
 

記事の訂正 

 

本号 1面「商工会・補習校事務局／三水会センター図書館移転」の記事の内容について、

移転先工事スケジュールの変更により、引っ越し日並びに業務再開日に変更がありました。下

記のとおり訂正を致します。 

 

（誤） 

「7月 25日、26日に引っ越し、8月 4日から新オフィスでの業務再開を予定しています。」 

 

（正） 

「引っ越し並びに新オフィスでの業務再開は 8月を予定しております。詳細な日程はメール

にてお知らせします。」 
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商工会・補習校事務局/三水会センター図書館移転 

 2018年8月に商工会・

補習校事務局、及び三

水会センター図書館が

入居するオフィスのリー

ス期間が満了するため

オフィスを移転することと

な り、7月25日、26日 に

引越し、8月4日から新オ

フィスでの業務再開を予

定しています。 

移転先は、旧所在地より約1マイル南下した場所に位置し、補

習校から車で約14分、向かいには郵便局、近くには日系スー

パーやラーメン店があり、利用者にとっても利便性の高い場所に

なっております。 

近年の商工会会員及び補習校児童・生徒の増加に伴い、事

務局部分の拡張が必要なことから新オフィスは、旧オフィスの約

1.4倍の面積となっております。新たに先生方と補習校パート職員

住所はS. Dairy Ashfordですが、

駐車場入口はWhittington Driveに面

しております。また、隣接するビルが

同じ住所となっておりますので、ご注

意ください。新オフィスは「Ashford 

Crossing Ⅱ」（6階建て）の1階です。 

オフィスが入居するビルの正面 

（手前がWhittington Dr.） 

のためのワークルームを設置し、快適かつ効率的に業

務を行える環境を整備しました。また、会議室はセミナー

やテレビ会議など多目的に活用できるように配慮しまし

た。図書館スペースも従来より大きめに確保して、よりく

つろいだ雰囲気で本を閲覧いただけるようになっており

ます。 

開館時間は、従来通りですが、土曜日は、ビルの後方

出入口のみ利用可能となっておりますので、お越しの際

は、ご注意ください。また、電話番号とメールアドレスは

変更ございません。 

 新住所：Ashford Crossing Ⅱ, 1880 S. Dairy Ashford, 
 Suite 110, Houston, TX 77077 

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

 開館時間：火曜～金曜  9:30am～12:00pm 

1:00pm～5:00pm 

土曜 9:00am～12:00pm 1:00pm～5:00pm 

（文責：商工会事務局） 
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Actus Consulting Group, Inc.   

ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

山田 明宏さん 
Midwest – South Regional Account Manager 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

 弊社Actus Consulting Group, Inc. は2002年より在米日系企業のお客

様を中心に、人材の紹介・派遣をメインとした人材サービスを展開して

おります。今年2018年からは人材紹介サービスに加え、人事アウトソー

シングサービスを開始し、人事・採用に関わる様々なリクエストにお応え

できる体制が整いました。 

 ニューヨーク、デトロイト、シカゴ、テキサス（ダラス）の拠点を中心に、

多様なバックグラウンドを持った人材のご紹介と派遣、ハンドブックや

ジョブディスクリプションの作成代行、労働法などのアップデイト、日々の

人事業務のサポートを致します。ヒューストンでも各種サービスを提供さ

せて頂いております。 
 

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。 

 仕事柄かもしれませんが…、ヒューストンの一番の印象は、産業構造

がハッキリとしていることです。ご想像に難くなく、もちろんオイル産業が

中心となる訳ですが、米国の他地域に比べて求められる人材の専門性

が高いです。ニューヨークでは金融やサービス産業、シカゴ・デトロイト

では工作機械や自動車関連の産業など各地域で特色はありますが、

ヒューストン程、過去の経験や必要なスキルが明確な地域は珍しいよう

に思います。 

 その他の印象としては、何から何まで大きいことです。これまでカリ

フォルニア州・アリゾナ州に在住し、出張でもイリノイ州やテネシー州を

中心とした中西部・南部の地域を訪れておりますが、モンスタートラック

とも呼べそうな程の大型の改造車を見たのも、戦車の輸送を見たのも

テキサスが初めてでした。。また、大食漢の私にとっては、食事の量が

多いという点もテキサスが好きな理由です。こんな広大な土地で巨大な

ものに囲まれていれば、住んでいる方が大らかになるのも妙に納得して

しまいます。サザン・ホスピタリティーをテキサス州内の様々な場所で感

じることができるのも、この点が一因なのかもしれませんね。 

  

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。 

 筋トレが趣味です。総合格闘技（MMA）の練習を日本で数年間して

おりましたが、生活環境の変化もあり、渡米してからは、ほとんどできて

おりませんでした。生活も落ち着き、練習開始の目途が立ちましたが、

体の大きな方々と練習したらケガをしてしまいそうなので…、格闘技用

の筋トレを行い、細々と練習再開の準備を進めております。格闘技全

般好きですので、初心者でも入れるような道場などありましたら、是非、

教えて頂きたいです。    

右から2番目が筆者 

会員限定 
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同時にプロジェクトへ参加する、コミュニティーパートナーにとっても、建築家、

都市計画実務者など専門家の知識と経験を吸収するよい機会となっています。 
 

今回、JBAHの支援を受けてCDRCが取り組んでいる第五回目のCCDIプログ

ラムは、『Floods』というテーマで、Hurricane Harveyの影響を受けたコミュニティー

に焦点を当てた特別なプロジェクトになっています。Hurricane Harveyの影響が

最 も 大 き か っ た4つ の コ ミ ュ ニ テ ィ ー(East Houston、Kashmere Gardens、

Edgebrook、Eastex Jensen)を対象として、住民主導の包括的なコミュニティー設計

を通してよりレジリエントな街づくり、つまりハリケーンのような自然災害に見舞わ

れても回復力の備わったコミュニティー設計の実現を支援することを目指していま

す。そのため、通常のCCDIプログラムのスコープに加えて災害への備え、対応、

そして復旧も視野に入れることになり、上記の4つのツールや戦略に関する報告

に加え (1) Neighborhood Action Projects、(2) Neighborhood Resiliency Tools、(3) 

