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February 21-22  Lunar New Year @ Viet 
Hoa Center 8388 W. Sam Houston Parkway 
South Every year the Chinese Community 
Center hosts the premier event in Southwest 
Houston, the Lunar New Year Festival. The 
Lunar New Year Festival is a market place of 
family fun, Chinese cultural awareness, com-
munity outreach, and business promotion. 
http://lunarnewyearhouston.com 
 
February 26-28 World's Championship Bar

-B-Que Contest＠Reliance Center ヒュース

トニアンが大スキなバーベキュー。本場の味

を体験してみませんか？チケット15ドル【大人

13歳以上】子供5ドル【3歳から13歳まで】
http://www.rodeohouston.com/Events/
WorldsChampionshipBarBQue.aspx 
 
March 3-22 Houston Livestock Show and 

Rodeo@ Reliance Center  これを見逃したら

テキサス人から笑われてしまうかもしれな

い！？ ヒューストン始まって以来の大イベン

ト！今年はどんな有名人が来るのでしょう？

一日中カウボーイになってみませんか？？ 

編  集  後  記 
 

 補習校の先生募集中の記事、今月はディ

リー先生に寄稿頂きました。小学校2年生のク

ラスで、週1回の限られた時間に、3年生の社

会科の授業見学、俳句作り、音読劇と、いろ

いろなアイデア授業をしておられるそうです。

また、お子さんの気持ちを瞬間的に感じ取っ

て対応するために、「共感カメラ目線」を意識

しておられるそうです。 

 さて、商工会では、1月22日、ワシントンから

見た米国の政治動向について柳原様にご講

演頂きました。上院の多数派が今後2回は入

れ替わる可能性があること、オバマ大統領の

誕生も共和党の茶会運動派も、背景に米国

の草の根運動があること、オバマ大統領がプ

レス発表に頻繁に出てくること等、ニュースだ

けでは得られない情報を頂きました。その内

容を今月号に掲載しましたので、ご興味のあ

る方は是非ご覧下さい。 

  ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

 1月15日、在ヒューストン日本国総領事公邸にて、新年会が開催されました。ヒュー

ストン日本商工会から、髙杉会長を含め、役員、特命理事、常設委員長・部会長、常

任委員、補習校校長・運営委員会運営委員等多くの会員にご参加いただいたのを

始め、約140名の出席者が新年を祝いました。 

 冒頭、髙岡総領事が、「ここヒューストンを含むテキサス、オクラホマ全体がアメリカ経

済のけん引役として、昨年に引き続き力強い経済成長を続けている。総領事館として

は、日本企業、在留邦人の皆さまがより活発に活動できるよう職務に邁進する所存で

あり、引き続きご協力賜りたい」旨新年の挨拶を述べました。その後、髙杉会長からご

挨拶をいただき、松村グレーターヒューストン日本人会会長のご発声による乾杯が行

われ、2015年の無事安全と各界の益々の発展が祈願されました。 

詳 し く は こ ち ら の サ イ ト ま で。http://

www.rodeohouston.com/Tickets 

その他 

2015年 商工会ソフトボール大会開催のお知らせ 

ジャパンフェスティバル 
 

 第22回Japan Festival は、4月18日（土）10:00-19:00、4月19日（日）10:00-17:00にHermann Parkで開催予定です。

Japan Festivalは、毎年2万人以上の来場者を迎えるヒューストンでも有数の大イベントです。ヒューストン日本商工会

は、本年もキッズ縁日の運営を担当します。毎年商工会の会員、ご家族の皆様にはボランティアとしてご参加いただ

き、大活躍いただいております。本年も、ご参加ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。  

 なお、喘息についての記事を連載頂いている

小川先生からは、新刊「アメリカでお医者さんに

かかるときの本」をご紹介を頂きました。米国の

医療の仕組みを分かりやすく解説しているだけ

でなく、例えば「米国には『人間ドック』は無い」

といった日米の違いに触れた説明もあります。こ

の本は、近日中に三水会センターや領事館に

配架されるそうです。 

 引き続き、ガルフストリームを宜しくお願い申し

上げます。（白木 秀明） 

 今年度の商工会ソフトボール大会も前年度と同様、

ピクニックとは別の日に開催されることが決定しまし

た。この大会はHouston Sportsplexの6面をフルに

使っての一日開催となります。 

 

開催月日：2015年4月5日（日）＜雨天の場合は5月24

日に順延＞   

開催場所：Houston Sportsplex （12631 S. Main St., 

Houston, TX 77085） 

www.houstonsportsplex.com  

 毎年熱戦が繰り広げられるソフトボール大会です。

ご家族やお知り合いとご一緒に観戦・応援を宜しくお

願いします。さて、今年度の大会はどんな試合展開と

なるか乞うご期待！ 

 

 

http://www.rodeohouston.com/Events/WorldsChampionshipBarBQue.aspx
http://www.rodeohouston.com/Events/WorldsChampionshipBarBQue.aspx
http://www.rodeohouston.com/Tickets
http://www.rodeohouston.com/Tickets
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 学生時代には大型自動二輪免許を取得し、ハー

レーダビッドソンにまたがり、寝袋一つで北海道

ツーリングに出かけ、OL時代はバックパッカーでく

るくると世界各地に出向いていた私にとって、駐在

生活は毎日が天国のようです。初めての駐在先は

シンガポール。2010年に当時1歳の息子と入星しま

した。シンガポールは多種多様性のある国。旅行

を趣味とする私は、そんなシンガポールが大好き

でした。 

 駐妻のヒューストン日記  
 

第125回 小柳由紀子さん 

 引越荷物を片付けると、まず大きな地図を購入し

て眺めます。それだけでドキドキワクワクしてしまう

のですが、もちろんそれだけでは収まらず、1歳の

息子を車に乗せ、二人でシンガポール中廻りまし

た。当然国境ウッドランドを超え、マレーシアへもよ

く行きました。旅の情報は現地で仕入れるので、土

地の方とのふれあいや一期一会も大好きです。 

そんなあるとき、アメリカ転勤の話が舞い込みまし

た。地球の裏側テキサス。ウッドランドからウッドラン

ズへ。何かに呼ばれているような気がしまし

た。 

 2013年、初夏のウッドランズは空が抜ける

ように青く、緑が隆々として、水も豊かな美し

い街でした。テキサスというと広大で乾いた

大地、牛とカウボーイくらいしかイメージでき

なかった私は、予想とは大きく異なるこの街

に、たちまち愛着を感じました。また、世界

一家賃の高い都市の高層マンション一室か

ら、家賃補助が半分になったにもかかわら

ず広い庭付きの一軒家へ。短期間で世界

のダイバーシティも経験しました。 

 ウッドランズはヒューストンから30mileほど

北に位置する新興地区。高速道路は日々

拡大され、不動産価格は跳ね上がり、高級

百貨店も進出。外国人率も教育水準も高

く、ポリスも他地域の二倍規模で安心安全。

家の鍵を閉め忘れても、車庫を開けっ放し

に出かけても何も起こりません（笑）。 

 そんなドジの私ですが、新しい土地でまず

手をつけること。そうです、地図を入手し、次

の日から車で走りまくりです。一種の特技で

一度通った道は忘れません。きっと適職は

タクシードライバー？！緑道ばかりのウッド

ランズには多少てこずりましたが、3日目に

はクリア！シンガポールとほぼ同じ大きさ、

端 か ら 端 ま で30分 で 制 覇。そ し て 次 に

は…、そうです。アメリカ全土の大きな地図

を買い、うっとり眺めます。小さい子供と二人

で出かけるのは、無茶だ、危険だとの反対

をおしきり、アメリカ入国二ヵ月後にラスベガ

ス往復3000mile（約4800km）の旅を決行し
 

ました。行きも帰りも一週間ずつ、一日300 mileを心

がけ、天気と息子の様子、自分の体力を見計らいな

がら、その日その日に宿をとりました。東京-大阪間

を毎日走っているようなものなので、気力体力は超

重要。行きはI10をずっと走ります。刻々と変化する

天候、どこまでも続く広い大地、走っても走っても地

平線に消えていく道、目の前に広がる美しい神々し

い景色に包まれ、家族に友人に感謝しながら、神に

も感謝の祈りを捧げるような気持ちで運転しました。

こんな経験は二度とできないし、今を存分に生きて

いる実感をかみしめながら。帰りは別ルートで、セド

ナや化石の森国立公園、UFO Museumなどに寄り

道をしながら帰りました。 

 無事ウッドランドに戻ったときには、もう二度とロン

 

グドライブはしたくないと思いました。それなのに、昨

年11月にはトロントで1000mile、12月にはフロリダ往

復3000mile。いい加減走りすぎではないでしょうか。

アメリカはとにかく車が安い！ガソリンが安い！地球

環境のためには二酸化炭素排出量が気になります

が、遠慮なく車の運転ができます。駐妻は駐在が決

まったその瞬間からカウントダウンが始まります。後

悔しないためにも、テキサス生活を思う存分味わ

い、楽しみたいと思っています。  

By 
Kumiko 

No.83 

開催日時： 2015年1月21日（水）13:00～13:50 

開催場所： United Way of Greater Houston  Community Resource  
       Center Auditorium 

出 席 者： 名誉会長、名誉会員1名、常任委員35名、正会員3名、 

       事務局長 

司    会： 金子公亮幹事 

 

１．商工会会長挨拶 （髙杉禎会長） 

ヒューストン経済が好調な様子は、失業率、就業者数、人口、車の販売

数等、色々な経済指標に表れている。昨年10月以降に見られる原油価

格の急激な低下はアメリカだけでなく全世界にプラスの影響をもたらし

ているものの、エネルギー産業が中心のヒューストンにおいては懸念材

料ともなっており、今後の動きに引き続き注目していきたい。一方、商工

会も組織として急速に成長しており、リーマンショック後2012年までは総

会員数は400名台であったのが、2013年10月時点では520名、本日時

点では663名となっている。過去2年間において会員数は1.5倍に増加

し、団体会員数は100社に達した。このように組織が成長していくに伴

い、地域へのつながりや社会への貢献をさらに意識し、積極的に当地

における存在感を高めていきたいと考えている。今年の干支は未（羊）

で、羊はおとなしい印象があるが、「羊」という漢字に「羽」を付け加える

と「飛翔」の「翔」という字になる。どんな厳しい環境下においても、この

「翔」の気持ちで今年も取り組んでいきたい。会員の皆様には益々のご

支援ご協力をお願い申し上げる。 

２．総領事館連絡 （岩田慎也領事） 

①1月20日、「イスラム国」を称するテロ組織がインターネット上でシリア

で行方不明となっていた邦人とみられる人物2名の殺害を予告する動

画を配信した。今回の事案により、邦人がテロや誘拐のターゲットとなり

うることが改めて明らかになったと考えており、ヒューストン在住の邦人

の皆様方におかれても、より一層危機管理意識を持って頂くとともに適

切な安全対策を講じられるよう注意喚起させて頂きたい。また、当館で

は近日中に関係者の方に参加頂いて、安全対策連絡協議会を開催す

る予定である。 

②1月15日、公邸にて新年祝賀会を開催し、140名の方々にお越し頂

いた。ご参加頂いた皆様には、この場をお借りして御礼申し上げる。 

③今月末よりヒューストンのホロコースト博物館にて「我慢の芸術」展示

が開催されるにあたり、 本日の委員会にて、ズニガ同博物館事務局長

より同展示会等についてご説明頂くことになっている。 

３．2015年ジャパンフェスティバル関連 （鈴木一副会長） 

2015年4月18日（土）10:00-19:00と19日（日）10:00-17:00に ハ ー マ ン

パークに於いてフェスティバルが開催される予定。商工会は従来通り

「キッズ縁日」を担当する。会員企業の皆様には、寄付やボランティアに

ご協力頂きたい。詳細に関しては、後日決定次第、会員の皆様にメー

ルにて連絡する。今回、フェスティバルを主催する日米協会ではJustin 

Cooper氏を代表とする独立した非営利団体運営組織を設立し、プロの

イベントコーディネーターによる段取りやリスクマネージメントを行うこと

になっている。 

４．幹事報告 （金子公亮幹事） 

＊黒川淳二企画調査委員長選任について  

中溝丘企画調査委員長ご帰任のため、12月1日付で常任委員が後任

者の黒川淳二氏へ交代となった。これに伴い定款5条第3項に基づい

て、2014年11月20日の理事委員会にて黒川淳二氏が髙杉会長より新

企画調査委員長の任命を受けたことをここに報告する。 

５．会計報告 【承認事項】 （加藤信之会計幹事） 

＊Insurance Expense 予算額増額の件  

2014年9月時点で入手していた事務局長のInsuranceの暫定見積（月額

保険料1,625ドル）に基づいて、当初予算を25,000ドルとしていた。しか

し、11月に入手した最終見積では月額保険料1,832ドルとなり、期初予

算比2,500ドルの増加となることが判明したため、修正予算として27,500

ドルに増額することが昨年12月の理事委員会にて承認された。また、本

会では当該理事委員会の承認が過半数の票をもって追認された。 

６．委員会・部会報告 

①スポーツ委員会（金子公亮幹事： 薙野太一副会長兼スポーツ委員長代

理） 

＊2015年商工会ソフトボール大会関連 

既に事務局よりご案内が出状されている通り、他の行事の日程も確認した結

果、開催日は4月5日（日）、予備日を5月24日（日）と決定した。試合会場は、

例年通りSportsplexとなる。前回の委員会で仮予定としてご案内した予備日

（5月10日）は、ピクニックと重なっていた為、上記に変更した。表彰式には、

総領事のご予定も確認済みでご出席していただける予定である。 

＊第551回テキサス会「総領事杯」関連 

総領事のご都合を確認の上、開催日を4月26日（日）と確定した。今後、幹事

主担当の平田様（Japex社）より事務局を通して詳細のご案内を申し上げる予

定。参加呼びかけの他、賞品用の寄付のご協力もよろしくお願いしたい。 

②文化委員会 （藤井一彦文化委員長） 

＊商工会・日本人会共催ピクニック関連報告 

5月10日（土）Gordon Ranchにてピクニック開催が予定されているが、同会場

が改修工事中のため、工事がピクニック開催予定日までに終了しない場合

は会場の変更を検討する可能性がある。今年担当のピクニック幹事会社

は、新名簿の59番（Mitsubishi Corporation Americas）から82番（Sojitz Ener-

gy Venture, Inc.）までとなる。 2月下旬に第一回幹事会を予定しており、スケ

ジュール等詳細は追って連絡する。 

③企画調査委員会 （黒川淳二企画調査委員長）  

＊「米国中間選挙と今後の米国政治の行方」講演会開催案内 

本日、常任委員会終了後、午後2時15分より3時45分まで同会場にて講演会

が開催される。講師として、柳原恒彦氏（北米三菱商事上級副社長ワシント

ン事務所所長）をお迎えしている。事前にお申込みされていない方も、委員

会に引き続きぜひご参加いただきたい。 

７．事務局連絡 （小林浩子事務局長） 

①2014-2015版 商工会会員名簿関連報告 

新名簿は、昨年12月中旬に会員各位へ発送済み。万が一、受け取られてい

ない場合、記載内容に修正が必要な場合は、事務局までご連絡頂きたい。

また、追加の名簿が必要な場合も、事務局にて随時注文を受け付けてい

る。 

②会員消息 

本日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員622名（正団体会員数100

社）、準会員数32名で、総会員数は663名となっている。詳細については、

別項「会員消息」欄参照。今後の会員情報のアップデイトに関しては、先月

常任委員と関係者各位にお送りしたエクセルフォームにご記入の上、メール

にてご連絡頂きたい。正個人会員数が8名以上いる企業には、すでに名簿

に記載されているデータを入力済みのエクセルシートを送付してあるので、

そのフォームをご利用頂きたい。 

８．ホロコースト博物館連絡事項 （Kelly J. Zuniga事務局長） 

＊「我慢の芸術」展示及び杉原千畝氏を表彰する晩餐会について 

2015年1月29日から9月15日まで「我慢の芸術（The Art of Gaman）」の展示

会を開催する。この展示会は、第二次世界大戦中、1942年から1946年まで

日系アメリカ人が強制収容所の厳しい環境下で制作した美術工芸品を展示

するものである。また、4月30日には、Lyndon B. Johnson Moral Courage 

Award晩餐会が開催され、受賞者の一人として故杉原千畝氏が表彰される

ことになっており、ご遺族が本賞を受賞される予定である。これらの両イベン

トに関して、ご支援と寄付をぜひご検討頂きたい。 

＊髙岡総領事からの補足 

本件は戦後70周年であり、この機会に先の大戦で起こったこと、及びその後

の70年間にアメリカにおいてマイノリティーである日系アメリカ人とユダヤ人

が協力してきたことを想起するのは時宜に適ったことと思われる。また、安倍

総理が丁度昨日までイスラエルを訪問したところであり、日イスラエル関係も

今後強化されるものと思われるところ、そのような観点からも米国ユダヤ人社

会との協力は有意義であろう。 
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 2015年1月17日、恒例のヒューストン日本語補習校新年

