルで好評だった

クリームパン・アンパンも皆さんに配られました。会場では子

供たちがフットボール、野球を楽しみ、初めて参加された方は

ヒューストン在住のオペラ歌手・お医者さんを囲み歓談され大

いに盛り上がりました。恒例のたこ焼きと綿菓子もスタンバイし

ていたのですが、短時間での開催と他の大量の料理で悔しく

も出番は無く、材料は今後のイベントに活用する予定です。 

 また、当日も午後から雷雨の予報でしたが、雲の動きを見な

がら片付けを行い、終了と同時に降り始めました。短時間でし

たが日本人会の最高のチームワークで調理も片付けもスムー

ズにおこなわれ、参加者の皆様も喜ばれていました。 

 最後になりましたが、ボランティア・参加者の皆様のご協力

のおかげで、今年のピクニック・BBQも成功裏に終了しまし

た。特に食材の買出しや前日から料理の準備をして頂いた多

くのボランティアの方々に感謝申し上げます。今後も日本人

会として更に楽しくワクワクするようなイベントを企画し実施し

ていきますので、会員の皆様のご協力、ご参画をお願い申し

上げます。 

（日本人会会長、武智真二；幹事長、八木謙一） 
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  ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

７...こどもの日・ピーカン・古本市 

８...ヒューストンのレジェンド 

９...課外活動（ゴルフ）・法律の話 

１０...テキサスメディカル最前線 

１１...日本人会ピクニック・駐妻日記 

１２...知っとん・Walker・編集後記 

４...部会長挨拶・休館日告知 

５...ハリケーン対策 

６...IT 

１...抽選会・テキサス会 

２...商工会理事委員会議事録 

３...会員消息・会社紹介 

編  集  後  記 

  5月も雨の多い月でした。毎年、お天気を心配されながらも無事に開

催されていたピクニックですが、今年は会場の状態が良くないため中止

になる中、急遽、場所を確保してBBQを楽しまれた方々もおられたとの

こと。また、予定していた「ラッフル」の方は、5月19日に三水会センター

での抽選会となったとのことです。ピクニック、BBQ、ラッフル抽選会とご

準備された皆さまは、本当に大変だったと思います。ご尽力の皆さま、

ありがとうございました。 

  さて、今号のガルフストリームは、ピクニックラッフル抽選会・テキサス会

「総領事杯」報告の1面2本立て、商工会議事録、会社紹介、特命理事・

部会長挨拶、図書館の休館期間のお知らせ、今年も始まるハリケーン

シーズンに備えた対策の紹介、IT記事では「eDiscovery」と題して電子

情報取り扱いの注意点、今年第6回目を迎えたテキサス・チルドレンズ・

ホスピタルでの「こどもの日」の報告記事、ピーカンキッズ活動予定、5月

7日開催の古本市の報告、「ヒューストンのレジェンド・課外活動・法律の

話」の各テーマが「ゴルフ」とそろい踏み、テキサスメディカルでの身近

に役立つ傷の手当、日本人会のピクニック（ＢＢＱ）報告、駐妻日記、

ヒューストン知っとん、Houston Walkerなどになります。 

  期せずして、今号は一部ゴルフ特集の様相を呈した内容となっており

ます。また、ピーカンキッズや図書館の案内にある通り、ヒューストンの子

供たちには、日本より早い夏休みの季節がそろそろ始まります。皆様に

とって、良い夏の始まりとなりますように。今後とも、「ガルフストリーム」を

宜しくお願い申し上げます。 
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■Star Spangled Salute at Cynthia Woods Mitchell Pavilion, The Woodland on 

July 3: The Houston Symphony continues its annual celebration. Festivities include 
fireworks accompanied by a dramatic 16-cannon salute.  
https://www.woodlandscenter.org/events-performing-arts/star-spangled-salute  
 

■Freedom over Texas at  Eleanor Tinsley Park  Houston will set the stage for 

an extraordinary patriotic celebration at Mayor Sylvester Turner’s official Fourth 
of July event, Freedom Over Texas The general admission is $5 per person through 
– midnight May 31, 2016. From June 1, 2016 – midnight July 3, the cost is $8 per 
person. Children 5 and under are always free. Tickets may be purchased on-line 
prior to the event. On July 4, tickets will be $10 online and at the gate admission 
booths.  
http://www.houstontx.gov/july4/faq.html 
 

■Red, Hot, and Blue Festival at Woodlands Town Center on July 4th.  The fire 

work starts at 6pm to 10pm.  The festivities kick off at 9:00 am with a parade fea-
turing clowns, horses and fire engines, and end at dusk with a 20 minute fireworks 
show. http://www.4thofjuly.org/events/red-hot-a-blue 

 
■Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus at Reliant Stadium on July 14-