Neighborhood Resiliency Plansが含まれます。 

実際、スプリング・セメスターの学生達の課題は『Knowing』と『Visioning』。街を

よりレジリエントにするための戦略やプロセス検討のために、写真、絵、データ、地

図などの情報を活用した実態調査を実施。今回のCCDIの対象となるコミュニ

ティーの背景、状況、歴史、人口動態などを理解し、コミュニティーの特徴とコミュ

ニティーにとって何が大切なのか明確にすることに努めました。 
 

そして、5月3日、大学の後期を締めくくる中間報告会が行われました。この会

には学生たちのほかに、オリバー学部長、担当のロジャーズ准教授をはじめ、コ

ミュニティーを代表するリーダー、都市計画市当局スタッフなどが同席していまし

た。学生たちは、ハリケーン・ハービーにより被害を受けた3つのコミュニティーに

ついて収集したデータを分析し、『Visioning(ビジョニング)』と呼ばれる課題のもと

に各地域性を生かすとともにレジリエンシーの備わった街づくりの戦略的未来構

想をやや緊張した面持ちで発表しました。プレゼン後の質疑応答では、経験豊か

なコミュニティーパートナーがかつて自分が建築学部の学生であった頃の話を共

有して学生たちを激励したり、都市開発のプロには思いつかない学生ならではの

型破りな発想の大切さを伝えたり、市当局スタッフが厳しくも温かく実践的な質問

やアドバイスをする場面もありました。この報告会を通して、10年後にヒューストン

の都市計画をプロとして担っていく人材を大学だけではなくコミュニティーに関わ

る人々が一緒になって育成しているという現場に立ち会うことができ、JBAHがこ

のプロジェクトを支援する一パートナーとして貴重な地域貢献をしていることを実

感することができました。 
 

住民の基本的ニーズ、レジリエンシー、サステイナビリティーのための街づくり

に、コミュニティー設計がかつて無いほど重要視されている中、日本人コミュニ

ティーとヒューストン・コミュニティーを繋ぐJBAHにとって、ヒューストンをコミュニ

ティーの視点で支援するUniversity of HoustonのCCDIプログラムは、50周年記念

活動として、非常に意義あるものだと確信しています。このプログラムへの取り組

みは2019年の夏頃まで続き、最終的な報告会が開催される予定です。ご興味の

ある方は、ぜひ次回の報告会にご出席ください。 

（文責：ガルフストリーム編集委員 後藤理成 ) 

（Sumitomo Corporation of Americas） 

JBAHでは設立50周年記念活動の一環として、地元ヒューストンへ貢献するために、昨年11月に

University of Houston建築学部に属するコミュニティー設計リソースセンター (Community Design Resource 

Center、 略してCDRC) の企画する都市計画プロジェクトへ2年にわたり計10万ドルの寄付をすることになりま

した。コミュニティー設計とはあまり耳慣れない表現ですが、地域住民(コミュニティー)参加による都市計画を

意味し、近年注目されているアプローチです。今回、その最初の報告となる中間報告会が開催されましたの

で、その様子をご紹介します。 

 

まずCDRCについて簡単にご紹介すると、2005年に同大学の建築学部内の

一機関として設立されて以来、40以上のコミュニティー関連の非営利団体とパー

トナーシップを組んで30ものコミュニティー設計プロジェクトを実施しており、その

功績は当地だけではなく全米においても評価されています。ディレクターは、

スーザン・ロジャーズ准教授で、彼女はターナー市長より任命されたエクィティ対

策本部顧問の一員としても活躍しています。そして、今回、JBAHから寄付を実

施することになった都市計画プロジェクトは、同センターの企画するCollaborative 

Community Design Initiative (CCDI)というプログラムの第五回目の取り組みにな

ります。 
 

CCDIの歴史は2008年に遡ります。このプログラムでは、学生とコミュニティー

だけでなく、多様な分野における団体、組織、機関のリーダーや専門家が連携

し、当地のコミュニティーが抱えている様々な課題に官民協働で取り組んでいま

す。これまで、ヒューストンで20の地域コミュニティーが参加するCCDIプログラム

が下記の各テーマに沿って4回実施されました。（下記地図参照） 

 第一回『Corridors』：旧商業地区の再開発 

 第二回『Islands』：郊外の隔離地の利用 

 第三回『Hearts』：コミュニティーと健康の関係 

 第四回『Zones』：格差問題とコミュニティーによる住民生活に必要な基本的

ニーズの提供 
  

CCDIプログラムは、このように多様なコミュニティー関係者のコラボレーション

により、革新的で柔軟な都市設計プロセスを実現することを

目指しています。各CCDIプログラムへの取り組みには最低

18ヶ月の期間を要し、学生たちはロジャーズ准教授の指導の

下、4つのコミュニティー関係者（コミュニティーパートナー）と

それぞれの地域の課題を共有し、リサーチ、データ分析を実

施します。そして、最終的には各テーマに参加する4つのコ

ミュニティーに次のコミュニティー都市設計に役立つツールと

なるプロジェクト結果を無償で提供します。 

(1) コミュニティーについての状況分析 

(2) 地元政治家、パートナーや資金提供者に対しての結果

報告 

(3) プロジェクト実現のための専門家へのアクセス 

(4) 最終結果報告書 

5回実施されたCCDI プログラムは、各テーマに沿ってヒューストンの4つ

のコミュニティーを対象としている（赤は、JBAHが支援するテーマと参加

コミュニティ―）。  

パトリシア・オリバー学部長（前列左端）、スーザン・ロジャーズ准教授（前列左から5人目）、

小林浩子JBAH事務局長（前列右から3人目）  

学生たちによるプレゼンテーション 



  皆さん、石油や天然ガス開発のニュースなどで、「シェール・オイル」とか

「シェール・ガス」という言葉をお聞きになったことがあるのではないでしょう

か。2000年を少しすぎた頃から米国では「シェール」からの天然ガス、石油

生産 が活発に行われはじめ、石油や天然ガスの価格等への影響も現れ、

一連のことは「シェール革命」ともいわれています。このような近年の米

国 におけるシェール開発の特徴とその実際の生産状況を2回に分けて、

ご紹介したいと思います。第一回目の今回は、シェールやその開発とはど

ういうものか、今までの石油、天然ガス開発との違いを見てみます。 

 

（シェール開発の特徴) 

 まず、シェールというのは、日本語では頁岩(けつがん)といい、主に泥等

が堆積し、その堆積面に沿って層状になった岩石で、比較的割れやすい

性質を持っています(図１)。岩石の中でもプランクトンや藻類などの有機物

に富むものは、温度や圧力などの一定の条件を受ける中で、石油や天然

ガスがその中で作られます。この岩石を石油や天然ガスの源という意味で

「根源岩（こんげんがん）」と呼び、また、条件に達し石油や天然ガスを生

成するようになったことを「熟成（じゅくせい）した」といいます。シェールの

中でもこのように有機物が多く根源岩となるものがあり、熟成したものから

石油や天然ガスを生産することや生産された石油や天然ガスを「シェール

開発」、「シェール・オイル」とか「シェール・ガス」などと呼んでいます。 

シェールのような根源岩は、泥を主とした細かいものからできているので、

主な石油や天然ガスの生産層である砂岩などに比べると石油や天然ガス

の入る隙間が小さく、動きにくいことから、これまで、直接、石油や天然ガス

を生産する対象とはあまりなっていませんでした。それが近年の技術の進

展により、このようなシェールからも経済性のある形で石油や天然ガスが生

産できるようになってきたのです。従来の技術で生産できなかった資源を

「非在来型資源（ひざいらいがたしげん：Unconventional resources)」、また

は、「非在来型」といいますが、シェールもその一つです。 

 一方、「在来型(Conventional)」といわれる従来からの石油や天然ガス資

源は、根源岩から長い時間をかけて浸みだしてきた石油や天然ガスが比

較的動きやすい砂岩等に移動して集まり貯まったところから、生産します。

この在来型の石油や天然ガスは、地下に集積しており圧力も高く、集積場

所を掘りあてることができれば、圧力の低い地上に自然と出てくる（自噴）
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図１ 図３ 