もちつき大会が開催されました。新年にもちをつくのは、つ

いたもちをお供え物として捧げるためであり、つまり鏡もち

を作るという説と、正月の家事を楽にするため保存食にな

るもちを作るという説もあります。うんちくはさておき、もちつ

き大会は、早朝に職員室に運営委員と応援の方々が集合

し、手分けしてもちつきの道 

具、もち米60kg、配膳道具などを厨房に運ぶことから始ま

りました。9時からの幼稚園児のもちつきに間に合うように、

カフェテリアではPTAのお母さん方を中心に、試食用の

テーブルや補助用の４機の全自動もちつき機などの設置

に大忙しです。厨房では、前日に浸しておいたもち米をト

レーにひき、次々と蒸し器に投入していきました。9時前に

宇宙飛行士の若田さんと、もちつき担当の保護者ボラン

ティアの方々が到着し、つき手と返し手に分かれ、2台の臼

でもちつきが開始されました。 

 9時になると、先生に引率された幼稚園児が元気よく、興

味深げな顔でやって来ました。お父さん達の指導のもと、

体ぐらいの大きさの杵を「ヨイショ、ヨイショ」と振り下ろし、も

ちつきを体験しました。笑顔の子や神妙な表情の子もい

て、子供達の周りにはシャッターチャンスを狙っている保護

者が見受けられました。できあがったもちは、PTAの担当

者がすぐにカフェテリアの試食コーナーに持ち運び、待機

しているお母さん方ボランティアによって瞬く間に、きなこ、

あんこ、のり醤油のおもち3種を完成させていきます。つき

ヒューストン補習校 

 

餅つき大会 

たてのおもちを食べている子供達の笑顔は最高で、大変満足そうです。続いて小学生

の部が始まり、15分ピッチで各学年が入れ替わる様相となってきました。最初は、蒸した

もち米が硬くて、おはぎのようなもちになりましたが、徐々に蒸時間と蒸し器に投入する

最適なトレー数の相関関係を把握す

ることにより、より良い蒸し具合のもち

米を、つき担当に提供することが可

能となりました。 

 小学生が終わり、次は中高生の出

番です。力があるせいか、もちをつく

音が軽快になっていき、ペースがど

んどん上がっていきます。臼に投入

するもち米量を2倍にして、用意した

もち米を全て使い切るよう配慮しま

す。高校生となると大人顔負けの力

強さでもちがつかれます。ボランティ

アのお父さん達も声をかけ合ってリズ

ムよくもちを仕上げていきます。終盤

で2台ある蒸し器のうち1台が故障し

たり、蒸しあがったもち米を保温して

いる最中に焦げるハプニングが発生

しましたが、12時半前にはもちつき大

会が無事終了しました。参加者全

員、思い思いに楽しめたもちつき大

会となりました。 

 もち米をはじめ、たくさんの食材を

ご提供頂いた日販大道の荻原様、多

数の杵を手入れくださった望月様、

運営に携わって頂いたPTA役員、ご

父兄ボランティアの方々など、大会の

準備運営にご協力頂きました皆様に

厚く御礼申し上げます。 

         （補習校運営委員会） 
 

Q  A  ＋ 

ヒューストン 

日本語補習校 

教員 

募集中 

 今年で43年を迎えるヒューストン日

本語補習校では、今後児童生徒の

増加が見込まれるため、現在教員を

募集中です。  

  そこで第1回は、補習校としてどの

様な方に教員になっていただきたい

かを、山崎校長先生にお聞きしまし

た。第2回からは、現場の教員の方

に登場していただき、職場としての

補習校について、教員の立場からの

体験や思いをお伝えしてまいりま

す。  

  これを読んで、ひとりでも多くの魅

力ある先生が仲間に加わってくださ

れば幸いです。第4回目となる今回

は、デイリー裕子先生 にお聞きしま

した。  

ても刺激になったのでこの企画は、次年度も続

けましょうという言葉をいただいたことに手ごたえ

を感じました。 

 季節ごとに、俳句、詩に挑戦させています。小

学2年生で、俳句を作れるのかと思われるかもし

れませんが、「五・七・五」のリズムに合わせて短

い文作りをしてみましょうというと、指をおりなが

ら、言葉探しをして意外と楽しいことのようです。 

Q. 補習校での、教員としてのやりがいや喜びを

感じた経験を教えてください。 

A. 今年は、「音読劇」を試みました。週1回の補

習校ですので、できる範囲で工夫してやってみ

ようと思いました。何よりも子供達がやる気満々

でした。ある程度場面設定をすると、子供達は、

知恵をしぼりながら劇の世界を自分たちで作りあ

げていきます。 

 結果は、大成功でした。 

 「先生、またやろう！」、作文には「音読劇が、

こんなに面白いものとは知らなかった。」という感

想がありました。子供達からもらった「新しい発

見」であり、喜びを感じました。 

Q. 補習校で大変だったことを教えてください。

また、それをどのようにして乗り越えましたか？ 

A. 子供との向き合い方です。 

 子供達と接する中で、いつもとちょっと表情が

違う、行動が違うと感じることがあります。頭で判

断するよりも、子供の気持ちを瞬間的に感じ、受

け入れ対応するということはとても難しいもので

す。そのためには、その日の子供一人一人の様

子をよく見て、「共感カメラ目線」でいられる感受

性を磨かなけばならないと強く思いました。 

 共感カメラ目線で見ることを意識して、子供の

心を感じとる、声かけをすることで、子供に寄り添

うことができます。 

Q. これから応募される方へのメッセージをお願

いいたします。 

A. 教えるとなると、敷居が高いものですね。子

供達は、いろいろなことを発信してきます。それ

を受けとめた時、次々とアイデアが浮かんできま

す。教えるという壁をはらい、互いに学び合おう

という環境であれば、活気ある教室が生まれ、楽

しい授業ができ、やりがいのある教員生活になる

ことと思います。 

デイリー裕子 先生 

勤務年数： 1年8ヶ月  

ビザの種類：グリーンカード 

Q. 補習校に勤められたきっ

かけはどのようなことですか？ 

A. 人材派遣先の面接で、担

当の方から「あなたは、補習校

の先生に適任だと思います。」

と言われ、ポンと背中を押され

たように家路に帰ったことを覚

えています。それまで行ってき

た、現地の子供達に、茶道や

華道を通して微力ながらも日

本の文化を紹介する活動の中

で、なんらかの形で人と関わる

仕事をしたいと思い教員の応

募をしました。 

Q. どのような教員になりたいと思っていますか？ 

A. その場に応じた“ほめ言葉”のできる先生です。 

 私たち大人は、子どもの心がうれしくなるような言葉かけ

を、積極的に、しかも子どもの心に届くように投げかけている

でしょうか。“ほめる”、“うれしくなるような言葉”を届けること

で、子供達は、笑顔で生き生きとし、自信を持ち成績も伸び

ていきます。  

 子供ひとりひとりのよさを知り、褒め、そのよさを発揮できる

ように導いてゆきたいものです。 

Q. 現在、何を教えていらっしゃいますか？ 

A. 小学2年生、国語、算数、合科です。 

 補習校は、「生活科」や「音楽」を設けていませんので、合

科の時間に、季節ごとの日本の行事について・リコーダー・

読み聞かせ・ノート指導などを行っています。 

Q. 補習校で勤務を始めて、期待どおりだったことと意外

だったことは何ですか？ 

A. 昨年2月、進級前に先輩3年生の「社会科」の授業の見

学を企画しました。3年生から社会科の学習が始まるので、

どのような授業か見せておきたかったのです。まさに、“百聞

は一見にしかず”でした。3年生の先生からは、3年生にとっ

ヒューストン日米協会 

Japanese Language Program 

日本語インストラクター説明会を行います 

 「日本語教師はどういう仕事なのか」「教えるのに資格は必要なのか」「日本語

を教えることは難しいのか」「英語が話せなくても日本語を教えられるのか」など、皆

さまの疑問にお答えいたします。 

 日本語インストラクターにご興味がある方は、是非ご参加ください。 

 

日 時：   3月10日（火）午前10時半〜12時 

会 場：   The Japan-America Society of Houston 

                4543 Post Oak Place Dr., Suite 220 Houston, TX 77027 
               Telephone: (713) 963-0121 

申し込み：   日本語プログラムコーディネーター 吉田yyoshida@jas-hou.orgまで  

        Emailにてお申し込みください。   

 

会員消息会員消息  ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞  

★よろしく！～新規入会です  
●正個人会員入会 

・Chubu Electric Power Company USA Inc.          南川 博*  

・Kuraray America, Inc.                                 藤純市（美智子） 

・Mitsubishi Corporation (Americas)             小原康平 

・Toshiba International Corp.                    澤野正幸（由衣子） 

 *先月号の誤植を訂正しお詫び申し上げます。 

●配偶者登録 

・Mitsubishi Corporation (Americas)           前田真里/小宮康子        

・Mitsubishi International Corporation           岩元恵利佳        

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

●正個人会員退会 

・INPEX CORPORATION           米林英治 

・Marubeni America Corporation      伊藤優（呉尚真）/山口聖矢 

・Toshiba International Corp.          岡田吉弘（高子） 

・Yokogawa Corp. of America        山田裕（昇子） 

●名簿修正   ～ 誤植を訂正しお詫び申し上げます  

・Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc.   釘宮智樹  （正）T.Kugimiya@mitsui.com 

■お悔やみ申し上げます  
・Nissan Chemical America Corporation    堀賢一様ご令室 優子様 *  

1月20日（日本時間） ご逝去 

*優子様は、生前ショーイングジャパンの活動でご活躍くださいました。 

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


第１２４回 
 

勃起障害は生活習慣病の一つ？   

Gulf    Stream 4 Gulf    Stream 9 

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

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の中井克也先生から泌尿器科がご専門の竹内尚史先生にバトンが移りました。 

 皆様、初めまして。M.D. Anderson Cancer Centerで膀胱癌の研究をして

おります竹内尚史と申します。日本では、泌尿器科専門医、がん治療認定

医として、日常診療に携わっておりました。これまでのBack numberですで

に泌尿器科領域については数多くの記事が掲載されており今回は男性に

とっては身近でありながら、あまりその実態を知られていない勃起障害

（Erectile Dysfunction、 ED）のお話をさせていただきます。 

 EDとは、勃起がまったく起こらないケースに限らず、硬さが不十分、勃起

状態が維持出来ないなど、満足な性交が行えるだけの勃起が得られない

状態全般を指します。つまり「ときどき元気がない」という場合も含め、本人

が勃起に満足を得られない場合もEDとして治療の対象になります。 

 EDの原因には大きく心因性と器質性に分けられますが、意外な事実で

すが実は器質性の原因の主なもののひとつは血管の障害であり、最もか

かりやすい生活習慣病という面を持っています。生活習慣病というと糖尿

病、高血圧症、心筋梗塞、高脂血症、脳梗塞といったものがあがりますが

これらは病気は体内の一酸化窒素（NO）が減少し動脈が硬化する病気で

す。心臓の動脈が硬化すれば心筋梗塞となり、脳の動脈が硬化すれば脳

梗塞となります。同様に陰茎の動脈が硬化することによって起こる病気が

EDです。心筋梗塞を引き起こす動脈の太さが3～4mm、脳梗塞を引き起こ

す動脈の太さが5～7mmであるのに対してEDを引き起こす動脈の太さは1

～2mm程度です。つまり動脈硬化による症状は最初にもっとも細くデリ

ケートな陰茎の血管の変調つまりEDとなって現れてきます。これらは脳卒

中や高血圧の患者の多くはEDを患っていることが極めて多く、その後に循

環器疾患や脳血管病変が多く発生しているという報告に合致しています。 
 

EDのメカニズム 

 勃起の状態は一種の充血です。陰茎の筋肉と血管が緩まり拡張しそこに

血液が流れ込みます。その際に血管を緩める役割を果たすのがNOです。

NOの分泌量が減少すると十分に拡張できなかったり長時間維持できなく

なったりします。そのNOは血管内皮から分泌されます。血管内皮が障害さ

れると血管内からNO生産が減少し、動脈硬化が起こりEDへとつながりま

す。 

 

EDの原因となるストレスの正体 

 EDの原因となる2つのストレスがあります。ひとつは仕事の悩みやプレッ

シャーなどの我々がストレスといって想像し易い心因性ストレスです。心因

性ストレスが交感神経を活性化させると持続的な興奮や緊張をもたらし、

勃起しにくい状態となりEDの原因になります。もうひとつのストレスの正

体は酸化ストレス(後述)です。 
 

メタボリック症候群とED 

 内臓脂肪が原因で脂質異常や糖尿病を引き起こすことをメタボリック症

候群といいますが、この病気もまたEDと大きく関わっています。内臓脂

肪は活性酸素を産生し活性酸素は体内の抗酸化物質で消去されます

が、活性酸素の量が多すぎて分解しきれないと体内に残ります。この状

態を酸化ストレスと呼びます。酸化ストレスの高い状態では血管や神経、

筋肉を損傷し、血管を損傷すると生活習慣病の原因となります。内臓脂

肪が過剰な活性酸素を産生し、酸化ストレスが高まり、血管の機能が損

なわれ、勃起しにくくなる。それがメタボリック症候群とEDの関係です。 

 

うつ病とED 

 うつ病もまたEDと大きなかかわりがあります。うつ病の原因も2つのストレ

スであります。心因性ストレスにより交感神経が活性化され緊張状態が続

くとうつ状態の原因となります。また酸化ストレスの高い状態はNOが減少

し、それによって脳の神経細胞の情報処理のスピードが落ちます。これ

もうつの原因となりEDの原因と共通しています。 

 