31 2016:  Master clown Bello and his hilarious antics, plus Asian elephants, acro-
bats, Arabian horses and much more will delight audiences. See the detail at http://
reliantpark.com/events/family-events/ringling-bros-barnum-bailey-circus-1 
 

■Houston World Series of  Dog Shows@ NRG Center  Held in Houston, Tex-

as on July 20-24, the Houston World Series of Dog Shows consists of a series of 

canine events that take place over the course of several days. Admission is $12. 

http://houstondogshows.com/ 

今年度の日本商工会･日本人会共催ピクニックは、前夜からの大雨のため

会場からキャンセルの連絡が入り、残念ながら中止となりました。本来であれ

ばピクニックの大盛況を報告差し上げることが出来ればよかったのですが、

今回は別日に開催されたラッフル抽選会の模様をお伝え致します。 

 今年度のラッフル前売券は昨年以上の売上げを記録し、さらに今年はトッ

プ賞の日本往復航空券が2口となり例年以上に豪華な抽選会となりました。

ラッフルをご購入頂いた皆様には商工会へ足を運んで頂き、賞品受け取りと

いう形となりましたが、トップ賞を獲得された方々だけでなく、他の賞品を獲得

された方々も皆一様に喜んで頂けたようで大変安堵致しました。 

 この度のピクニックは雨天により中止となってしまったものの、このような華

やかなラッフル抽選会を開催できたことは、偏にご寄付を頂いた方々からの

ご支援と運営にご協力頂いた幹事会者様ならびに商工会の皆様のおかげと

存じます。この場をお借りし、ご協力頂いた関係者様皆様に厚く御礼申し上

げます。 

 現段階では来年のピクニック開催日が決定しておりませんが、来年こそは

開催できると信じております。ヒューストンのお天道様に今からお祈りしておき

ます。 

 

      東京ガスアメリカ ピクニック担当一同 

 去る5月22日（日）、第554回テキサス会「総領事杯」がヒューストン北東のOakhurst Golf Club

で開催され、総勢48名が参加されました。当日の朝は曇りで少し雨も降りましたが、天候は

徐々に回復し後半は快晴の中でプレーすることができました。前大会と同様に今回もダブルペ

リア方式で行なわれました。 

 今回大会では、TEIKOKU USA INCの大下尚さんがバーディー3つを取られて、グロス84、

ネット70.8で「総合」及び「男子」の2部門でみごと初優勝されました。「ヒューストンに赴任2年

半、以来本格的にゴルフに取り組んできて、今回総領事杯で優勝できた事は光栄。次回のコ

ンペも続けて優勝を目指したい。」とのコメントを頂きました。また女性の部では4名が参加さ

れ、TOHO TITANIUM AMERICA CO.の彦坂邦子さんが、グロス100、ネット76.0で今回初優

勝されました。昨年参加された際には最下位だった彦坂さん、「ゴルフ場の会員にもなり、この1

年一生懸命練習に励んだ。今回練習の成果が出て本当に嬉しい。」とのコメントを頂きました。

またCASTEAM AMERICA LPの肥田佳大さんが77で回られベスグロに輝かれました。皆様、

大変におめでとうございます。 

 今回も、商工会会員各社様、日本人会の皆様、日系スーパー、レストラン様など多数の方々

より、沢山のご寄付を頂きましたことを厚く御礼申し上げます。また今回、ヒューストンに１月より

ご赴任された天野総領事にもプレーにご参加して頂き、表彰式でのご挨拶と優勝トロフィーの

贈呈を頂きました。次回の第555回テキサス会は暑さも和らぎかける初秋を予定しておりますの

で、引き続き多くの方にご参加頂けますよう宜しくお願い致します。 

                           機械・電子部会 幹事一同 

豪華賞品の数々！！（今年はピクニックが中止になったため 

商工会からも追加で賞品を提供させていただきました） 
抽選会 

当選者（ANA賞） 当選者（UNITED賞） 

当選者（商工会会長賞） 当選者（日本人会会長賞） 

天野総領事と大下様 

彦坂様 

肥田様 

http://www.visithoustontexas.com/includes/events/Houston-Symphony-s-Star-Spangled-Salute/19571/419/
http://www.visithoustontexas.com/listings/Cynthia-Woods-Mitchell-Pavilion-The/20419/0/
https://www.woodlandscenter.org/events-performing-arts/star-spangled-salute
http://houston.about.com/od/eventsfestivals/a/Red-Hot-And-Blue.htm
http://www.4thofjuly.org/events/red-hot-a-blue
http://www.visithoustontexas.com/includes/events/Ringling-Bros-Barnum-Bailey-Circus/19426/419/
http://reliantpark.com/events/family-events/ringling-bros-barnum-bailey-circus-1
http://reliantpark.com/events/family-events/ringling-bros-barnum-bailey-circus-1
http://houstondogshows.com/
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