図４ 

ので、比較的容易に生産することができます。図２は、在来型石油天然ガ

ス（左）とシェールオイル・ガス（右）の生産対象の違いを表したものです。 

 また、非在来型であるシェールと在来型では、生産の様子でも違いがあり

ます。在来型プロジェクトの生産では、広いエリアから石油や天然ガスが集

積するため、シェールに比較すると狭い鉱区からの生産となり、生産性のよ

いものでは生産井（せいさんせい）1本からの生産量が日量、数千から1万

バーレル以上（１バーレルは約159リットル）と比較的多く生産性がよいで

す。そして、その生産量の推移も生産開始からある程度の量があり、徐々

に増えて最も生産量の多い時期を一定程度経たのち徐々に減少していき

ます。この間、数十年などと比較的長く生産が続きます。一方、シェールか

らの生産は、生産開始直後は坑井（こうせい）1本あたり日量数百から数千

バーレルとよいものでも在来型よりは少ない傾向があり、生産量の推移でも

開始から1年後には半分程度となり、その後、徐々に減っていきます。この

ため、全体の生産量を維持するためにシェール・プロジェクトでは時に数千

の坑井が必要になるなど近年の在来型の石油、天然ガスの開発に比べる

とより多くの坑井、広い鉱区が必要になる傾向にあります(図３参照)。 

 次に、このようなシェールから石油や天然ガスが生産できるようになった

技術の進展を見てみましょう。大きく分けると二つあり、一つは、水圧破砕

(フラクチャリング)といって、シェール層に人工的に割れ目を作り、岩石中

の石油や天然ガスを動きやすくして生産する技術です。 地下のシェール

層に、水をプロパントと呼ばれる割れ目が閉じないようにするための砂等と

一緒に高圧で送り、岩石を破砕して人工的な割れ目を作ります。一度圧入

された水等が地表に戻った後、動きやすくなった石油や天然ガスが生産さ

れます。また、もう一つ進展したのは、水平に穴を掘る(水平掘削)技術で

す。 泥は通常水平方向に広く堆積することからシェール層の多くは水平方

向に分布します。シェール層に効率的に多くの割れ目を作るには、一本の

坑井がシェール層の中を長く掘り進む水平掘削技術が必要です。しかし、

地表から垂直に掘った穴を、コントロールして地下数百から数千mで曲げ

て水平にし、対象のシェール層を外れないように掘り進むには、掘削機器

やセンサーの発達など多くの技術課題を解決する必要がありました。これ

らの技術進展により、現在では数kmに及ぶ長い水平井（すいへいせい）を

掘ることができるようになっています。図４は、水圧破砕法によるシェール・

ガスの採掘までを示したもので、水平坑井の掘削から、水圧破砕、水の排

出(フローバック)、ガスの生産までを模式的に表したものです。この水平井

を長く的確に掘る技術と効率的な水圧破砕で生産性のよい割れ目を作る

技術の進展が近年求められている低コストのシェール開発を支えていま

す。 

 以上シェール開発の特徴について、述べてきました。第二回目は、米国

シェールからの生産状況について、ご紹介したいと思います。 
 

（文責：ガルフストリーム編集委員 佐藤大地（JOGMEC））  

図2 

米国のシェール開発   （その１） 
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オハヨーゴザイマス！！ 
わたしが所属している「Kaminari Taiko」の練習

は、必ずこの挨拶から始まります。 
Kaminari Taikoは、ヒューストンを拠点として活

動し、今年で創立23年の和太鼓グループです。

メンバーはそれぞれの技量・経験などによって、

Beginner・Apprentice・Performerと3段階のレベル

に分けられており、わたしは現在Apprenticeとして

このグループで活動しています。練習はCypress
にある望月文化会館にて、Beginnerは週1回、

ApprenticeとPerformerはそれぞれ週2回行ってお

り、Apprentice以上になると本格的に本番のス

テージにのることができます。Kaminari Taikoは

ヒューストン・ジャパンフェスティバルをはじめ、多

数のヒューストン市内の公共イベントや学校から

の依頼演奏に参加している他、これまでにサンフ

ランシスコ、ラスベガス、アルバカーキー、ジャック

ソン、フェニックス、および20ヶ所以上の街で演奏

を披露してきました。 
もともと和太鼓は全

くの未経験だったわ

たしですが、日本に

住んでいた時は吹奏

楽で打楽器を演奏し

ていたので、「ヒュー

ストンでも何か楽器を

演奏したいな…。」と

思 っ て い た と こ ろ、

ジャパンフェスティバ

ルでのKaminari Tai-
koのパフォーマンスを目にし、入団を決意しまし

た。打楽器の経験のおかげでリズムを学ぶことには

あまり苦労はなかったものの、吹奏楽と違い和太鼓

は全身をフルに使って演奏するので、最初は体力

が追いつかずにすぐにへばってしまっていました。

今でもたびたび筋肉痛には悩まされますが、徐々

に疲れに勝る楽しみを感じながら演奏できるように

なってきました。音楽をしながら運動も

できて、一石二鳥です。 
和太鼓グループというと、「メンバー

はほとんど日本人」と思う方もいらっしゃ

るかもしれませんが、実際はその逆。現

在パフォーマンスメンバーの中だと、日

本人はなんとわたし1人です。英語が決

して流暢でないわたしは、みんなの会

話のスピードについていけないこともし

ばしば…。それでも、メンバーの皆さん

和太鼓

はとても優しく、みんな気さくに話しかけてきて

くれます。日本について質問を受けることもよ

くあるのですが、改めて質問されると自分でも

よく分かっていないことも多く、自分自身「日

本」を改めて知るいい機会にもなっています。

たまに自分よりも詳しく日本のことを説明でき

るメンバーもいて、とても驚くと同時に、それぐ

らい日本に興味を持ってくれていることに嬉し

さを感じます。 
大好きな音楽で、運動も現地の人々との交

流もできるKaminari Taikoの活動は、わたしに

とって最高の趣味です。これからも自分自身

も楽しみつつ、和太鼓の演奏を多くのアメリカ

の人々に届けられたらと思います。 
最後に、Beginnerクラスは毎週日曜日の朝

9時～10時15分まで行っています。ご興味の

ある方はぜひお気軽にお越しください♪（詳し

くはこちらまで http://www.ilovetaiko.org/） 
（文責：五十木希実）  

テキサスでキャンプを楽しめる場所。

お 勧 め はテキ サス 州立 公 園（Texas 
State Parks）で す。「Dinosaur Valley 
State Park」でキャンプ体験したので、