加齢とED 

 テストステロンという男性ホルモンは筋肉を増強する作用や精神活動を

活発にする作用がありますがNOを供給して血管を保つ作用もあります。

したがって加齢などにより男性ホルモンが減るとEDの原因となります。 

 

ED治療薬 

 現在のED治療薬の基本的目的はNOの働きを正常化させることであり

ます。NOが血管の細胞（血管平滑筋細胞）の中にはいるとサイクリック

GMPという化学物質が合成されます。サイクリックGMPは血管や筋肉に

働いて弛緩させ勃起を起こします。勃起の治療薬は正式にはPDE5阻害

薬といい、PDE5はサイクリックGMPを分解する酵素の名称です。サイク

リックGMPがPDE5によって分解されるのを阻害することによりサイクリック

GMPの働きを改善し、勃起を正常化させる治療薬です。またPDE阻害薬

にはそのほかにNOの分泌量自体も高める働きもあります。 

 

ED治療薬の他の病気への効果 

 頻尿はみなさんに馴染み深い症状と思いますが、頻尿の原因のひとつ

は交感神経の活性化であり、もうひとつの原因がNOの減少であります。

つまり頻尿とEDの原因は同じであり、ED治療薬が頻尿にも効果あったと

いう事例も多く、最近ではED治療薬のひとつが排尿障害の改善薬として

も販売されました。またPDE5阻害薬には長時間PDE5酵素を阻害するも

のがあります。この作用が血管内皮の状態を良くし、血管の機能を回復

したり、健康な状態を維持する働きがあるとの報告があり、これは男性の

アンチエイジングにもつながっていきます。 

 

 EDは全身の血管障害の中でいちばん初めに起こるもののひとつで、

かつ他の兆候と違い自分でもハッキリわかり、パートナーも気づくことが

できます。早めに血管の変調に気づいた段階で生活習慣病の初期段階

である可能性を考え行動を起こすことは、脳梗塞や心筋梗塞の予防など

の10年後の健康を守ることにつながります。 

 次回は消化器外科がご専門の大塚先生です。 

 大塚先生はヒューストンに同じ時期に来て、アパートも同じでご飯やイベント

に行くときなどに度々ご一緒させていただいております。相談にもいろいろ

乗っていただき、この話を頂いたときは次は大塚先生しかいないと思っており

ました。とても知見の豊富な先生であり、次回のお話も楽しみです。  

1. 決まらない政治とオバマ大統領の支持率 

 1月20日のオバマ大統領の一般教書演説で

は、かつてのオバマらしさ（強気さ）が戻ってきた

ように思えた。大統領就任直後は70%近くの支

持率があったオバマであるが、その後徐々に低

下し、2013年12月には40%を下回った。その後

も前ブッシュ（息子）大統領の二期目とほぼ同水

準の40%台で推移していたが、昨年11月の中

間選挙後、回復傾向が見え始めてきている。オ

バマ大統領の任期は残り2年となり、もはや失う

ものが無いというのも強気でいられる要因の一

つである。 

 第113議会の法案成立数は296件と戦後最低を記録し、他の大統領時の約

1/3になった。この「決まらない政治」の背景の1つは、民主党のリベラル化と

共和党の保守化が進み、それが「ねじれ」議会によって表出したことで、法案

成立のプロセスにたどりつけていないことがある。また、大統領の運営にも問

題がある。メディア対策か本心かは分からないが、オバマ大統領が共和党に

対して挑戦的であり、議論で相手を遣り込める姿勢が対立要因の一つとも

なっている。議会の「ねじれ」は珍しくはないが、停滞感がある。 

 

2. 民主党と共和党の支持基盤の違い 

 民主党は黒人やマイノリティ、若者を含む多様な支持基盤があるのに対し、

共和党は、45歳以上の白人男性で高所得者という、以前からの支持基盤に

止まっている。各党の支持層が考える政策課題の優先順位を見ても、どちら

もトップは経済であるが、その後は、民主党支持層は教育や貧困に注目する

のに対し、共和党支持層はテロ対策や国防をより重視している。また、民主

党支持層では10番以内に銃規制が入るが、共和党支持層には見られない。

各党の政策としては、民主党は教育への介入を主張するのに対し、共和党

は減税と規制緩和による雇用の創出を目指している。移民問題も民主党と共

和党で意見が割れている課題である。  
 

3. 2014年中間選挙と、2016年以降の連邦議会の動向 

 2014年の中間選挙では、上院で共和党が議席を45から54に伸ばし、多数

党が逆転した。改選議席は民主党21、共和党15だったから、元々民主党に

不利ではあった。共和党勝利の要因として考えられるのは、①中間選挙は現

政権の信任投票の意味合いが強く、オバマ大統領への支持の低さが表出し

たこと、また、②中間選挙の傾向として、投票率が低下して共和党に有利な

有権者層の比率が高くなる傾向があること、そして、③共和党の主流派から

候補者が出たことで、共和党がより幅広い支持を得ることができた、という点

が挙げられる。2010年のように、共和党から茶会運動派（Tea Party）と言われ

る右寄りの候補者が出ていたら、結果は違ったと思う。 

 中間選挙の結果、共和党が上下両院を押さえたのでねじれは解消された

が、それで議会が円滑に運営されるかといえば、そうはならない。理由は、今

回の中間選挙が幅広い民意を反映しているとはいえないからである。中間選

挙の投票率は36.2%と1942年以来の最低であり、同時に行われた住民投票

では、リベラル色の強い提案が通っていることからもわかる通り、共和党の保

守政策に反対している人も多い。 

  

4. 共和党の主流派対茶会運動派について 

茶会運動派（Tea Party）は、かつての米国を取り戻そうという右寄りの勢力

で、英国の植民地時代に茶葉の課税に反対してヒーローになった集団の名

前を名乗っている。米国政治では、中道は欧州よりも右に近く、常により右へ

向かう勢力が出てくる傾向がある。レーガン政権時代には「Moral Majority」と

呼ばれる新興宗教勢力が登場して、右派勢力と目されるようになった。茶

会運動派はこの動きと似ているが、大きな違いは突出したリーダーがいな

いという点である。言い換えれば、茶会運動派は、米国の保守的草の根運

動なのである。実は、オバマ大統領の誕生時も同様に、リベラル派による草

の根運動が背景にあった。米国政治の特色としてみると、政治上の表現は

違うが、茶会運動派もリベラル派も、背景に草の根運動があるという共通点

が存在している。 

  

5. 2016年以降の選挙情勢 

 上院は、2016年以降、少なくとも今後2回は多数派が毎回変わると思われ

る。2016年の改選議席は、共和党24、民主党10と共和党が多いため、共

和党は防衛に回ることとなる。逆に、2018年は民主党25、共和党8なので、

共和党有利となる。他方、下院の共和党優位は変わらない。選挙区は、

2010年の国勢調査を元に、各州で州議会の過半数を占める勢力が自分に

有利になるように区割りを決定(ゲリマンダー)する。この区割りは2020年ま

で維持されるので、共和党の強い州が多い現状では、下院は共和党有利

となる。従って、2016年は再び上下両院でねじれが起きるとみられる。 

 

6. 2016年の大統領選挙について 

 民主党はヒラリー・クリントンへの支持が圧倒的である。本人は既に選挙

対策人を指名した。出馬表明は春先と見られる。注目度の高さから、若者

やマイノリティの支持が高い。2番手にウォーレン（上院議員、マサチュー

セッツ州）がいる。本人は寄付窓口を作っていないので出馬する気がなさ

そうに見えるが、出馬すれば女性やリベラル層の票を奪われるので、ヒラ

リー・クリントンにとっては、いやな動きになる。 

 他方、共和党はどんな候補者を出してくるかが注目される。ジェブ・ブッ

シュ（弟、元フロリダ州知事）はメディアが注目している。2番手のミット・ロム

ニー（元マサチューセッツ州知事）は、夢は大統領になることであり、資金

力もあるので真剣に出馬を考えている。ブッシュにとっては、選挙資金の提

供元をロムニーに押さえられるのは痛い。選挙アドバイザーの入れ替わりも

激しい。3番手のライアン（下院予算委員長）は出馬しない。4番手のランド・

ポール（上院議員、ケンタッキー州）は、政治的には「小さな政府」を主張し

ながら、貧困は悪いことでマリファナは合法だと社会的にはリベラルな主張

をして、ミレニアム世代（20代～30代前半）へのPRを図っている。5番手のク

リス・クリスティ（ニュージャージー州知事）はジョージ・ワシントン橋のゲート

を意図的に閉めた弱点があるが、共和党内ではポピュラーである。 

 中間選挙と大統領選挙では、投票率も、投票する有権者層も違う。投票

率は、2012年の大統領選挙では58.2%、2014年の中間選挙では36.2%で、

22ポイントもの差がある。有権者層も、大統領選挙では若者やマイノリティ

が投票に向かう。2012年のオバマ大統領は多様な層から支持を得たが、

共和党は45歳以上の白人が支持層であった。今後の票田はマイノリティに

ある。選挙組織（マシーン）としては、民主党がマイノリティをうまく取り込ん

でいる。他方、共和党は州知事の経験者を多数抱えていて、大統領候補

のリソースが多い。 

 

7. 第114議会の政策とアジェンダ 

 第114議会では、党派をまとめる統率力だけで無く、債務上限引き上げ

等、基本的な立法機能が試される。いくつかの法案については共和党保

守派の反対が予想されるが、他方で一定数の民主党票も必要になり、何

名の民主党議員が共和党支持に回るかが鍵となる。 

 2015年に注目される政策アジェンダとしては、格差問題、移民政策、医

療保険、Keystone XLパイプライン、環境政策、外交政策、日米関係、等が

 本記事は、商工会主催で1月22日にUnited Way Community Resource Center で開催さ

れた題記講演会の内容を、講師のご了解を得て編集したものです。（編集部） 

米国三菱商事会社  

柳原 恒彦氏  

米国中間選挙と 

今後の米国政治の行方  

Business Seminar  

 
 現University of Texas MD Anderson Cancer Center Postdoctral Fellow  

 竹内 尚史  

 5年間滞在しているワシントンDCから見た米国政治の実情及

び今後の展望を、いくつかの項目に沿って説明する。 
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喘息について (第２回） 
 

Center for Allergy and Asthma of Texas 

米国アレルギー免疫専門医 

小川リール好子  

 1月号に引き続き、2月も喘息について書いて参ります。先月

号のクイズを繰り返し掲載します。  
 

1. 私は夜中や運動後、あるいはネコの近くにいるとよくせき

をするのですが、ゼイゼイヒューヒュー呼吸の音がしたこと

はありません。よってこれは喘息ではありません。 

2. うちの子はまだ小さいので喘息がありますが、成長して大

きくなれば治ると思います。 

3. 発作時に使用するインへーラーは毎日使用して、喘息の

症状が出ないように予防しています。 

 

 では今月はまず喘息と診断がついていない場合で、先月号

ではゼイゼイヒューヒューとした呼吸困難でなくとも、咳がメイン

の喘息もあることをご紹介しました。よって１．は×、間違いです。 

 

 では今月は小児喘息の予後について書いていきたいと思い

ます。喘息の症状が成長するにしたがって軽快していく様に見

受けられることはあるかもしれませんが、減感作療法など根本の

治療をしないで、薬物治療による症状のコントロールを継続して

いくうちに完全に喘息が無くなることはむしろ例外的と考えられ

ます。症状が自覚されない期間においても、検査をしてみると
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肺機能が低下していたり、気道の過敏性が亢進していたりする

ことが多いと報告されています。成人や思春期の患者さんで呼

吸症状がある場合、遡ると幼少時に喘息様の症状を有していた

ことも多いものです。 

 小児喘息はなかなか診断が難しい場合もあります。アレル

ギーの既往歴や家族歴があったり、呼吸困難が顕著な場合はよ

り強く疑われますが、なんとなく風邪を引きやすい、疲れやす

い、眠りが浅い、といった症状だとかならずしも喘息が鑑別診断

に入ってこないでしょう。また大人であれば症状の説明もより具

体的ですが、軽く胸がつまっているような痛いような症状を幼少

のお子さんが説明するのは難しいかもしれません。  

 

1月10日土曜日、今年初めての読

み聞かせの会は、たくさんのお子さんの元気

な「明けましておめでとうございます」の挨拶

から始まりました。寒さに負けず来てくれて、

スタッフ一同とても嬉しくなりました。最初は、

お正月ならではのお話「十二支のはじまり」。

動物たちの干支の順番はどうして決まった

の？猫が入っていないのはなぜなの？その

由来が、大変わかりやすく紹介されている本

です。冬の室内あそびのヒントがたくさん詰

まった「だるまちゃんとうさぎちゃん」、子供も

大人も大爆笑だった「おしくら・まんじゅう」、ウ

クライナのお話「てぶくろ」、郵便ごっこがした

くなる「あやかちゃんのゆうびんきょく」、一歳く

らいから楽しめる「くつしたくん」、擬音がたくさ

ん出てくる「ぶーぶーぶー」、クイズのような

「だれかな？だれかな？」、そして、最後に大

型絵本の「ぴょーん」を読みました。大きな絵

本のページいっぱいに描かれている動物さん

が跳びあがる様子につられて、聞いているみ

んなの体も思わず跳びあがりそうでした。絵本

を全身で楽しむことができました。 

 絵本から、新しい遊びに興味がわくこともあ

る か もし れませ ん。「だ る ま

ちゃんとうさぎちゃん」に出て

くる手袋人形や折り紙もすぐ

に真似できますし、「あやか

ちゃんのゆうびんきょく」のよう

に、おうちにポストを作って、

お手紙を書いてみるのも楽し

いですよ。寒い冬の日の絵本

の読み聞かせや、そこから広

が る 楽しい遊びの ヒン トに

なってくれたら嬉しいです。  

 
 

< 新書紹介 >  

米国医療に関しての情報源は

まだまだ少なく、信頼できる、

まとまった情報が手に入りにく

い中、在米日本人医療従事

者20人でアメーバブログ「あめ

いろぐ」http://ameilog.com/ に

参加されているメンバーが書

いた本書は、米国医療の仕組

みを分かりやすく、一般の方

向けに解説しています。 

 「アメリカでお医者さんに

かかるときの本」 

 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞ 

2月14日（土） 9時30分～ 

3月3日（火） 10時30分～ 

3月7日（土） 9時30分～ 

        （読み聞かせの会と同日開催） 

4月10日（金） 10時30分～ 

4月11日（土） 9時30分～ 

＜読み聞かせの会＞ 

3月7日（土） 10時00分～  

 乳幼児から就学前のお子さんを対象とした絵本 

4月18日（土）  

  9時30分～ 三歳以上を対象とした絵本 

 10時00分～ 三歳未満を対象とした絵本 

変更がある場合もございます。三水会センター内

のポスターやヒューストンなびでもご確認ください。 

 

スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ちの方

やお問い合わせは、次のアドレスまでご連絡下さ

い。お待ちしております。  
 

                 あそぼーかい    
                        mama.asobokai@gmail.com 

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

Business Seminar  

挙げられる。 

 格差問題は、オバ

マ政権下では解決し

ない長期的課題であ

り、2016年の 大統 領

選挙で争点になる。

Keystone XLパイプラ

インは、オバマ大統

領の反対もあるが、

議会も2/3を確保する

のは困難である。共

和党は成立必須法

案と して、民主 党 を

取り込もうとしている。環境政策はオバマ大統領の関心事項であり、民主党

のリベラル派も注目する。オバマ大統領は、アジア会議等で中国との協力関

係に環境問題を取り上げて、国内世論に働きかける手法を多用している。日

米関係は、大きな課題は無いが、常に前進するよう努力しないと日本のプレ

センスが薄まってゆく。 

2015年に進展が見られそうな分野としては、まずは通商政策である。オバ

マ大統領と共和党が協調できるテーマであり、これは今年の一般教書に入っ

た。また、税制改革も、それが必要だという点では両党で一致している。但

し、具体策に入ると合意が困難となる。共和党は所得上位層の優遇による雇

用の創出、民主党は中間層への支援を主張するので、出発点からぶつか

る。また、インフラ強化も両党の意見が一致するところであるが、連邦政府と

州政府で権限がバラバラなため、実際のインフラ整備は簡単ではない。 

 

8. オバマ大統領のユニークさと今後の展望 

 オバマ大統領には、議会政治を司る政治家としての手法に問題が感じられ

る。失業率は5.6%で景気は他の先進国より良くしたにも拘わらず、今のオバ

マ大統領には厳しい批判が出ている。 

 ある方によれば、プレス発表においてオバマ大統領が自分で行う回数が、過

去の大統領の約3倍になり、各省庁の閣僚が出る回数が激減している。オバマ

大統領は力をホワイトハウスに集め、詳細を好んで分析して結論を出す、そうい

うリーダーシップしか発揮していない。この行動が2期目に強化され、「任せられ

ない大統領」という批判を招いている。 

 先ほど述べた通り、茶会運動派が誕生した背景にある草の根運動は米国政治

の原点であり、オバマが大統領になれたのも、この原点は同じである。しかしな

がら、オバマは大統領になって、何でも自分で決める、米国が決別したはずの

欧州の昔の王様のようなリーダーシップを発揮した。大統領が自らプレス発表と

Q&Aにまで頻繁に出てくると、現場は動けない。これが米国の政治が停滞する

理由だとまでは言えないが、オバマ大統領は、リーダーとしての視野の広さに問

題がある。 

 共和党と民主党の違いという意味ではなく例に出すが、ブッシュ（父）大統領は

議会政治を理解していて、議員に直接電話したり、議員をオフィスに呼んだりし

た。そうすると、議員は電話を貰ってうれしい、誰かが呼ばれたら羨ましいと思う。

また、議員に近づくために、議会のジムに出かけて偶然のふりをして話をした。

そうすると議員も裸のつきあいになる。オバマ大統領にはこれらが皆無である。

オバマ大統領のリーダーシップはユニークであり、歴史上「まれ」かも知れない。 

 2016年に誰が大統領になるかは分からないが、違ったリーダーシップが出てく

れば、米国の政治も変わるかも知れない。 

講師： 柳原 恒彦氏 

       （北米三菱商事上級副社長/ワシントン事務所所長） 

略歴： 1984年アマースト大学政治学部卒業、93年ハー

バード大学経営大学院修士課程修了 (MBA)。84年三菱

商事入社。オランダEurope Precision Molding B.V. 取締

役社長、金融企画部、経営企画部、バイオ・ファインケミカ

ルユニットマネージャー等を経て2010年米国三菱商事会

社上級副社長ワシントン事務所長。13年4月より現職。  

質疑応答に参加される総領事  

 ヒューストン市のハーマンパークは、昨年開園100周年を祝いました。街

の中に540エーカー（66万坪）の広大な公園があり、18ホールのゴルフ場、

動物園、自然科学博物館、Miller Outdoor Theater、Mini Train System、

Lake Plaza 等多くの素晴らしい施設が運営されています。その中に6エー

カー（7千200坪）程ですが立派な日本庭園があります。ハーマンパーク入

り口近くにあったGarden Centerは昨年取り壊され、15エーカーの土地はさ

らに拡大されて100周年記念公園、McGovern Centennial Gardensが建設

されました。そこに13の異なる趣を持った植物園が3100万ドルをかけて作

られましたが、今まさに開園したばかりです。昔も今も日本人の多くは市の

西の方に住んでおられるので、Main StreetやFannin Streetを南へ下がった

Medical Center、ライス大学、そしてMuseum Districtあたりに馴染みが薄い
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 （Hermann Park Conservancy理事  南 邦夫） 

ハーマンパークの日本庭園 
写真：Hermann Park Conservancy  ウェブサイトより 

http://ameilog.com/
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１．会社の業務内容等について 

 当社は、「♪コ・コ・ロ・も満タンに♪」の

キャッチフレーズでご愛顧いただいておりま

すコスモ石油(株)の米国現地法人です。昨

夏ロサンゼルスから移転して参りました。よろ

しくお願い致します。コスモ石油グループで

は、日本の石油元売りとして石油の精製・販

売事業をはじめ、石油開発事業、石油化学

事業、また再生可能エネルギー事業にも進

出し、エネルギー調達の多角化にも力を入

れております。現在、米国法人は、北南米地

域の海外拠点として原油調達、石油製品の

取引を中心とした業務活動を行っておりま

す。エネルギー産業の世界的拠点である

ヒューストンにおいて、新規ビジネスチャンス

を捉え業務拡大を目指していきたいと考えて

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。 

 引っ越してきたのがちょうど真夏だったこと

もあり、やはり夏の暑さが強い印象として残っ

ています。赴任前にいろいろな人からテキサ

スの暑さについて聞かされていましたが、実

際に来てみてその暑さを実感しました。気温

のみならず湿度も高いので不快指数は一気

に上昇しますね。以前シンガポールに住ん

だことがありますが、その蒸し暑さに近い、も

Cosmo Oil of U.S.A., Inc. 
(米国コスモ石油)  

しくはそれ以上の感じです。したがって冬も

きっと暖かいのだろうと思っていましたが、冬は

冬でしっかりと寒く、耐え難いと思っていた夏

が恋しくなってきているところです。自分勝手

なものです。 

 

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。 

 小・中学生の子供がいるのでどうしても米国

の学校教育に関心を持つことになります。日

本では学校教育は先生に任せてしまう傾向が

ありますが、米国では親や地域の人々がボラ

ンティアなどのかたちで学校教育に関わること

が多く、地域で子供を育てるという土壌が根付

いており非常によい事だと思います。そのほか

にもいろいろと見習うべきところがたくさんあり

ますね（逆の面もありますが）。 

 最近、日本的な文化活動から遠ざかってい

るので、昔少しやっていた囲碁を再開したいと

思っています。囲碁人口は将棋に比べると

ずっと少ないと思いますが、ヒューストンで打て

る場所は果たしてあるのでしょうか？何年か前

にインターネットで対局したことがありますが、

相手の顔が見えない対局はどうも物足りず、

面白くありませんでした。もしどなたかご存知

であれば教えてください。よろしくお願いしま

す。 

西川 圭介 さん 

ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

 去る1月10日土曜日に、三水会センターにて新春晴れ着

撮影会を開催しました。当日は冷たい雨降りの中、29家族

53名の大勢の方々がご参加下さいました。 

今回、私は着付けのお手伝いを担当しました。毎月1回

の練習で、すぐに忘れてしまう記憶力に辛抱強く教えて下さ

る先生と、一緒に学ぶメンバーと共に、着物の着せ方と帯

結びのバリエーションを勉強してきました。最初は緊張しま

したが無我夢中で、美しく仕上がった時は大変嬉しく感じま

した。ショーイングジャパンのメンバーは、受付・髪セット・着

付け・撮影の各担当にわかれ、チームワークも益々良くなっ

ています。 

華やかな振袖姿のお嬢さんや、凛々しい羽織袴姿の男

の子達は、お正月らしくとてもお似合いです。ぐんと身長が

伸びたり、大人びた表情になったりと、成長に驚きました。

小さな赤ちゃんからお子様達の可愛らしさは、

ほっこりした気持ちにさせてくれます。最初は泣き

だしていたお子様も、だんだん変身していくのが

嬉しいご様子で、ご機嫌で帰っていかれます。髪

飾りが気に入って、はずしたくなさそうな女の子も

いらっしゃいました。節目の年の記念に、兄弟・姉

妹・ご家族・三世代ご一緒にと、この貴重なひとと

きをそれぞれの良い思い出にしていただければ

と思いました。 

今年は我が家の娘も初参加させていただきま

した。毎年声をかけても興味のない娘に、“高3の

思い出に、同級生と一緒に記念写真を撮ろう”と

いう誘いがきました。本人の意外と良い返事に少

し驚き、気持ちの変わらぬうちにと早速予約を入

れました。いつも家と学校の往復ばかりの地味な

高校生活を送る娘に、青春がないままで大丈夫

だろうかと心配していた私の方がドキドキしてしま

いました。七五三のお祝い以来の着物姿、ちょっ

と恥ずかしそうです。友達との写真は、皆最初は

ちょっと硬い表情でしたが、はじけるような笑顔の

素敵な写真が撮れました。おかげ様で、このよう

な機会をいただき、感謝しております。ここで、母

としては娘の成長に感動する所なのでしょうが、

何とも所作が男の子の様、慣れない格好をしたせ

いか、帰宅後ソファーで朝まで14時間もうたた寝

していました。弟達も、「すごいね」と呆れ顔。こち

らの方はまだまだ修行が必要です。 

久しぶりに集中して充実した一日を過ごしまし

た。ありがとうございました。皆さんも、またこのよう

な機会がありましたら是非いらしてください。 

（油井恭代） 

 1月17日（土）、日本語補習校で日本人会の総

会と新年会が開催されました。 

 総会ではまず、松村会長から昨年の活動報告

があり、2014年も内容の充実した多くの楽しいイ

ベントが行われ、参加者も年々増加していること

が確認されました。また、新会長に武智さん、4名

の新理事を含む役員人事が承認され、2015年度

の活動目標を発表。ヒューストンの日本人コミュニ

ティーの更なる盛り上がりに期待が高まりました。 

 新年会は、オペラ歌手の杉谷さんによる国歌斉

唱、日本人会松村会長の開会の辞から始まり、在

ヒューストン日本国総領事館の岩崎首席領事、商

工会の高杉会長、補習校の山崎校長、日系人会

の中村会長よりご挨拶を頂きました。その後、日

米協会の直木会長の音頭で、新年を祝って乾

杯。食事はお雑煮、お汁粉、安倍川餅、磯部餅、

お漬物、から揚げ、春雨サラダ、鳥おこわ等多く

の料理が振る舞われました。そして恒例の綿菓子

の隣では、スペシャル料理パフォーマンスとして、

岩谷産業チームが自社たこ焼き製造機で、たこ焼

きを実演。外カリッ中トロの本場大阪のたこ焼きに

皆さん舌鼓を打っていました。餅つきの方は、今

年はラグビークラブのアスリートをはじめ、多くのボ

ランティアが大活躍。次々と運ばれるつきたての

お餅を、女性陣が手際よくいろいろなお餅料理に

仕上げる作業は実にお見事。皆さんにお腹いっ

ぱい楽しんでいただきました。イベントも盛りだくさ

んで、ショーイング・ジャパンによるお正月らしい

華やかな踊り、戸田さん率いるコーラスグループ

の合唱、そして琉球國祭り太鼓によるダイナミック

演舞が披露され、会場は盛り上がりました。 

 今年1月から松村前会

長の後を引継ぎ、ヒュー

ストン日本人会の会長を

務めさせて頂く事になり

ました武智です。実は

2011年から2年間日本人

会会長を務めていまし

て、今回は2回目の会長

になります。前回の会長

時には就任早々3月11日に戦後最大の東日本

大震災が起こり、会長としての仕事は東日本復

興支援の活動が中心でした。総領事館、商工

会、日米協会、日系人協会と緊密な連携を取り

合い、協同で復興の為の募金活動を行いまし

た。週末様々な募金活動のグループに参加しま

した。そして4月のジャパンフェスティバルでは、

アメリカ人の小さな子供さんからお年寄りまで多く

の方から募金を頂き、声をかけてもらいました。直

接的な支援は出来ませんでしたが、商工会、日

米協会、日系人協会で集めた多額の募金を総領

事館経由で東日本復興基金に送ることが出来ま

した。本当にありがたいと思っています。この時の

協力関係は今後も維持していきたいと強く思って

います。 

 私自身は1998年にヒューストンに転勤してきま

した。2002年に日本の石油会社からアメリカのエ

ネルギー会社に転職し、ヒューストンから世界中

にLPGを輸出する仕事をしています。今年の冬

は非常に寒かったのですが、年間を通じて暖か

いヒューストンをとても気に入っています。人の明

るさ、フレンドリーな処、そしてSouthern Hospitali-

ty（南部人特有の歓待心）も同様です。長年愛着

を感じ、住んでいるこの地域社会に今回は何らか

の貢献が出来ればと思っています。 

 日本人会は商工会と違い、個人会員が中心で

す。従って会員の皆さんが希望されるイベント、

喜ばれるイベントを数多く行っています。会員の

中にはヒューストン在住のお医者さん、また研修

に来られているお医者さんが多くおられますので

医療面での支援に協力してもらっています。会員

のメリットとして日本人会の提携レストランの食事

代の割引きや歯医者さんや自動車修理工場で

の特典もあり今後も拡大していく予定です。 

 日本人会独自の行事としては、各国の料理等

での懇親会、ワインの集い、日本酒試飲会、ワイ

ナリーツアー、日本人演奏家のコンサート、テニ

ス大会、マージャン大会、美術館ツアー及び南

極の話等、たくさんあります。ヒューストン在住の

芸術家の皆さんの支援も行っていきます。 

 年代・職業を超えたコミュニティーの場であり、

皆さんが気楽に参加して“思ったよりもずっと楽し

い会だなぁ”と納得頂ける明るい会ですので、是

非、日本人会の行事に大勢でご参加ください。そ

して非常にお得な会ですので是非、会員にも

なってください。お待ちしています。 

 楽しい会も終盤にさしかかり、最後を締めくく

るのは恒例の福引とじゃんけん大会。今年も

多くのご寄付を頂き、福引では航空券、マイ

レージや食事券等の賞品が当たりました。続く

じゃけん大会では、まず予選で若田宇宙飛行

士が会場の皆さんとじゃんけん。4人になった

ところでお互いでの真剣勝負。さすが200名以

上の参加者から勝ち残っただけあり、あいこの

連発。上位3者にはアメリカン航空ご提供の無

料航空券やJAXAご提供の壮大な宇宙ステー

ションの写真パネル、清水歯科のホワイトニン

グ券が授与されました。その中でも写真パネ

ルを獲得された日本人会新年会初参加の山

下文子さんは、「若田さんにも会え、14年間

ヒューストンにいますが、こんなに楽しい会が

あったことを知らずに損しちゃった」と大変喜

ばれていました。また、若田宇宙飛行士と金井

宇宙飛行士のご好意で、写真パネルにサイン

を頂き感激倍増の様子でした。 

 新年最初の日本人会のイベントは大盛況の

うちにお開きとなり、参加者全員がお菓子や食

料品がいっぱいの「福袋」を手に、帰途につき

ました。 

 最後になりましたが、準備段階からお手伝い

くださった多くのボランティアの皆様、歌・踊り

の皆様、ご寄付にご協力くださった方々に、あ

らためて心から御礼申し上げます。また、ご来

場くださった全ての皆様、有難うございました。 

 今年も日本人会では皆様に楽しんで頂ける

イベントを開催していきますので、積極的なご

参加をお待ちしています！  （八木謙一） 

 

新日本人会会長 就任ご挨拶 

グレーターヒューストン日本人会会長   

武智真二 

グレーターヒューストン日本人会 
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したが無我夢中で、美しく仕上がった時は大変嬉しく感じま

した。ショーイングジャパンのメンバーは、受付・髪セット・着

付け・撮影の各担当にわかれ、チームワークも益々良くなっ

ています。 

華やかな振袖姿のお嬢さんや、凛々しい羽織袴姿の男

の子達は、お正月らしくとてもお似合いです。ぐんと身長が

伸びたり、大人びた表情になったりと、成長に驚きました。

小さな赤ちゃんからお子様達の可愛らしさは、

ほっこりした気持ちにさせてくれます。最初は泣き

だしていたお子様も、だんだん変身していくのが

嬉しいご様子で、ご機嫌で帰っていかれます。髪

飾りが気に入って、はずしたくなさそうな女の子も

いらっしゃいました。節目の年の記念に、兄弟・姉

妹・ご家族・三世代ご一緒にと、この貴重なひとと

きをそれぞれの良い思い出にしていただければ

と思いました。 

今年は我が家の娘も初参加させていただきま

した。毎年声をかけても興味のない娘に、“高3の

思い出に、同級生と一緒に記念写真を撮ろう”と

いう誘いがきました。本人の意外と良い返事に少

し驚き、気持ちの変わらぬうちにと早速予約を入

れました。いつも家と学校の往復ばかりの地味な

高校生活を送る娘に、青春がないままで大丈夫

だろうかと心配していた私の方がドキドキしてしま

いました。七五三のお祝い以来の着物姿、ちょっ

と恥ずかしそうです。友達との写真は、皆最初は

ちょっと硬い表情でしたが、はじけるような笑顔の

素敵な写真が撮れました。おかげ様で、このよう

な機会をいただき、感謝しております。ここで、母

としては娘の成長に感動する所なのでしょうが、

何とも所作が男の子の様、慣れない格好をしたせ

いか、帰宅後ソファーで朝まで14時間もうたた寝

していました。弟達も、「すごいね」と呆れ顔。こち

らの方はまだまだ修行が必要です。 

久しぶりに集中して充実した一日を過ごしまし

た。ありがとうございました。皆さんも、またこのよう

な機会がありましたら是非いらしてください。 

（油井恭代） 

 1月17日（土）、日本語補習校で日本人会の総

会と新年会が開催されました。 

 総会ではまず、松村会長から昨年の活動報告

があり、2014年も内容の充実した多くの楽しいイ

ベントが行われ、参加者も年々増加していること

が確認されました。また、新会長に武智さん、4名

の新理事を含む役員人事が承認され、2015年度

の活動目標を発表。ヒューストンの日本人コミュニ

ティーの更なる盛り上がりに期待が高まりました。 

 新年会は、オペラ歌手の杉谷さんによる国歌斉

唱、日本人会松村会長の開会の辞から始まり、在

ヒューストン日本国総領事館の岩崎首席領事、商

工会の高杉会長、補習校の山崎校長、日系人会

の中村会長よりご挨拶を頂きました。その後、日

米協会の直木会長の音頭で、新年を祝って乾

杯。食事はお雑煮、お汁粉、安倍川餅、磯部餅、

お漬物、から揚げ、春雨サラダ、鳥おこわ等多く

の料理が振る舞われました。そして恒例の綿菓子

の隣では、スペシャル料理パフォーマンスとして、

岩谷産業チームが自社たこ焼き製造機で、たこ焼

きを実演。外カリッ中トロの本場大阪のたこ焼きに

皆さん舌鼓を打っていました。餅つきの方は、今

年はラグビークラブのアスリートをはじめ、多くのボ

ランティアが大活躍。次々と運ばれるつきたての

お餅を、女性陣が手際よくいろいろなお餅料理に

仕上げる作業は実にお見事。皆さんにお腹いっ

ぱい楽しんでいただきました。イベントも盛りだくさ

んで、ショーイング・ジャパンによるお正月らしい

華やかな踊り、戸田さん率いるコーラスグループ

の合唱、そして琉球國祭り太鼓によるダイナミック

演舞が披露され、会場は盛り上がりました。 

 今年1月から松村前会

長の後を引継ぎ、ヒュー

ストン日本人会の会長を

務めさせて頂く事になり

ました武智です。実は

2011年から2年間日本人

会会長を務めていまし

て、今回は2回目の会長

になります。前回の会長

時には就任早々3月11日に戦後最大の東日本

大震災が起こり、会長としての仕事は東日本復

興支援の活動が中心でした。総領事館、商工

会、日米協会、日系人協会と緊密な連携を取り

合い、協同で復興の為の募金活動を行いまし

た。週末様々な募金活動のグループに参加しま

した。そして4月のジャパンフェスティバルでは、

アメリカ人の小さな子供さんからお年寄りまで多く

の方から募金を頂き、声をかけてもらいました。直

接的な支援は出来ませんでしたが、商工会、日

米協会、日系人協会で集めた多額の募金を総領

事館経由で東日本復興基金に送ることが出来ま

した。本当にありがたいと思っています。この時の

協力関係は今後も維持していきたいと強く思って

います。 

 私自身は1998年にヒューストンに転勤してきま

した。2002年に日本の石油会社からアメリカのエ

ネルギー会社に転職し、ヒューストンから世界中

にLPGを輸出する仕事をしています。今年の冬

は非常に寒かったのですが、年間を通じて暖か

いヒューストンをとても気に入っています。人の明

るさ、フレンドリーな処、そしてSouthern Hospitali-

ty（南部人特有の歓待心）も同様です。長年愛着

を感じ、住んでいるこの地域社会に今回は何らか

の貢献が出来ればと思っています。 

 日本人会は商工会と違い、個人会員が中心で

す。従って会員の皆さんが希望されるイベント、

喜ばれるイベントを数多く行っています。会員の

中にはヒューストン在住のお医者さん、また研修

に来られているお医者さんが多くおられますので

医療面での支援に協力してもらっています。会員

のメリットとして日本人会の提携レストランの食事

代の割引きや歯医者さんや自動車修理工場で

の特典もあり今後も拡大していく予定です。 

 日本人会独自の行事としては、各国の料理等

での懇親会、ワインの集い、日本酒試飲会、ワイ

ナリーツアー、日本人演奏家のコンサート、テニ

ス大会、マージャン大会、美術館ツアー及び南

極の話等、たくさんあります。ヒューストン在住の

芸術家の皆さんの支援も行っていきます。 

 年代・職業を超えたコミュニティーの場であり、

皆さんが気楽に参加して“思ったよりもずっと楽し

い会だなぁ”と納得頂ける明るい会ですので、是

非、日本人会の行事に大勢でご参加ください。そ

して非常にお得な会ですので是非、会員にも

なってください。お待ちしています。 

 楽しい会も終盤にさしかかり、最後を締めくく

るのは恒例の福引とじゃんけん大会。今年も

多くのご寄付を頂き、福引では航空券、マイ

レージや食事券等の賞品が当たりました。続く

じゃけん大会では、まず予選で若田宇宙飛行

士が会場の皆さんとじゃんけん。4人になった

ところでお互いでの真剣勝負。さすが200名以

上の参加者から勝ち残っただけあり、あいこの

連発。上位3者にはアメリカン航空ご提供の無

料航空券やJAXAご提供の壮大な宇宙ステー

ションの写真パネル、清水歯科のホワイトニン

グ券が授与されました。その中でも写真パネ

ルを獲得された日本人会新年会初参加の山

下文子さんは、「若田さんにも会え、14年間

ヒューストンにいますが、こんなに楽しい会が

あったことを知らずに損しちゃった」と大変喜

ばれていました。また、若田宇宙飛行士と金井

宇宙飛行士のご好意で、写真パネルにサイン

を頂き感激倍増の様子でした。 

 新年最初の日本人会のイベントは大盛況の

うちにお開きとなり、参加者全員がお菓子や食

料品がいっぱいの「福袋」を手に、帰途につき

ました。 

 最後になりましたが、準備段階からお手伝い

くださった多くのボランティアの皆様、歌・踊り

の皆様、ご寄付にご協力くださった方々に、あ

らためて心から御礼申し上げます。また、ご来

場くださった全ての皆様、有難うございました。 

 今年も日本人会では皆様に楽しんで頂ける

イベントを開催していきますので、積極的なご

参加をお待ちしています！  （八木謙一） 

 

新日本人会会長 就任ご挨拶 

グレーターヒューストン日本人会会長   

武智真二 

グレーターヒューストン日本人会 
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喘息について (第２回） 
 

Center for Allergy and Asthma of Texas 

米国アレルギー免疫専門医 

小川リール好子  

 1月号に引き続き、2月も喘息について書いて参ります。先月

号のクイズを繰り返し掲載します。  
 

1. 私は夜中や運動後、あるいはネコの近くにいるとよくせき

をするのですが、ゼイゼイヒューヒュー呼吸の音がしたこと

はありません。よってこれは喘息ではありません。 

2. うちの子はまだ小さいので喘息がありますが、成長して大

きくなれば治ると思います。 

3. 発作時に使用するインへーラーは毎日使用して、喘息の

症状が出ないように予防しています。 

 

 では今月はまず喘息と診断がついていない場合で、先月号

ではゼイゼイヒューヒューとした呼吸困難でなくとも、咳がメイン

の喘息もあることをご紹介しました。よって１．は×、間違いです。 

 

 では今月は小児喘息の予後について書いていきたいと思い

ます。喘息の症状が成長するにしたがって軽快していく様に見

受けられることはあるかもしれませんが、減感作療法など根本の

治療をしないで、薬物治療による症状のコントロールを継続して

いくうちに完全に喘息が無くなることはむしろ例外的と考えられ

ます。症状が自覚されない期間においても、検査をしてみると
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肺機能が低下していたり、気道の過敏性が亢進していたりする

ことが多いと報告されています。成人や思春期の患者さんで呼

吸症状がある場合、遡ると幼少時に喘息様の症状を有していた

ことも多いものです。 

 小児喘息はなかなか診断が難しい場合もあります。アレル

ギーの既往歴や家族歴があったり、呼吸困難が顕著な場合はよ

り強く疑われますが、なんとなく風邪を引きやすい、疲れやす

い、眠りが浅い、といった症状だとかならずしも喘息が鑑別診断

に入ってこないでしょう。また大人であれば症状の説明もより具

体的ですが、軽く胸がつまっているような痛いような症状を幼少

のお子さんが説明するのは難しいかもしれません。  

 

1月10日土曜日、今年初めての読

み聞かせの会は、たくさんのお子さんの元気

な「明けましておめでとうございます」の挨拶

から始まりました。寒さに負けず来てくれて、

スタッフ一同とても嬉しくなりました。最初は、

お正月ならではのお話「十二支のはじまり」。

動物たちの干支の順番はどうして決まった

の？猫が入っていないのはなぜなの？その

由来が、大変わかりやすく紹介されている本

です。冬の室内あそびのヒントがたくさん詰

まった「だるまちゃんとうさぎちゃん」、子供も

大人も大爆笑だった「おしくら・まんじゅう」、ウ

クライナのお話「てぶくろ」、郵便ごっこがした

くなる「あやかちゃんのゆうびんきょく」、一歳く

らいから楽しめる「くつしたくん」、擬音がたくさ

ん出てくる「ぶーぶーぶー」、クイズのような

「だれかな？だれかな？」、そして、最後に大

型絵本の「ぴょーん」を読みました。大きな絵

本のページいっぱいに描かれている動物さん

が跳びあがる様子につられて、聞いているみ

んなの体も思わず跳びあがりそうでした。絵本

を全身で楽しむことができました。 

 絵本から、新しい遊びに興味がわくこともあ

る か もし れませ ん。「だ る ま

ちゃんとうさぎちゃん」に出て

くる手袋人形や折り紙もすぐ

に真似できますし、「あやか

ちゃんのゆうびんきょく」のよう

に、おうちにポストを作って、

お手紙を書いてみるのも楽し

いですよ。寒い冬の日の絵本

の読み聞かせや、そこから広

が る 楽しい遊びの ヒン トに

なってくれたら嬉しいです。  

 
 

< 新書紹介 >  

米国医療に関しての情報源は

まだまだ少なく、信頼できる、

まとまった情報が手に入りにく

い中、在米日本人医療従事

者20人でアメーバブログ「あめ

いろぐ」http://ameilog.com/ に

参加されているメンバーが書

いた本書は、米国医療の仕組

みを分かりやすく、一般の方

向けに解説しています。 

 「アメリカでお医者さんに

かかるときの本」 

 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞ 

2月14日（土） 9時30分～ 

3月3日（火） 10時30分～ 

3月7日（土） 9時30分～ 

        （読み聞かせの会と同日開催） 

4月10日（金） 10時30分～ 

4月11日（土） 9時30分～ 

＜読み聞かせの会＞ 

3月7日（土） 10時00分～  

 乳幼児から就学前のお子さんを対象とした絵本 

4月18日（土）  

  9時30分～ 三歳以上を対象とした絵本 

 10時00分～ 三歳未満を対象とした絵本 

変更がある場合もございます。三水会センター内

のポスターやヒューストンなびでもご確認ください。 

 

スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ちの方

やお問い合わせは、次のアドレスまでご連絡下さ

い。お待ちしております。  
 

                 あそぼーかい    
                        mama.asobokai@gmail.com 

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

Business Seminar  

挙げられる。 

 格差問題は、オバ

マ政権下では解決し

ない長期的課題であ

り、2016年の 大統 領

選挙で争点になる。

Keystone XLパイプラ

インは、オバマ大統

領の反対もあるが、

議会も2/3を確保する

のは困難である。共

和党は成立必須法

案と して、民主 党 を

取り込もうとしている。環境政策はオバマ大統領の関心事項であり、民主党

のリベラル派も注目する。オバマ大統領は、アジア会議等で中国との協力関

係に環境問題を取り上げて、国内世論に働きかける手法を多用している。日

米関係は、大きな課題は無いが、常に前進するよう努力しないと日本のプレ

センスが薄まってゆく。 

2015年に進展が見られそうな分野としては、まずは通商政策である。オバ

マ大統領と共和党が協調できるテーマであり、これは今年の一般教書に入っ

た。また、税制改革も、それが必要だという点では両党で一致している。但

し、具体策に入ると合意が困難となる。共和党は所得上位層の優遇による雇

用の創出、民主党は中間層への支援を主張するので、出発点からぶつか

る。また、インフラ強化も両党の意見が一致するところであるが、連邦政府と

州政府で権限がバラバラなため、実際のインフラ整備は簡単ではない。 

 