ご紹介します。 
州立公園は日帰り利用ができ、場所

によってテントやキャンピングカー、ロッ

ジなどで宿泊できるところもあります。

ホ ー ム ペ ー ジ（https://tpwd.texas.gov/
state-parks/）では、場所やその公園で

ど ん な 遊 び（自 転 車、釣 り、山 歩 き、

ボートなど）ができるかを事前に調べら

れますし、キャンプサイトのオンライン

予約もできて便利です。 
Dinosaur Valley State ParkはDallas-

Fort Worthの南西Glen Roseにあり、1億年以上前の恐竜の足跡化石が

川底で見られ、また川泳ぎもできる公園です。公園入口には事務所があ

り、キャンプ泊の方は事務所内で手続きをします。キャンプサイトは設備

がほとんどない所や、水・電気付きで車やキャンピングカーを停められる

所などもあります。私が利用したのは川にも近く、焚火場所とランタンを

つるすポール（サイト番号付き）が立っているほかは木と芝生だけの、隣

のサイトも見えない配置のサイト。水場やト

イレ、駐車場からも5分程平らな道を歩く、

静かで気持ちのいい場所でした。夜、星が

よく見え、焚火も楽しめました。写真にある

テントの前方のわっかが焚火場所です。薪

はスーパーやガソリンスタンド売店などで手

に入ります。この公園にはトレッキングルー

トがあり、ハイクや野鳥観察、星空観察、恐

竜足跡化石を見る川歩きなどの各種イベン

トも催されています。夏は水量が少なく、化石も見やすいとのことです。 
他の州立公園でも各種ガイドツアーもあるので、お出かけまえに確

認されてみるとより楽しめるかもしれません。また、公園内の売店は場

所により品揃えも様々なので、初めての場所に

は食料や用具などは事前に準備しておくと安心

です。キャンプ用品は、Academyなどのスポーツ

用品店、Walmartなどの大型スーパー、REIなど

のアウトドア店などで手に入れることができます。

お一人でも、ご家族でも、この夏、テキサスで

キャンプはいかがですか。 
（文責：ガルフストリーム編集委員 佐藤大地）

（JOGMEC） 

～ Dinosaur Valley State Park ～ 

恐竜のモニュメント、後ろの建物は公園内の売店 

公園内の案内板

利用したテントサイト 

川底の恐竜の足跡化石
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 先月号のGulf Stream （Vol 43, No 9, June, 2018）に掲載のJapan 

Festival 25周年記念行事のパネルトークの内容について一部訂正があ

り、お詫び申し上げますとともに、当時の補足説明もさせていただきま

す。なお、情報をご提供くださいました南邦夫ハーマンパーク管理委

員会理事にはこの場をお借りして、御礼を申し上げます。 

 

以下①を以下②に訂正： 

①『91年に秋篠宮殿下と当時の海部総理大臣がヒューストンに来て、

日本庭園の代表的な設計家である中井皓允氏の設計で日本庭園の

工事が開始された』 

②『その後、日本庭園の代表的造園家である中島健氏の関与を得る形

で具体化し、更には、ヒューストンを来訪する機会のあった海部首相

（90年、当時）が「あずまや」の贈呈を確約、秋篠宮殿下（91年）が起工

式にご臨席され、工事が開始された。』 

【Japan Festival 25周年記念パネルディスカッションの訂正と補足のお知らせ】 

補足説明 

・「あずまや」は現在茶室として使用されています。 

・1988年秋に日本庭園の代表的造園家である中島健氏が来訪、建設地を選

定、1989年8月基本設計完成し、同年10月にヒューストン市長が公園建設計

画を公式に発表、1990年3月に中島氏来訪、庭石など資材の選定作業開

始、1991年6月に現場建設作業が開始されました。 

・海部首相は、90年にヒューストンで開催されたG7に出席するため訪米されま

した。 

・ヒューストン市が毎年開催していたInternational Festivalで、91年日本がhost 

countryを務めたことから、秋篠宮殿下は開会式へのご臨席のためもあり、

ヒューストンを来訪されました。 

・中島健氏は、2000年に亡くなられたため、2006年からはじまった改修プロ

ジェクトは、中井皓允氏（2012年没）に参加いただきました。現在も中島氏の

オリジナルデザインを守り、中井氏の改修デザインに従い工事が続けられて

います。  

 皆様、初めまして。昨年1月からOpera in the 

Heights（OH）の芸術監督兼指揮者として務め

ています、磯村英木（いそむら えいき）と申しま

す。生まれ育ちはニューヨークのいわゆる二世

です。小中高を通してニュージャージーの補習

校に毎週通いましたが、時々変な日本語になる

かもしれませんので、あらかじめご了承ください

（笑）。父親は東京カルテットのオリジナルのヴィ

オラ奏者で、いつも音楽が溢れる環境でピアノと声楽を習いました。ミシ

ガン大学のオーケストラの指揮科を卒業してからヒューストンに6年前に

まいりました。Lone Star College-Montgomeryのオーケストラのプログラ

ムを始めるお仕事がきっかけでヒューストンに来ましたが、少しずつ

Houston Grand OperaのHGOcoでピアニスト兼コーチとしても務めさせ

ていただき、3年前OHからお呼びがかかりました。2年間首席指揮者と

して務めたあと、芸術監督に任命され、現在、全演奏の指揮の他、プロ

グラミング、キャスティングの担当もしております。 

Opera in the Heightsは名前の通り、ヒューストン・ハイツ地区（1703 

Heights Blvd.）にあるオペラ劇団でして、毎年4つのオペラをプロデュー

スして今年で22年目になります。今シーズン初めて通常の4つのフルス

ケールのオペラの他にクリスマスのオペラと子供向けのおとぎ話を元と

したオペラも合わせて7つのオペラを上演しました。同じヒューストンにあ

るHouston Grand Operaの弟的な存在と思われがちですが、OHは独特

なミッションを元に活動しております。OHオーケストラはベテランのプロ

ばかりですが、歌手は主に若手のタレントを求めて採用しています。一

流のトレーニングを受けて経験豊富な若いオペラ歌手はアメリカには大

勢いるのですが、なかなか彼らのキャリアが軌道に乗るまでは運とサ

ポートが必要です。そのようなタレントを求め、毎年ニューヨークで500

人以上の応募者から100人程の若手オペラ歌手を呼び、オーディション

を行います。アメリカではOHの様にオーケストラを用い、フルな演出

で、若手歌手に主役を任せる劇団は

意外と少なく、数々の素晴らしいタレ

ントがOHデビューを求めて全国中か

らヒューストンにやってきます。 

OHの肝心な特徴のもう一つは演

奏会場の小ささです。300人しか入ら

ない元教会のチャペルを利用してお

ります。建物も100年近くの石造り、ス

テンドグラス等がそのままにしてあり

まして、普通のオペラ劇場とは全く違

う雰囲気です。会場が小さいのでパフォーマンスが目の前で繰り広げられる臨

場感がバルコニーの最後の列からでも味わえます。もう一つ変わっているのが

オーケストラです。オペラのオーケストラは通常舞台の下に隠れているもので

すが、OHでは舞台の横に丸見えなのです。お客様と同じ様に舞台上のドラマ

を肌で感じながら心を込めて弾くOHオーケストラはお客様からも評論家からも

高い評価を受けています。 

今年9月から始まる次のシーズンも迫力と感動いっぱいのオペラが期待でき

ると思います。9月にはイタリアオペラの巨匠、ドニツェッティが描いたフレンチ

コメディー、La Fille du Régiment。11月にはモーツァルトの傑作、Così fan 

tutte。来年の2月にはタンゴ音楽をコンサート会場に広めた天才、アストール・

ピアッツオーラの最高傑作、María de Buenos Aires。どれもオリジナルの言語

で歌われ、英語翻訳が舞台上のモニターで表示されます。 

来年の4月には特別企画がありまして、ヒューストン在住の日本人コミュニ

ティーに特にご関心があればと思っております。プッチーニの名作「蝶々夫人」

を通常のイタリア語ではなく、日本語と英語を用いた史上初のバイリンガル演

出です。元々のアイデアはロスアンジェルスにあるPacific Opera Projectという

劇団のもので、OHと共同制作することになりました。ロスで初公演を済ませて

からヒューストンで公演が行われます。 

この公演に限りましては若手歌手だけではなく、アメリカと日本で活躍してい

る日本人のベテラン歌手の力をお借りしようと考えております。日本の文化とア

メリカの価値観がイタリア人のプッチーニの目を通して描かれた「蝶々夫人」で

すが、私はアメリカ生まれの日本人として出来る限り両方の文化の本質に基づ

く演出を目指します。それを実現するには出来るだけ多くの日本人歌手をリク

ルートする必要があります。Pacific Opera Projectと力を合わせても出演料や旅

費等はOHが普段費やす額を超える予測ですので、現在プロダクションスポン

サーを求めております。もしJBAHの会員の皆様の中で「蝶々夫人」のスポン

サーをお願いできる方がいらっしゃいましたら誠に幸いです。 

 もしご関心がございましたら、OperaintheHeights.orgまでウェブで、713-861-

5303までお電話（英語）で、あるいは日本語でしたら（713）717-7541又は

eiki@operaintheheights.org までいつでもメッセージをお送りください。  

Opera in the Heights 

磯村英木さん 

Magic Flute （『魔笛』） 

mailto:eiki@operaintheheights.org
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駐妻のヒューストン日記 

第166回 片山玲子さん 

  ヒューストンへ来て4年。振り返っていちばん大き

な出来事は、やはり昨年のハリケーン・ハービー

です。我が家は幸いにも浸水せず、無事にやり過

ごすことができました。日本人の方々でも被害に

遭われ大変な思いをされた方がたくさんいらっ

しゃることは重々承知の上で、今回は私個人の

ハービー体験を綴らせていただきます。 

 ハリケーンがテキサス沿岸へ上陸することが現

実味を帯び始めた頃、報道や街の人の動きが

徐々に慌ただしくなり、漠然とした不安だけが膨ら

みました。そんな時、日頃から親しくしているご近

所の方や友人たちが具体的な対策について情報

を与えてくれました。買い置きすべき物、GPSが使

えなくても避難できるよう経路をあらかじめ確認し

ておくこと、など。あの悪夢のような豪雨の夜もお

向かいの方がテキストで声をかけてくれ、時折

サーチライトで合図を送り合いました。いつ降り止

むかわからないあの雨の中で、こんなやり取りに

どれだけ励まされたことでしょう。そして、胸の高さ

まで冠水した道路に入り排水の流れを確保する

作業を続けてくれたご近所の勇敢な人たちの姿

に心打たれました。 

 幸いなことに家の前の水は翌日すぐに引き、私

の住むクリアレイク地区の日本人で大きな浸水被

害を受けた人はいませんでした。となると、次に必

要なことは生活情報です。どの道路なら通行でき

るか、どのお店が営業を再開したか、今後どんな

ことに気を付けなければならないか、人づてに

様々な情報が入ってきます。しかし、駐在歴が浅

いなどで情報があまり得られず困っている人もい

るのではないかと思い、そのような情報をメール

やLINEで幅広く共有できるような流れを作りまし

た。 

 情報交換が活発になるにつれ、「被害を免れた

自分たちに何かできることはないか」という声が聞

こえ始めました。それは私も全く同じ気持ちです。

しかし、英語に自信がない私がボランティアに参

加しても足手まといになるだけではないだろうか、

寄付をしたいがどこに何を持って行けばいいか分

からないなど、ひとりではなかなか行動への一歩

が踏み出せません。そこで、友人と協力して、普

段から交流のあった地元の人たちに「日本人の

私たちにもできることがあれば情報をください」と

呼びかけ、そこに集まった情報を日本語に訳して

SNSで共有するグループを立ち上げました。 

そうして近隣のチャーチを通じて私たちが携

わった活動は、浸水家財の撤去作業、寄付で集

まった衣類の仕分けや配布、救援物資の食料の

配達、浸水した衣服の洗濯などです。どれもその

都度参加できる人だけが集まり、無理なくできる

範囲で行いました。この活動を通じて被害の状

況を目の当たりにし、そこに暮らしていた人たち

の生活が失われてしまったということを圧倒的な

現実感を伴って感じることができました。同時

に、被災しながらも強く明るく立ち上がろうとす

る人たちの姿も間近に見ることで、私たち自身

もまた励まされました。このような経験の中で触

れた地元の人たちの大きく温かな心と、不安な

中で自分たちにできることを仲間と共に模索し

た日々を生涯忘れることはありません。  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

      

                (右：片山さん) 

 