8. オバマ大統領のユニークさと今後の展望 

 オバマ大統領には、議会政治を司る政治家としての手法に問題が感じられ

る。失業率は5.6%で景気は他の先進国より良くしたにも拘わらず、今のオバ

マ大統領には厳しい批判が出ている。 

 ある方によれば、プレス発表においてオバマ大統領が自分で行う回数が、過

去の大統領の約3倍になり、各省庁の閣僚が出る回数が激減している。オバマ

大統領は力をホワイトハウスに集め、詳細を好んで分析して結論を出す、そうい

うリーダーシップしか発揮していない。この行動が2期目に強化され、「任せられ

ない大統領」という批判を招いている。 

 先ほど述べた通り、茶会運動派が誕生した背景にある草の根運動は米国政治

の原点であり、オバマが大統領になれたのも、この原点は同じである。しかしな

がら、オバマは大統領になって、何でも自分で決める、米国が決別したはずの

欧州の昔の王様のようなリーダーシップを発揮した。大統領が自らプレス発表と

Q&Aにまで頻繁に出てくると、現場は動けない。これが米国の政治が停滞する

理由だとまでは言えないが、オバマ大統領は、リーダーとしての視野の広さに問

題がある。 

 共和党と民主党の違いという意味ではなく例に出すが、ブッシュ（父）大統領は

議会政治を理解していて、議員に直接電話したり、議員をオフィスに呼んだりし

た。そうすると、議員は電話を貰ってうれしい、誰かが呼ばれたら羨ましいと思う。

また、議員に近づくために、議会のジムに出かけて偶然のふりをして話をした。

そうすると議員も裸のつきあいになる。オバマ大統領にはこれらが皆無である。

オバマ大統領のリーダーシップはユニークであり、歴史上「まれ」かも知れない。 

 2016年に誰が大統領になるかは分からないが、違ったリーダーシップが出てく

れば、米国の政治も変わるかも知れない。 

講師： 柳原 恒彦氏 

       （北米三菱商事上級副社長/ワシントン事務所所長） 

略歴： 1984年アマースト大学政治学部卒業、93年ハー

バード大学経営大学院修士課程修了 (MBA)。84年三菱

商事入社。オランダEurope Precision Molding B.V. 取締

役社長、金融企画部、経営企画部、バイオ・ファインケミカ

ルユニットマネージャー等を経て2010年米国三菱商事会

社上級副社長ワシントン事務所長。13年4月より現職。  

質疑応答に参加される総領事  

 ヒューストン市のハーマンパークは、昨年開園100周年を祝いました。街

の中に540エーカー（66万坪）の広大な公園があり、18ホールのゴルフ場、

動物園、自然科学博物館、Miller Outdoor Theater、Mini Train System、

Lake Plaza 等多くの素晴らしい施設が運営されています。その中に6エー

カー（7千200坪）程ですが立派な日本庭園があります。ハーマンパーク入

り口近くにあったGarden Centerは昨年取り壊され、15エーカーの土地はさ

らに拡大されて100周年記念公園、McGovern Centennial Gardensが建設

されました。そこに13の異なる趣を持った植物園が3100万ドルをかけて作

られましたが、今まさに開園したばかりです。昔も今も日本人の多くは市の

西の方に住んでおられるので、Main StreetやFannin Streetを南へ下がった

Medical Center、ライス大学、そしてMuseum Districtあたりに馴染みが薄い

かも知れませんが、是非とも足を運んでいただきたい場所です。中でも日

本庭園は市の観光案内でBest Tenの一つに入っていることをご存知ない

方が多いと思います。 

 ハーマンパークの日本庭園は、1992年に日米両国民の永遠の友情のシ

ンボルとして建設、開園されました。それに先立ち、1990年に当時の海部

首相がヒューストンで開催されたG7会議に出席され、建設中の日本庭園

に日本政府として東屋を寄贈することを発表され、さらに1991年には秋篠

宮殿下のご臨席のもと鍬入れ式が行われました。建設資金の大半は日米

両コミュニティが折半で募金し、日本側は当時の日本商工会が中心となっ

て貢献されました。そして出来上がった日本庭園ですが、その後の運営を

Ownerである市が行い、日本側の参画が途絶えたこともあって次第にアメリ

カ化し、日本庭園としての風格が失われ始めました。そこで、2006年に調

査を始め、2007年に日本庭園改修工事プロジェクトをスタートしましたが、

グレーターヒューストン日本人会、ヒューストン日本商工会、日米協会そし

てヒューストン日系米人会支部の４団体が結束してこれを支えています。同

時に、Hermann Park Conservancy (管理委員会)の中にJapanese Garden 

Advisory Committeeが設けられ、日系団体と市のParks & Recreation De-

partmentやHerman Park Conservancyとの意見交換、提案の場所となって

います。 

 改修工事は、毎年春先に日本から造園家（デザイナー）や庭師を招聘

し、オリジナルデザインを変えない前提で行われ、今や日本庭園本来の風

格を取り戻し、さらに一層美化を図る作業が続けられています。例えば、黒

松の剪定等、当地作業員に対する指導も毎回行っていますが、こちらはな

かなか思うにまかせません。 

 今年も2月中旬から10日間ほど2名の庭師を迎える準備をしており、昨年

来こなしてきた数十項目に亘る宿題の成果を見ていただくこと、黒松を始

め主な樹木の剪定をしてもらい、又、茶庭の水の流れ、ししおどしの修理

等、山ほどの仕事が待っています。 

 最後に、春を待つ日本庭園の様子をご紹介します。2012年に、米国への

桜寄贈100周年を記念して日本政府からいただいた桜の若木20本を含め

約40本の桜も順調に成長しており、昨年姉妹都市千葉市から送られた大

賀ハスも、今年は開花するのではないかと期待されています。ツツジ、サザ

ンカ、紅梅、メキシコ白梅、藤、そして百日紅（サルスベリ）、桜やレッドバッ

ド等、日本より2ヶ月ほど早く、2月から3月にかけて一斉に開花します。もっ

とも、毎年冬の気温の状態で植物は機敏に反応しますので、半月、一月と

ずれることもあります。今年は、時期が来れば開花情報をお届けできれば

と思っています。            

 （Hermann Park Conservancy理事  南 邦夫） 

ハーマンパークの日本庭園 
写真：Hermann Park Conservancy  ウェブサイトより 

http://ameilog.com/
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勃起障害は生活習慣病の一つ？   

Gulf    Stream 4 Gulf    Stream 9 

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

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の中井克也先生から泌尿器科がご専門の竹内尚史先生にバトンが移りました。 

 皆様、初めまして。M.D. Anderson Cancer Centerで膀胱癌の研究をして

おります竹内尚史と申します。日本では、泌尿器科専門医、がん治療認定

医として、日常診療に携わっておりました。これまでのBack numberですで

に泌尿器科領域については数多くの記事が掲載されており今回は男性に

とっては身近でありながら、あまりその実態を知られていない勃起障害

（Erectile Dysfunction、 ED）のお話をさせていただきます。 

 EDとは、勃起がまったく起こらないケースに限らず、硬さが不十分、勃起

状態が維持出来ないなど、満足な性交が行えるだけの勃起が得られない

状態全般を指します。つまり「ときどき元気がない」という場合も含め、本人

が勃起に満足を得られない場合もEDとして治療の対象になります。 

 EDの原因には大きく心因性と器質性に分けられますが、意外な事実で

すが実は器質性の原因の主なもののひとつは血管の障害であり、最もか

かりやすい生活習慣病という面を持っています。生活習慣病というと糖尿

病、高血圧症、心筋梗塞、高脂血症、脳梗塞といったものがあがりますが

これらは病気は体内の一酸化窒素（NO）が減少し動脈が硬化する病気で

す。心臓の動脈が硬化すれば心筋梗塞となり、脳の動脈が硬化すれば脳

梗塞となります。同様に陰茎の動脈が硬化することによって起こる病気が

EDです。心筋梗塞を引き起こす動脈の太さが3～4mm、脳梗塞を引き起こ

す動脈の太さが5～7mmであるのに対してEDを引き起こす動脈の太さは1

～2mm程度です。つまり動脈硬化による症状は最初にもっとも細くデリ

ケートな陰茎の血管の変調つまりEDとなって現れてきます。これらは脳卒

中や高血圧の患者の多くはEDを患っていることが極めて多く、その後に循

環器疾患や脳血管病変が多く発生しているという報告に合致しています。 
 

EDのメカニズム 

 勃起の状態は一種の充血です。陰茎の筋肉と血管が緩まり拡張しそこに

血液が流れ込みます。その際に血管を緩める役割を果たすのがNOです。

NOの分泌量が減少すると十分に拡張できなかったり長時間維持できなく

なったりします。そのNOは血管内皮から分泌されます。血管内皮が障害さ

れると血管内からNO生産が減少し、動脈硬化が起こりEDへとつながりま

す。 

 

EDの原因となるストレスの正体 

 EDの原因となる2つのストレスがあります。ひとつは仕事の悩みやプレッ

シャーなどの我々がストレスといって想像し易い心因性ストレスです。心因

性ストレスが交感神経を活性化させると持続的な興奮や緊張をもたらし、

勃起しにくい状態となりEDの原因になります。もうひとつのストレスの正

体は酸化ストレス(後述)です。 
 

メタボリック症候群とED 

 内臓脂肪が原因で脂質異常や糖尿病を引き起こすことをメタボリック症

候群といいますが、この病気もまたEDと大きく関わっています。内臓脂

肪は活性酸素を産生し活性酸素は体内の抗酸化物質で消去されます

が、活性酸素の量が多すぎて分解しきれないと体内に残ります。この状

態を酸化ストレスと呼びます。酸化ストレスの高い状態では血管や神経、

筋肉を損傷し、血管を損傷すると生活習慣病の原因となります。内臓脂

肪が過剰な活性酸素を産生し、酸化ストレスが高まり、血管の機能が損

なわれ、勃起しにくくなる。それがメタボリック症候群とEDの関係です。 

 

うつ病とED 

 うつ病もまたEDと大きなかかわりがあります。うつ病の原因も2つのストレ

スであります。心因性ストレスにより交感神経が活性化され緊張状態が続

くとうつ状態の原因となります。また酸化ストレスの高い状態はNOが減少

し、それによって脳の神経細胞の情報処理のスピードが落ちます。これ

もうつの原因となりEDの原因と共通しています。 

 

加齢とED 

 テストステロンという男性ホルモンは筋肉を増強する作用や精神活動を

活発にする作用がありますがNOを供給して血管を保つ作用もあります。

したがって加齢などにより男性ホルモンが減るとEDの原因となります。 

 

ED治療薬 

 現在のED治療薬の基本的目的はNOの働きを正常化させることであり

ます。NOが血管の細胞（血管平滑筋細胞）の中にはいるとサイクリック

GMPという化学物質が合成されます。サイクリックGMPは血管や筋肉に

働いて弛緩させ勃起を起こします。勃起の治療薬は正式にはPDE5阻害

薬といい、PDE5はサイクリックGMPを分解する酵素の名称です。サイク

リックGMPがPDE5によって分解されるのを阻害することによりサイクリック

GMPの働きを改善し、勃起を正常化させる治療薬です。またPDE阻害薬

にはそのほかにNOの分泌量自体も高める働きもあります。 

 

ED治療薬の他の病気への効果 

 頻尿はみなさんに馴染み深い症状と思いますが、頻尿の原因のひとつ

は交感神経の活性化であり、もうひとつの原因がNOの減少であります。

つまり頻尿とEDの原因は同じであり、ED治療薬が頻尿にも効果あったと

いう事例も多く、最近ではED治療薬のひとつが排尿障害の改善薬として

も販売されました。またPDE5阻害薬には長時間PDE5酵素を阻害するも

のがあります。この作用が血管内皮の状態を良くし、血管の機能を回復

したり、健康な状態を維持する働きがあるとの報告があり、これは男性の

アンチエイジングにもつながっていきます。 

 

 EDは全身の血管障害の中でいちばん初めに起こるもののひとつで、

かつ他の兆候と違い自分でもハッキリわかり、パートナーも気づくことが

できます。早めに血管の変調に気づいた段階で生活習慣病の初期段階

である可能性を考え行動を起こすことは、脳梗塞や心筋梗塞の予防など

の10年後の健康を守ることにつながります。 

 次回は消化器外科がご専門の大塚先生です。 

 大塚先生はヒューストンに同じ時期に来て、アパートも同じでご飯やイベント

に行くときなどに度々ご一緒させていただいております。相談にもいろいろ

乗っていただき、この話を頂いたときは次は大塚先生しかいないと思っており

ました。とても知見の豊富な先生であり、次回のお話も楽しみです。  

1. 決まらない政治とオバマ大統領の支持率 

 1月20日のオバマ大統領の一般教書演説で

は、かつてのオバマらしさ（強気さ）が戻ってきた

ように思えた。大統領就任直後は70%近くの支

持率があったオバマであるが、その後徐々に低

下し、2013年12月には40%を下回った。その後

も前ブッシュ（息子）大統領の二期目とほぼ同水

準の40%台で推移していたが、昨年11月の中

間選挙後、回復傾向が見え始めてきている。オ

バマ大統領の任期は残り2年となり、もはや失う

ものが無いというのも強気でいられる要因の一

つである。 

 第113議会の法案成立数は296件と戦後最低を記録し、他の大統領時の約

1/3になった。この「決まらない政治」の背景の1つは、民主党のリベラル化と

共和党の保守化が進み、それが「ねじれ」議会によって表出したことで、法案

成立のプロセスにたどりつけていないことがある。また、大統領の運営にも問

題がある。メディア対策か本心かは分からないが、オバマ大統領が共和党に

対して挑戦的であり、議論で相手を遣り込める姿勢が対立要因の一つとも

なっている。議会の「ねじれ」は珍しくはないが、停滞感がある。 

 

2. 民主党と共和党の支持基盤の違い 

 民主党は黒人やマイノリティ、若者を含む多様な支持基盤があるのに対し、

共和党は、45歳以上の白人男性で高所得者という、以前からの支持基盤に

止まっている。各党の支持層が考える政策課題の優先順位を見ても、どちら

もトップは経済であるが、その後は、民主党支持層は教育や貧困に注目する

のに対し、共和党支持層はテロ対策や国防をより重視している。また、民主

党支持層では10番以内に銃規制が入るが、共和党支持層には見られない。

各党の政策としては、民主党は教育への介入を主張するのに対し、共和党

は減税と規制緩和による雇用の創出を目指している。移民問題も民主党と共

和党で意見が割れている課題である。  
 

3. 2014年中間選挙と、2016年以降の連邦議会の動向 

 2014年の中間選挙では、上院で共和党が議席を45から54に伸ばし、多数

党が逆転した。改選議席は民主党21、共和党15だったから、元々民主党に

不利ではあった。共和党勝利の要因として考えられるのは、①中間選挙は現

政権の信任投票の意味合いが強く、オバマ大統領への支持の低さが表出し

たこと、また、②中間選挙の傾向として、投票率が低下して共和党に有利な

有権者層の比率が高くなる傾向があること、そして、③共和党の主流派から

候補者が出たことで、共和党がより幅広い支持を得ることができた、という点

が挙げられる。2010年のように、共和党から茶会運動派（Tea Party）と言われ

る右寄りの候補者が出ていたら、結果は違ったと思う。 

 中間選挙の結果、共和党が上下両院を押さえたのでねじれは解消された

が、それで議会が円滑に運営されるかといえば、そうはならない。理由は、今

回の中間選挙が幅広い民意を反映しているとはいえないからである。中間選

挙の投票率は36.2%と1942年以来の最低であり、同時に行われた住民投票

では、リベラル色の強い提案が通っていることからもわかる通り、共和党の保

守政策に反対している人も多い。 

  