「どこの大学に行くんだい？」、当方のTexanとの

初会話はこの一言であった。3月1日、新天地に期

待に胸を膨らます齢三十歳（2歳半の息子がおりま

す）の少し前頭部が気になりかけている日本人男

性がジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空

港にてUberの運転手から掛けられた一言だ。当方

は研修生の為、Visaは18ヶ月。人事計画通り、11

月から2月末まで4ヶ月をNYで過ごした後、3月か

らHoustonに赴任し、来年4月末までHoustonに滞

在予定。家族は日本にいるが、会社の皆様、人

懐っこい・明るいTexanに囲まれ、良い日々を過ご

させて頂いている。この度、ガルフストリームへ寄

稿という非常に貴重な機会を頂いたので、赴任体

験という観点と共に、NY・Houstonの違いに関し

て、当方が感じた事も記載させて頂ければと思う。 

まずは何といっても人柄である。NY時代、英会

話の先生(元Texan)から「Houstonに戻りたい。何

て言ったってTexanは人柄が最高よ！」と聞いてい

たが、上述のUberの運転手は当方の返事を待た

ずして、たて続けに質問攻め。その後、当方が

College Studentではなく会社員と説明すると、運転

大丈夫かな？？と思う位の大爆笑をしてくれた。

Texanの明るさは既に皆さん御存知の通りかと思う

が、当方は初日に痛感させて頂いた次第。その

後、大爆笑に包まれた車内を経て無事空港から

住居に到着。住居は異動前に決めており、電気・

ガス・水道・ネット等は初日に契約、問題なく開通

した。家具はIkeaで購入。組み立ては大変であっ

たものの、後輩の助けもあり、無事セットアップは

完了。 

現状、有難い事に、住まいに関しては全く問題

はない。アパートでは当方の客先の方の一人(韓

国の方)が同じアパート・同じ階という事もあり、週

末に限らず、お酒をよくご一緒させて頂いてい

る。また週末にはアパート内でBBQが開催されて

いるが、プールサイドで出会った人懐っこい

Texanから何故か熱烈に誘われている事もあり、

近々参加させて頂く予定。Houstonでの生活にな

くてはならない車に関しては、中古の日本車を購

入。購入の際にもTexanの人柄に触れさせて頂い

た。当方がいいなと思う別の車があったが、販売

員(女性)より、「それはモテないよ。」との苦言あ

り、現在の車を購入。大変気に入っている。なお

同氏とは個人的な連絡は取っていないという点は

念の為、この場をお借りして御説明させて頂きた

い。 

話はかわり、今次研修期間の１つの目標として

ゴルフの上達を掲げているが、Houstonは世界で

も有数のゴルファー天国ではないかと感じてい

る。当方は週末は朝05時に起き、朝一番のTee 

Shotの時間からラウンド。日本とは異なり、近場で

安値でラウンド出来る点、カート乗り入れ可の所

が多く、またスルーの為、11時には帰宅出来ると

いう点が非常に素晴らしい。当方の父はゴルフが

非常に好きであり、週末にスウィング指導を含め

てLineを使いTV電話をする機会が多々あるが、

彼が母を置いて当地に移住しない事を願うばか

り。 

希望と不安の両方を抱え始まったHouston生活

だが、赴任して良かったと思える事が日を追う毎

に増えてきている。１つ目は自分の身の回りの事

が出来るようになった事。家族と離れ、自分が

しなければ誰もしないという環境に置かれた事

で、(当たり前であるが)、掃除洗濯、体型を維

持する為の自炊等、自身で何事も行う習慣が

身に付いた。その中で、当方を「長男」と呼ぶ

妻、育ててきてくれた親の有難みを改めて感じ

ている次第。 

2つ目は民族・人種には何の問題・垣根も無

いと気づかされた点である。日本で生まれ、日

本で育った当方にとって、今次は初めての海

外生活であるが、人間味のあるTexanに囲ま

れ、多くの事を学ばさせて頂いている。商社に

勤めている人間として、人間力の高い人材とな

るべく、米国人の良い点のみを吸収していきた

い。 

残り約1年のHouston生活であるが、皆様の

温かさに包まれ、楽しく過ごさせて頂いている。

本記事をご欄になられた方とゴルフをご一緒さ

せて頂く機会を楽しみにして、当方の寄稿の〆

とさせて頂きたい。 
 

（文責：西垣信利 Sumitomo Corporation of 

Americas） 
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  このページでは医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターにリレー方式でご登場頂き、健康と医療についてお話して頂きます。 

 西本光孝先生から消化器外科がご専門の出口靖記先生にバトンが移りました。 

第165回 

   たかが『もうちょう』、されど『もうちょう』   
 医師 （現MD Anderson Cancer Center博士研究員）  

出口 靖記 

 初めまして。京都か

ら来ました、出口靖記

と申します。日本では

消化器外科医として、

主に食道・胃・大腸の

手術に携わっておりま

した。現在はMD An-

derson Cancer Center

のGastrointestinal 

Medical Oncology（い

わゆる消化管内科）部

門で、大腸がんの基礎

研究をしております。

消化器の癌について

は、諸先輩方がお話されておられますので、今回は『もうちょう』についてお

話させて頂きたいと思います。と思って、バックナンバーを見ておりました

ら、なんと第47回に既に『もうちょう』のはなしがありました! とは言え、ネット

ではバックナンバーを見ることもできませんし、逆算すると約10年前の記事

なので、おさらい?ということで記事

にさせて頂きました。 

 さて『もうちょう』と言いますが、正

確には急性虫垂炎(acute appendi-

citis)と言います。小腸から大腸に

入ったところに盲腸（もうちょう＝正

確な名称としての”もうちょう”）と

いう大腸の一部があり、その先端に

虫垂がぶら下がっております(右

図)。 『もうちょう』 = 急性虫垂炎と

は、この虫垂が炎症を起こして腫れ

上がった病態を指します。はっきりと

した原因は分かっておりませんが、

何らかの原因で虫垂が閉塞をきたすことにより、炎症を起こすと言われてお

ります。原因がはっきりしないので、予防のしようがありません。しかし、便秘

により虫垂の出口に便がたまって閉塞しやすくなる可能性はありますので、

『もうちょう』にとって便秘はあまり良くないと考えられます。 

 症状は一言、腹痛、に尽きます。炎症の程度にもよりますが、とにかく痛

いです。虫垂の場所が右下腹部なので、やはり炎症の場所＝右下腹部が

痛みます。歩くと痛みがひびく、痛くて背中を伸ばして歩けない、というのも

典型的な症状です。しかしながら、初期症状として、みぞおちから臍の周り

の痛みや違和感を感じることも多いようです。ちなみに、学童期の小児に

『もうちょう』は多いですが、小児の場合は自分で正確に症状を訴えられな

かったりして受診や診断が遅れがちですので要注意です。また、妊婦さん

は大きくなった子宮で虫垂が上に押しやられますので、痛みの場所がお腹

の右上の方に来ることもあります。腹痛の症状に加えて、血液検査で炎症

の程度を見たり、腹部超音波（エコー）検査やCT検査で腫れた虫垂を確認

できれば、確定診断がつきます。 

 治療の基本は昔から今も変わらず手術です。炎症の程度が軽ければ、抗

生物質を点滴して炎症を抑え込み、いわゆる『散らす』ということが可能な

場合もあります。しかしながら、抗生物質で『散らす』ことを試みても、炎症を

抑えきれずに結局手術になることもありますし、いったん『散らす』ことができ

ても10~20%の方は１年以内に再発して手術が必要になる、とも言われてお

 次回は耳鼻咽喉科がご専門の高橋秀聡先生です。高橋先生とはソフ

トボールを通じて知り合いました。私がHoustonに来た当初から、子

供の保育園のことなど高橋先生ご夫婦に色々と教えていただいて、大

変お世話になっております。ちょうど我が家の子供たちと年齢も近い

お子さんがいらっしゃって、家族ぐるみで仲良くさせて頂いておりま

す。いつもニコニコ笑顔で、優しく温厚な先生です。  

ります。手術は、昔は右下腹部を数cm～切開して開腹する、というのが一般

的でした。最近はほとんどの場合に腹腔鏡を使って、1cm程度の創をお臍と

左下腹部に2カ所の合計３つ（お臍の創1つだけでやってしまおう、という方

法も(主流ではありませんが)あります）作って、虫垂を切り取る手術を行いま

す(右図)。腹腔鏡で創が目立たないとは言え、お腹に創がつくのと術後の

創の痛みは避けられませんが、手術で一気に炎症が取り除かれますので、

一般的に抗生物質で『散らす』よりも、早く炎症が治まって早く退院ができ

る、と言われております。早ければ翌

日に退院できます。アメリカならむし

ろ翌日に退院させられるでしょう。 

 ちなみに、虫垂は身体に全く必要

のない臓器というわけではなく、また

どんなに単純な手術でも 手術その

ものにも色んな危険性がありますの

で、炎症を起こしてないのに予防的

に虫垂を切除する、ということは基本

的には行いません。例外として、容

易に医療機関を受診できないところに長期に行くような場合（例えばエベレ

ストを目指すような登山家など）は予防切除を考慮する場合があります。な

お、一生のうちに『もうちょう』になる確率はせいぜい1割程度と言われていま

すので、たった1割の可能性を心配して予防切除するよりは、特にアメリカな

ら医療保険にしっかり加入しておくことが肝心でしょう。 

 さて、最後にアメリカで『もうちょう』を経験して大変な目にあった知り合い医

師のお話をさせて頂きます。彼は前日から胃の違和感を感じていました。翌

日、あまりに腹痛がひどいので、やむを得ず救急外来を受診しました。でもこ

の時点で自分では『もうちょう』とは分からなかったそうです。診察を受けて、

痛みの場所が右下腹部に限局していることから、ようやく自分でも『もうちょう』

だと悟ったようです。『もうちょう』の診断がつくと、手術の説明もそこそこに、

「今から準備して手術ですよ」、といきなり言われたそうです。『散らす』という

選択肢は一言も提示されなかったようです。(アメリカでは入院期間が長くな

るような抗生物質での治療は、一般的ではないのかもしれません。) 手術は

腹腔鏡で滞りなく終わったそうですが、問題はその後で起きました。麻酔の

覚めが悪くて、全身麻酔で使っていた呼吸のチューブを抜くことができず、

麻酔がかかったまま集中治療室に入ることになりました。幸い、翌日には

チューブも抜けてすぐに一般病棟に移り、その翌日には退院できたそうで

す。しかし後で請求書が来てびっくり仰天。なんと、10万ドル以上（つまり1千

万円以上!?）も治療費がかかっていたそうです。(注：時間外に救急外来を

受診した事と集中治療室を利用した事が高額になった主な理由と思われま

す。料金は個々の状況や保険により異なります。） 結局は保険でほとんどが

カバーされましたが、日本では考えられないような額ですし、保険がなかった

らと思うとゾッとしますよね。実は私も未だに虫垂を切らずに大事に(?)残して

おりますが、こんな話を聞くと、アメリカで『もうちょう』になっても病院を受診す

るのを躊躇してしまいそうです。がしかし!!! 基本的には何らかの治療をし

ないと『もうちょう』は治りませんし、治療が遅れると虫垂が破れてしまったりし

て、もっと大変なことになりかねません。『もうちょう』かな、と思ったら、やはり

迷わず早めに医療機関を受診するようにしましょう!!! あとは、『もうちょう』に

ならないように祈るばかりですね。 
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第七回 働き方改革の鍵となるＩＣＴ活用   
   最近話題の「働き方改革」についてITの側面からお話ししたいと思いま

す。日本政府は2017年3月に「働き方改革実行計画」をとりまとめました。こ

の背景には、人口減少という構造的な問題に加え、投資不足とイノベーショ

ンの欠如を起因とする労働生産性の低迷と言う事があるということが述べら

れています。 

 

「労働生産性の低迷」を招いている原因 

 

・近代的なICT基盤やソフトウェアの導入と活用が不十分 

・業務が電子メールと書類に依存 

・システム化出来ていない業務はEXCEL等にて各担当者が管理 

 

「働き方改革」を推進するIT施策 

 

・自宅・外出先から業務可能な仕組み 

・情報共有や意思伝達を効率的に出来る仕組み 

・業務フローの改善を促す業務プロセスの電子化 

 

 例として、電子メールは近代のビジネスには無くてはならない存在ですが、

しかしその手軽さからチャット的な会話のやり取りで、短い会話で済む内容を

何十本ものメールのスレッドとなってしまったり、添付書類が実質的なファイ

ル保管場所となったり、メールの運用にはお悩みの会社が多いと思います。 

 

「イノベーション」 

 

 冒頭に「投資不足」とありますが、この意味は金銭的な投資額では無く、近

代的かつ有効なツールを取り入れ、「イノベーション」による生産性向上がさ

れているかという事です。 

 

 以下の図は米国のリサーチ会社、IDC社の発表したデジタル変革に関

する調査データを基に作成しました。計画中（43％）または変革中（25％）

と大多数を占めます。殆どの企業で取り組まれている認識です。しかし、

実際には現場「IT部門とエンドユーザー」の認識と経営層の認識が大きく

ずれているケースもあり、経営層は現実を把握せずクラウドサービスを部

分的に導入して「実現」と認識してしまう事も多いようです。 

 

 我が社はどこに位置するかロードマップを考える事をお勧めします。                                                                                                

    

 次回は「働き方改革」を推進する具体的なツールをご紹介したい

と思います。 

 

どこから取り組むべきかお悩みの場合はお気軽にご相談下さい。 

アメリカ 最新事情 
Information Technology 

筆者：新村 賢 （MultiNet International Inc. 代表 www.multinet-usa.com ）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。お問合せは

メール・電話で  masaru@multinet-usa.com   713-581-8985  

 第561回テキサス会「総領事杯」を下記日程にて開催致しますので、皆様奮って ご参加頂けます様お願い申し上げます。 参加資格は商工会、日本

人会会員に限らず、日本人コミュニティー関係者の方はどなたでもご参加頂けますので、ご家族、ご友人、知人、出張者等ゴルフをなさ る方の幅広い

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

開催日時 ： 2018年9月9日（日）午前8時00 ショットガンスタート＜小雨決行＞  

開催場所 ： Tour 18 Golf Course （https://www.tour18golf.com/ ）  

お問い合わせ先：JX Nippon Oil & Energy (Americas) Inc.  山村（satoru.yamamura@noe.jx-group.us）または田中（kohei.tanaka@noe.jx-group.us） 