4. 共和党の主流派対茶会運動派について 

茶会運動派（Tea Party）は、かつての米国を取り戻そうという右寄りの勢力

で、英国の植民地時代に茶葉の課税に反対してヒーローになった集団の名

前を名乗っている。米国政治では、中道は欧州よりも右に近く、常により右へ

向かう勢力が出てくる傾向がある。レーガン政権時代には「Moral Majority」と

呼ばれる新興宗教勢力が登場して、右派勢力と目されるようになった。茶

会運動派はこの動きと似ているが、大きな違いは突出したリーダーがいな

いという点である。言い換えれば、茶会運動派は、米国の保守的草の根運

動なのである。実は、オバマ大統領の誕生時も同様に、リベラル派による草

の根運動が背景にあった。米国政治の特色としてみると、政治上の表現は

違うが、茶会運動派もリベラル派も、背景に草の根運動があるという共通点

が存在している。 

  

5. 2016年以降の選挙情勢 

 上院は、2016年以降、少なくとも今後2回は多数派が毎回変わると思われ

る。2016年の改選議席は、共和党24、民主党10と共和党が多いため、共

和党は防衛に回ることとなる。逆に、2018年は民主党25、共和党8なので、

共和党有利となる。他方、下院の共和党優位は変わらない。選挙区は、

2010年の国勢調査を元に、各州で州議会の過半数を占める勢力が自分に

有利になるように区割りを決定(ゲリマンダー)する。この区割りは2020年ま

で維持されるので、共和党の強い州が多い現状では、下院は共和党有利

となる。従って、2016年は再び上下両院でねじれが起きるとみられる。 

 

6. 2016年の大統領選挙について 

 民主党はヒラリー・クリントンへの支持が圧倒的である。本人は既に選挙

対策人を指名した。出馬表明は春先と見られる。注目度の高さから、若者

やマイノリティの支持が高い。2番手にウォーレン（上院議員、マサチュー

セッツ州）がいる。本人は寄付窓口を作っていないので出馬する気がなさ

そうに見えるが、出馬すれば女性やリベラル層の票を奪われるので、ヒラ

リー・クリントンにとっては、いやな動きになる。 

 他方、共和党はどんな候補者を出してくるかが注目される。ジェブ・ブッ

シュ（弟、元フロリダ州知事）はメディアが注目している。2番手のミット・ロム

ニー（元マサチューセッツ州知事）は、夢は大統領になることであり、資金

力もあるので真剣に出馬を考えている。ブッシュにとっては、選挙資金の提

供元をロムニーに押さえられるのは痛い。選挙アドバイザーの入れ替わりも

激しい。3番手のライアン（下院予算委員長）は出馬しない。4番手のランド・

ポール（上院議員、ケンタッキー州）は、政治的には「小さな政府」を主張し

ながら、貧困は悪いことでマリファナは合法だと社会的にはリベラルな主張

をして、ミレニアム世代（20代～30代前半）へのPRを図っている。5番手のク

リス・クリスティ（ニュージャージー州知事）はジョージ・ワシントン橋のゲート

を意図的に閉めた弱点があるが、共和党内ではポピュラーである。 

 中間選挙と大統領選挙では、投票率も、投票する有権者層も違う。投票

率は、2012年の大統領選挙では58.2%、2014年の中間選挙では36.2%で、

22ポイントもの差がある。有権者層も、大統領選挙では若者やマイノリティ

が投票に向かう。2012年のオバマ大統領は多様な層から支持を得たが、

共和党は45歳以上の白人が支持層であった。今後の票田はマイノリティに

ある。選挙組織（マシーン）としては、民主党がマイノリティをうまく取り込ん

でいる。他方、共和党は州知事の経験者を多数抱えていて、大統領候補

のリソースが多い。 

 

7. 第114議会の政策とアジェンダ 

 第114議会では、党派をまとめる統率力だけで無く、債務上限引き上げ

等、基本的な立法機能が試される。いくつかの法案については共和党保

守派の反対が予想されるが、他方で一定数の民主党票も必要になり、何

名の民主党議員が共和党支持に回るかが鍵となる。 

 2015年に注目される政策アジェンダとしては、格差問題、移民政策、医

療保険、Keystone XLパイプライン、環境政策、外交政策、日米関係、等が

 本記事は、商工会主催で1月22日にUnited Way Community Resource Center で開催さ

れた題記講演会の内容を、講師のご了解を得て編集したものです。（編集部） 

米国三菱商事会社  

柳原 恒彦氏  

米国中間選挙と 

今後の米国政治の行方  

Business Seminar  

 
 現University of Texas MD Anderson Cancer Center Postdoctral Fellow  

 竹内 尚史  

 5年間滞在しているワシントンDCから見た米国政治の実情及

び今後の展望を、いくつかの項目に沿って説明する。 
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 2015年1月17日、恒例のヒューストン日本語補習校新年

もちつき大会が開催されました。新年にもちをつくのは、つ

いたもちをお供え物として捧げるためであり、つまり鏡もち

を作るという説と、正月の家事を楽にするため保存食にな

るもちを作るという説もあります。うんちくはさておき、もちつ

き大会は、早朝に職員室に運営委員と応援の方々が集合

し、手分けしてもちつきの道 

具、もち米60kg、配膳道具などを厨房に運ぶことから始ま

りました。9時からの幼稚園児のもちつきに間に合うように、

カフェテリアではPTAのお母さん方を中心に、試食用の

テーブルや補助用の４機の全自動もちつき機などの設置

に大忙しです。厨房では、前日に浸しておいたもち米をト

レーにひき、次々と蒸し器に投入していきました。9時前に

宇宙飛行士の若田さんと、もちつき担当の保護者ボラン

ティアの方々が到着し、つき手と返し手に分かれ、2台の臼

でもちつきが開始されました。 

 9時になると、先生に引率された幼稚園児が元気よく、興

味深げな顔でやって来ました。お父さん達の指導のもと、

体ぐらいの大きさの杵を「ヨイショ、ヨイショ」と振り下ろし、も

ちつきを体験しました。笑顔の子や神妙な表情の子もい

て、子供達の周りにはシャッターチャンスを狙っている保護

者が見受けられました。できあがったもちは、PTAの担当

者がすぐにカフェテリアの試食コーナーに持ち運び、待機

しているお母さん方ボランティアによって瞬く間に、きなこ、

あんこ、のり醤油のおもち3種を完成させていきます。つき

ヒューストン補習校 

 

餅つき大会 

たてのおもちを食べている子供達の笑顔は最高で、大変満足そうです。続いて小学生

の部が始まり、15分ピッチで各学年が入れ替わる様相となってきました。最初は、蒸した

もち米が硬くて、おはぎのようなもちになりましたが、徐々に蒸時間と蒸し器に投入する

最適なトレー数の相関関係を把握す

ることにより、より良い蒸し具合のもち

米を、つき担当に提供することが可

能となりました。 

 小学生が終わり、次は中高生の出

番です。力があるせいか、もちをつく

音が軽快になっていき、ペースがど

んどん上がっていきます。臼に投入

するもち米量を2倍にして、用意した

もち米を全て使い切るよう配慮しま

す。高校生となると大人顔負けの力

強さでもちがつかれます。ボランティ

アのお父さん達も声をかけ合ってリズ

ムよくもちを仕上げていきます。終盤

で2台ある蒸し器のうち1台が故障し

たり、蒸しあがったもち米を保温して

いる最中に焦げるハプニングが発生

しましたが、12時半前にはもちつき大

会が無事終了しました。参加者全

員、思い思いに楽しめたもちつき大

会となりました。 

 もち米をはじめ、たくさんの食材を

ご提供頂いた日販大道の荻原様、多

数の杵を手入れくださった望月様、

運営に携わって頂いたPTA役員、ご

父兄ボランティアの方々など、大会の

準備運営にご協力頂きました皆様に

厚く御礼申し上げます。 

         （補習校運営委員会） 
 

Q  A  ＋ 

ヒューストン 

日本語補習校 

教員 

募集中 

 今年で43年を迎えるヒューストン日

本語補習校では、今後児童生徒の

増加が見込まれるため、現在教員を

募集中です。  

  そこで第1回は、補習校としてどの

様な方に教員になっていただきたい

かを、山崎校長先生にお聞きしまし

た。第2回からは、現場の教員の方

に登場していただき、職場としての

補習校について、教員の立場からの

体験や思いをお伝えしてまいりま

す。  

  これを読んで、ひとりでも多くの魅

力ある先生が仲間に加わってくださ

れば幸いです。第4回目となる今回

は、デイリー裕子先生 にお聞きしま

した。  

ても刺激になったのでこの企画は、次年度も続

けましょうという言葉をいただいたことに手ごたえ

を感じました。 

 季節ごとに、俳句、詩に挑戦させています。小

学2年生で、俳句を作れるのかと思われるかもし

れませんが、「五・七・五」のリズムに合わせて短

い文作りをしてみましょうというと、指をおりなが

ら、言葉探しをして意外と楽しいことのようです。 

Q. 補習校での、教員としてのやりがいや喜びを

感じた経験を教えてください。 

A. 今年は、「音読劇」を試みました。週1回の補

習校ですので、できる範囲で工夫してやってみ

ようと思いました。何よりも子供達がやる気満々

でした。ある程度場面設定をすると、子供達は、

知恵をしぼりながら劇の世界を自分たちで作りあ

げていきます。 

 結果は、大成功でした。 

 「先生、またやろう！」、作文には「音読劇が、

こんなに面白いものとは知らなかった。」という感

想がありました。子供達からもらった「新しい発

見」であり、喜びを感じました。 

Q. 補習校で大変だったことを教えてください。

また、それをどのようにして乗り越えましたか？ 

A. 子供との向き合い方です。 

 子供達と接する中で、いつもとちょっと表情が

違う、行動が違うと感じることがあります。頭で判

断するよりも、子供の気持ちを瞬間的に感じ、受

け入れ対応するということはとても難しいもので

す。そのためには、その日の子供一人一人の様

子をよく見て、「共感カメラ目線」でいられる感受

性を磨かなけばならないと強く思いました。 

 共感カメラ目線で見ることを意識して、子供の

心を感じとる、声かけをすることで、子供に寄り添

うことができます。 

Q. これから応募される方へのメッセージをお願

いいたします。 

A. 教えるとなると、敷居が高いものですね。子

供達は、いろいろなことを発信してきます。それ

を受けとめた時、次々とアイデアが浮かんできま

す。教えるという壁をはらい、互いに学び合おう

という環境であれば、活気ある教室が生まれ、楽

しい授業ができ、やりがいのある教員生活になる

ことと思います。 

デイリー裕子 先生 

勤務年数： 1年8ヶ月  

ビザの種類：グリーンカード 

Q. 補習校に勤められたきっ

かけはどのようなことですか？ 

A. 人材派遣先の面接で、担

当の方から「あなたは、補習校

の先生に適任だと思います。」

と言われ、ポンと背中を押され

たように家路に帰ったことを覚

えています。それまで行ってき

た、現地の子供達に、茶道や

華道を通して微力ながらも日

本の文化を紹介する活動の中

で、なんらかの形で人と関わる

仕事をしたいと思い教員の応

募をしました。 

Q. どのような教員になりたいと思っていますか？ 

A. その場に応じた“ほめ言葉”のできる先生です。 

 私たち大人は、子どもの心がうれしくなるような言葉かけ

を、積極的に、しかも子どもの心に届くように投げかけている

でしょうか。“ほめる”、“うれしくなるような言葉”を届けること

で、子供達は、笑顔で生き生きとし、自信を持ち成績も伸び

ていきます。  

 子供ひとりひとりのよさを知り、褒め、そのよさを発揮できる

ように導いてゆきたいものです。 

Q. 現在、何を教えていらっしゃいますか？ 

A. 小学2年生、国語、算数、合科です。 

 補習校は、「生活科」や「音楽」を設けていませんので、合

科の時間に、季節ごとの日本の行事について・リコーダー・

読み聞かせ・ノート指導などを行っています。 

Q. 補習校で勤務を始めて、期待どおりだったことと意外

だったことは何ですか？ 

A. 昨年2月、進級前に先輩3年生の「社会科」の授業の見

学を企画しました。3年生から社会科の学習が始まるので、

どのような授業か見せておきたかったのです。まさに、“百聞

は一見にしかず”でした。3年生の先生からは、3年生にとっ

ヒューストン日米協会 

Japanese Language Program 

日本語インストラクター説明会を行います 

 「日本語教師はどういう仕事なのか」「教えるのに資格は必要なのか」「日本語

を教えることは難しいのか」「英語が話せなくても日本語を教えられるのか」など、皆

さまの疑問にお答えいたします。 

 日本語インストラクターにご興味がある方は、是非ご参加ください。 

 

日 時：   3月10日（火）午前10時半〜12時 

会 場：   The Japan-America Society of Houston 

                4543 Post Oak Place Dr., Suite 220 Houston, TX 77027 
               Telephone: (713) 963-0121 

申し込み：   日本語プログラムコーディネーター 吉田yyoshida@jas-hou.orgまで  

        Emailにてお申し込みください。   

 

会員消息会員消息  ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞  

★よろしく！～新規入会です  
●正個人会員入会 

・Chubu Electric Power Company USA Inc.          南川 博*  

・Kuraray America, Inc.                                 藤純市（美智子） 

・Mitsubishi Corporation (Americas)             小原康平 

・Toshiba International Corp.                    澤野正幸（由衣子） 

 *先月号の誤植を訂正しお詫び申し上げます。 

●配偶者登録 

・Mitsubishi Corporation (Americas)           前田真里/小宮康子        

・Mitsubishi International Corporation           岩元恵利佳        

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

●正個人会員退会 

・INPEX CORPORATION           米林英治 

・Marubeni America Corporation      伊藤優（呉尚真）/山口聖矢 

・Toshiba International Corp.          岡田吉弘（高子） 

・Yokogawa Corp. of America        山田裕（昇子） 

●名簿修正   ～ 誤植を訂正しお詫び申し上げます  

・Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc.   釘宮智樹  （正）T.Kugimiya@mitsui.com 

■お悔やみ申し上げます  
・Nissan Chemical America Corporation    堀賢一様ご令室 優子様 *  

1月20日（日本時間） ご逝去 

*優子様は、生前ショーイングジャパンの活動でご活躍くださいました。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.misaki.rdy.jp%2Fillust%2Fwaku%2Fhon%2F4%2Fsozaitext%2F102.htm&ei=qj99VI_eGIqpNojkgLgG&bvm=bv.80642063,d.eXY&psig=AFQjCNH-6kViAOvZw9qW3eRGX
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 学生時代には大型自動二輪免許を取得し、ハー