■ 第561回テキサス会ゴルフコンペ「総領事杯」 （共催：ヒューストン日本商工会・日本人会） 
9/9 
(日) 

 石油ガス分野に直接携わる方々のみならず当地で事業経営に携わる皆様におかれましてはエネルギー業界の動向については常にウォッチされてい

ることと存じます。今回の講演会では、大手石油会社及びサービス会社で長年にわたり要職を務めたPaul Massih氏、Jed DiPaoloの2名を講師に招き、

石油ガス業界と取り巻く国際情勢および今後の展開について講演頂きます。皆様のご出席をお待ちしております。 
 

日時：2018年8月22日（水）2:00 pm（常任委員会終了後） ～3:30 pm 

会場：United Way of Greater Houston CRC オーディトリアム  （50 Waugh Drive, Houston, TX 77007）     

講師：1. Paul Massih氏：FLUOR、CHEVRON、SHELL、BPにおいてオペレーション、サプライチェーンマネジメント、グローバル集中購買、新事業開

発、プロジェクトマネジメントの要職を３５年に渡り歴任し昨年12月にBPを引退。現在は複数企業の顧問を務める。 

 2. Jed DiPaolo氏：ファイナンシャルアドバイザリー企業DUFF ＆ PHELPSのシニア・アドバイザー。エナジーセクターでの経験は41年に及ぶ。大

手サービスカンパニー、ハリバートンでの26年間のキャリアにおいて様々な役職を歴任、後の副大統領ディック・チェイニー社長時代の右腕として

北米、東南アジア、グローバル事業開発といった部門を統括した。ハリバートンを離れた後、M&Aや十数社の取締役に従事。 

定員：65名  

お申込み及びお問合わせ： 商工会事務局 Tel: (281) 493-1512  Email: sansuikai@jbahouston.org 

■ ビジネスセミナー「石油ガス業界を取り巻く国際情勢と今後の展開」 （主催：ヒューストン日本商工会） 
8/22 
(水) 
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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 

 6月21日の夏至を過ぎ、日は短くなり始め、公園ではトンボ
の群れにも会える時期になりましたが、暑さはこれからが本番
の気配のヒューストンです。一方、熱戦を繰り広げているサッ
カーワールドカップを涼しい部屋で観戦している方もおられる
と思いますが、今号がお手元に届く頃には優勝チームが決
まっていることになりますね。 

 さて、今号のガルフストリームは、「三水会センター（図書

館、商工会及び補習校事務局）移転のお知らせ」、国際宇宙

ステーションに長期滞在された「金井宇宙飛行士帰還」のご

報告を1面に、「商工会議事録」、「会員消息」、「会社紹介」、

商工会50周年記念の寄付先の一つヒューストン大学のプロ

ジェクト「CDRC」のご紹介、「シェール開発（その１）」、「気まま

なフォトアルバム」、「キャンプ体験記」、「課外活動（和太

鼓）」、知っている人は知っているヒューストンの「オペラ」、「日

本庭園の訂正・補足」記事、「駐妻日記」、「Houston赴任体験

記」、「テキサスメディカル」、働き方改革に関連する「アメリカ

IT最新情報」、「ビジネスセミナー」と「テキサス会（総領事杯）」

の告知、「ヒューストン知っとん」、そして、「Houston Walker」になり

ます。 

 在ヒューストン日本総領事館の新総領事も今号発行頃には

ヒューストンにご来訪されている予定とのこと。新総領事のご

挨拶は次号を予定しています。また、最後になりましたが、6

月18日発生の大阪北部地震においては、会員企業関係者は

じめ、被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。 

今月も、「ガルフストリーム」を宜しくお願い申し上げます。 

                   （佐藤大地） 

By 
Kumiko 

No.123 

◇Aug11  

Galveston Sand Crab Houston 5/10K/Kid’s 
Beach Mile @East Beach in Apfel Park  
(1923 Boddeker Drive Galveston, TX 77550) 

真夏の夜空の下、美しいガルベストンビーチ

で開催されるランイベント。スタートは20時な

ので、涼しい夜風に癒されながら爽快な気分

で走れる。バックミュージックが流れる中、ラ

ンナーを眺めながら海辺でビールやリフレッ

シュメントを楽しむのもよし！ 

参加費：$20~$65  
www.runintexas.com/gcrab 
 

◇Aug3~5  

Jurassic Quest @NRG Center Hall C  
(1 NRG Park, Houston, TX 77054) 

親子で楽しめる恐竜アドベンチャー！メイン

の恐竜は超現実的でリアルサイズ。そのほか

にも実物大の恐竜がなんと80種類以上展示

されているから迫力満点。恐竜がいる迷路や

フェイスペイント、クラフトなど、小さい子供も

楽しめるコーナーもたくさんあり。 

入場料：$20~ 
www.nrgpark.com/event-calendar 
 

◇Aug22 

SHAKIRA @Toyota Center  
(1510 Polk St. Houston,TX77002) 

コロンビア出身の世界のミュージックスー

パースター・SHAKIRAのワールドツアー。11

枚目の新アルバム「EL Dorado」は、リリースさ

れてわずか30分で25カ国で１位を獲得したと

いう記録も。 

チケット：$118~  
www.houston-theater.com/theaters/toyota-
center/shakira.php 

◇July 26~28  

The Great Texas Mosquito Festival 
@Clute Parks & Recreation  
(100 Parkview Drive Clute, TX 77531) 

今年で38周年目を迎える夏のファミリー

フェスティバル。アメリカ国内のトップイベ

ントサイトでもヒューストンのTop20イベン

トとして紹介されている。期間中はカーニ

バルやゲーム、コンテスト、レース、ライブ

コンサート、ミニゴルフ、BBQ、出店など

終日FUN満載！土曜日には5Kランとキッズ

向けの600mランも開催。 

入場料：日によって異なる 
www.mosquitofestival.com 

 

◇Aug1~Sep3 

Houston Restaurant Weeks 2018 
@Houston Area 

毎年8月に約1ヶ月間開催されるグルメイ

ベント。ヒューストン内の協賛レストランが

期間限定で特別メニューを提供し、その

収益の一部がHouston Food Bankに寄付

される。昨年は289店舗参加で、有名どこ

ろや高級レストランがリストに名を連ねて

いたから、今年も乞うご期待。通常、ラン

チコース$20、ディナーコース$35〜$45

で提供してくれるとあり、かなりお得に美

食を楽しめるチャンス！ 
www.houstonrestaurantweeks.com 

http://www.runintexas.com/gcrab
https://www.nrgpark.com/event-calendar/
https://www.houston-theater.com/theaters/toyota-center/shakira.php
https://www.houston-theater.com/theaters/toyota-center/shakira.php
http://www.houstonrestaurantweeks.com
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