レーダビッドソンにまたがり、寝袋一つで北海道

ツーリングに出かけ、OL時代はバックパッカーでく

るくると世界各地に出向いていた私にとって、駐在

生活は毎日が天国のようです。初めての駐在先は

シンガポール。2010年に当時1歳の息子と入星しま

した。シンガポールは多種多様性のある国。旅行

を趣味とする私は、そんなシンガポールが大好き

でした。 

 駐妻のヒューストン日記  
 

第125回 小柳由紀子さん 

 引越荷物を片付けると、まず大きな地図を購入し

て眺めます。それだけでドキドキワクワクしてしまう

のですが、もちろんそれだけでは収まらず、1歳の

息子を車に乗せ、二人でシンガポール中廻りまし

た。当然国境ウッドランドを超え、マレーシアへもよ

く行きました。旅の情報は現地で仕入れるので、土

地の方とのふれあいや一期一会も大好きです。 

そんなあるとき、アメリカ転勤の話が舞い込みまし

た。地球の裏側テキサス。ウッドランドからウッドラン

ズへ。何かに呼ばれているような気がしまし

た。 

 2013年、初夏のウッドランズは空が抜ける

ように青く、緑が隆々として、水も豊かな美し

い街でした。テキサスというと広大で乾いた

大地、牛とカウボーイくらいしかイメージでき

なかった私は、予想とは大きく異なるこの街

に、たちまち愛着を感じました。また、世界

一家賃の高い都市の高層マンション一室か

ら、家賃補助が半分になったにもかかわら

ず広い庭付きの一軒家へ。短期間で世界

のダイバーシティも経験しました。 

 ウッドランズはヒューストンから30mileほど

北に位置する新興地区。高速道路は日々

拡大され、不動産価格は跳ね上がり、高級

百貨店も進出。外国人率も教育水準も高

く、ポリスも他地域の二倍規模で安心安全。

家の鍵を閉め忘れても、車庫を開けっ放し

に出かけても何も起こりません（笑）。 

 そんなドジの私ですが、新しい土地でまず

手をつけること。そうです、地図を入手し、次

の日から車で走りまくりです。一種の特技で

一度通った道は忘れません。きっと適職は

タクシードライバー？！緑道ばかりのウッド

ランズには多少てこずりましたが、3日目に

はクリア！シンガポールとほぼ同じ大きさ、

端 か ら 端 ま で30分 で 制 覇。そ し て 次 に

は…、そうです。アメリカ全土の大きな地図

を買い、うっとり眺めます。小さい子供と二人

で出かけるのは、無茶だ、危険だとの反対

をおしきり、アメリカ入国二ヵ月後にラスベガ

ス往復3000mile（約4800km）の旅を決行し
 

ました。行きも帰りも一週間ずつ、一日300 mileを心

がけ、天気と息子の様子、自分の体力を見計らいな

がら、その日その日に宿をとりました。東京-大阪間

を毎日走っているようなものなので、気力体力は超

重要。行きはI10をずっと走ります。刻々と変化する

天候、どこまでも続く広い大地、走っても走っても地

平線に消えていく道、目の前に広がる美しい神々し

い景色に包まれ、家族に友人に感謝しながら、神に

も感謝の祈りを捧げるような気持ちで運転しました。

こんな経験は二度とできないし、今を存分に生きて

いる実感をかみしめながら。帰りは別ルートで、セド

ナや化石の森国立公園、UFO Museumなどに寄り

道をしながら帰りました。 

 無事ウッドランドに戻ったときには、もう二度とロン

 

グドライブはしたくないと思いました。それなのに、昨

年11月にはトロントで1000mile、12月にはフロリダ往

復3000mile。いい加減走りすぎではないでしょうか。

アメリカはとにかく車が安い！ガソリンが安い！地球

環境のためには二酸化炭素排出量が気になります

が、遠慮なく車の運転ができます。駐妻は駐在が決

まったその瞬間からカウントダウンが始まります。後

悔しないためにも、テキサス生活を思う存分味わ

い、楽しみたいと思っています。  

By 
Kumiko 

No.83 

開催日時： 2015年1月21日（水）13:00～13:50 

開催場所： United Way of Greater Houston  Community Resource  
       Center Auditorium 

出 席 者： 名誉会長、名誉会員1名、常任委員35名、正会員3名、 

       事務局長 

司    会： 金子公亮幹事 

 

１．商工会会長挨拶 （髙杉禎会長） 

ヒューストン経済が好調な様子は、失業率、就業者数、人口、車の販売

数等、色々な経済指標に表れている。昨年10月以降に見られる原油価

格の急激な低下はアメリカだけでなく全世界にプラスの影響をもたらし

ているものの、エネルギー産業が中心のヒューストンにおいては懸念材

料ともなっており、今後の動きに引き続き注目していきたい。一方、商工

会も組織として急速に成長しており、リーマンショック後2012年までは総

会員数は400名台であったのが、2013年10月時点では520名、本日時

点では663名となっている。過去2年間において会員数は1.5倍に増加

し、団体会員数は100社に達した。このように組織が成長していくに伴

い、地域へのつながりや社会への貢献をさらに意識し、積極的に当地

における存在感を高めていきたいと考えている。今年の干支は未（羊）

で、羊はおとなしい印象があるが、「羊」という漢字に「羽」を付け加える

と「飛翔」の「翔」という字になる。どんな厳しい環境下においても、この

「翔」の気持ちで今年も取り組んでいきたい。会員の皆様には益々のご

支援ご協力をお願い申し上げる。 

２．総領事館連絡 （岩田慎也領事） 

①1月20日、「イスラム国」を称するテロ組織がインターネット上でシリア

で行方不明となっていた邦人とみられる人物2名の殺害を予告する動

画を配信した。今回の事案により、邦人がテロや誘拐のターゲットとなり

うることが改めて明らかになったと考えており、ヒューストン在住の邦人

の皆様方におかれても、より一層危機管理意識を持って頂くとともに適

切な安全対策を講じられるよう注意喚起させて頂きたい。また、当館で

は近日中に関係者の方に参加頂いて、安全対策連絡協議会を開催す

る予定である。 

②1月15日、公邸にて新年祝賀会を開催し、140名の方々にお越し頂

いた。ご参加頂いた皆様には、この場をお借りして御礼申し上げる。 

③今月末よりヒューストンのホロコースト博物館にて「我慢の芸術」展示

が開催されるにあたり、 本日の委員会にて、ズニガ同博物館事務局長

より同展示会等についてご説明頂くことになっている。 

３．2015年ジャパンフェスティバル関連 （鈴木一副会長） 

2015年4月18日（土）10:00-19:00と19日（日）10:00-17:00に ハ ー マ ン

パークに於いてフェスティバルが開催される予定。商工会は従来通り

「キッズ縁日」を担当する。会員企業の皆様には、寄付やボランティアに

ご協力頂きたい。詳細に関しては、後日決定次第、会員の皆様にメー

ルにて連絡する。今回、フェスティバルを主催する日米協会ではJustin 

Cooper氏を代表とする独立した非営利団体運営組織を設立し、プロの

イベントコーディネーターによる段取りやリスクマネージメントを行うこと

になっている。 

４．幹事報告 （金子公亮幹事） 

＊黒川淳二企画調査委員長選任について  

中溝丘企画調査委員長ご帰任のため、12月1日付で常任委員が後任

者の黒川淳二氏へ交代となった。これに伴い定款5条第3項に基づい

て、2014年11月20日の理事委員会にて黒川淳二氏が髙杉会長より新

企画調査委員長の任命を受けたことをここに報告する。 

５．会計報告 【承認事項】 （加藤信之会計幹事） 

＊Insurance Expense 予算額増額の件  

2014年9月時点で入手していた事務局長のInsuranceの暫定見積（月額

保険料1,625ドル）に基づいて、当初予算を25,000ドルとしていた。しか

し、11月に入手した最終見積では月額保険料1,832ドルとなり、期初予

算比2,500ドルの増加となることが判明したため、修正予算として27,500

ドルに増額することが昨年12月の理事委員会にて承認された。また、本

会では当該理事委員会の承認が過半数の票をもって追認された。 

６．委員会・部会報告 

①スポーツ委員会（金子公亮幹事： 薙野太一副会長兼スポーツ委員長代

理） 

＊2015年商工会ソフトボール大会関連 

既に事務局よりご案内が出状されている通り、他の行事の日程も確認した結

果、開催日は4月5日（日）、予備日を5月24日（日）と決定した。試合会場は、

例年通りSportsplexとなる。前回の委員会で仮予定としてご案内した予備日

（5月10日）は、ピクニックと重なっていた為、上記に変更した。表彰式には、

総領事のご予定も確認済みでご出席していただける予定である。 

＊第551回テキサス会「総領事杯」関連 

総領事のご都合を確認の上、開催日を4月26日（日）と確定した。今後、幹事

主担当の平田様（Japex社）より事務局を通して詳細のご案内を申し上げる予

定。参加呼びかけの他、賞品用の寄付のご協力もよろしくお願いしたい。 

②文化委員会 （藤井一彦文化委員長） 

＊商工会・日本人会共催ピクニック関連報告 

5月10日（土）Gordon Ranchにてピクニック開催が予定されているが、同会場

が改修工事中のため、工事がピクニック開催予定日までに終了しない場合

は会場の変更を検討する可能性がある。今年担当のピクニック幹事会社

は、新名簿の59番（Mitsubishi Corporation Americas）から82番（Sojitz Ener-

gy Venture, Inc.）までとなる。 2月下旬に第一回幹事会を予定しており、スケ

ジュール等詳細は追って連絡する。 

③企画調査委員会 （黒川淳二企画調査委員長）  

＊「米国中間選挙と今後の米国政治の行方」講演会開催案内 

本日、常任委員会終了後、午後2時15分より3時45分まで同会場にて講演会

が開催される。講師として、柳原恒彦氏（北米三菱商事上級副社長ワシント

ン事務所所長）をお迎えしている。事前にお申込みされていない方も、委員

会に引き続きぜひご参加いただきたい。 

７．事務局連絡 （小林浩子事務局長） 

①2014-2015版 商工会会員名簿関連報告 

新名簿は、昨年12月中旬に会員各位へ発送済み。万が一、受け取られてい

ない場合、記載内容に修正が必要な場合は、事務局までご連絡頂きたい。

また、追加の名簿が必要な場合も、事務局にて随時注文を受け付けてい

る。 

②会員消息 

本日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員622名（正団体会員数100

社）、準会員数32名で、総会員数は663名となっている。詳細については、

別項「会員消息」欄参照。今後の会員情報のアップデイトに関しては、先月

常任委員と関係者各位にお送りしたエクセルフォームにご記入の上、メール

にてご連絡頂きたい。正個人会員数が8名以上いる企業には、すでに名簿

に記載されているデータを入力済みのエクセルシートを送付してあるので、

そのフォームをご利用頂きたい。 

８．ホロコースト博物館連絡事項 （Kelly J. Zuniga事務局長） 

＊「我慢の芸術」展示及び杉原千畝氏を表彰する晩餐会について 

2015年1月29日から9月15日まで「我慢の芸術（The Art of Gaman）」の展示

会を開催する。この展示会は、第二次世界大戦中、1942年から1946年まで

日系アメリカ人が強制収容所の厳しい環境下で制作した美術工芸品を展示

するものである。また、4月30日には、Lyndon B. Johnson Moral Courage 

Award晩餐会が開催され、受賞者の一人として故杉原千畝氏が表彰される

ことになっており、ご遺族が本賞を受賞される予定である。これらの両イベン

トに関して、ご支援と寄付をぜひご検討頂きたい。 

＊髙岡総領事からの補足 

本件は戦後70周年であり、この機会に先の大戦で起こったこと、及びその後

の70年間にアメリカにおいてマイノリティーである日系アメリカ人とユダヤ人

が協力してきたことを想起するのは時宜に適ったことと思われる。また、安倍

総理が丁度昨日までイスラエルを訪問したところであり、日イスラエル関係も

今後強化されるものと思われるところ、そのような観点からも米国ユダヤ人社

会との協力は有意義であろう。 
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February 21-22  Lunar New Year @ Viet 
Hoa Center 8388 W. Sam Houston Parkway 
South Every year the Chinese Community 
Center hosts the premier event in Southwest 
Houston, the Lunar New Year Festival. The 
Lunar New Year Festival is a market place of 
family fun, Chinese cultural awareness, com-
munity outreach, and business promotion. 
http://lunarnewyearhouston.com 
 
February 26-28 World's Championship Bar

-B-Que Contest＠Reliance Center ヒュース

トニアンが大スキなバーベキュー。本場の味

を体験してみませんか？チケット15ドル【大人

13歳以上】子供5ドル【3歳から13歳まで】
http://www.rodeohouston.com/Events/
WorldsChampionshipBarBQue.aspx 
 
March 3-22 Houston Livestock Show and 

Rodeo@ Reliance Center  これを見逃したら

テキサス人から笑われてしまうかもしれな

い！？ ヒューストン始まって以来の大イベン

ト！今年はどんな有名人が来るのでしょう？

一日中カウボーイになってみませんか？？ 

編  集  後  記 
 

 補習校の先生募集中の記事、今月はディ

リー先生に寄稿頂きました。小学校2年生のク

ラスで、週1回の限られた時間に、3年生の社

会科の授業見学、俳句作り、音読劇と、いろ

いろなアイデア授業をしておられるそうです。

また、お子さんの気持ちを瞬間的に感じ取っ

て対応するために、「共感カメラ目線」を意識

しておられるそうです。 

 さて、商工会では、1月22日、ワシントンから

見た米国の政治動向について柳原様にご講

演頂きました。上院の多数派が今後2回は入

れ替わる可能性があること、オバマ大統領の

誕生も共和党の茶会運動派も、背景に米国

の草の根運動があること、オバマ大統領がプ

レス発表に頻繁に出てくること等、ニュースだ

けでは得られない情報を頂きました。その内

容を今月号に掲載しましたので、ご興味のあ

る方は是非ご覧下さい。 

  ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

 1月15日、在ヒューストン日本国総領事公邸にて、新年会が開催されました。ヒュー

ストン日本商工会から、髙杉会長を含め、役員、特命理事、常設委員長・部会長、常

任委員、補習校校長・運営委員会運営委員等多くの会員にご参加いただいたのを

始め、約140名の出席者が新年を祝いました。 

 冒頭、髙岡総領事が、「ここヒューストンを含むテキサス、オクラホマ全体がアメリカ経

済のけん引役として、昨年に引き続き力強い経済成長を続けている。総領事館として

は、日本企業、在留邦人の皆さまがより活発に活動できるよう職務に邁進する所存で

あり、引き続きご協力賜りたい」旨新年の挨拶を述べました。その後、髙杉会長からご

挨拶をいただき、松村グレーターヒューストン日本人会会長のご発声による乾杯が行

われ、2015年の無事安全と各界の益々の発展が祈願されました。 

詳 し く は こ ち ら の サ イ ト ま で。http://

www.rodeohouston.com/Tickets 

その他 

2015年 商工会ソフトボール大会開催のお知らせ 

ジャパンフェスティバル 
 

 第22回Japan Festival は、4月18日（土）10:00-19:00、4月19日（日）10:00-17:00にHermann Parkで開催予定です。

Japan Festivalは、毎年2万人以上の来場者を迎えるヒューストンでも有数の大イベントです。ヒューストン日本商工会

は、本年もキッズ縁日の運営を担当します。毎年商工会の会員、ご家族の皆様にはボランティアとしてご参加いただ

き、大活躍いただいております。本年も、ご参加ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。  

 なお、喘息についての記事を連載頂いている

小川先生からは、新刊「アメリカでお医者さんに

かかるときの本」をご紹介を頂きました。米国の

医療の仕組みを分かりやすく解説しているだけ

でなく、例えば「米国には『人間ドック』は無い」

といった日米の違いに触れた説明もあります。こ

の本は、近日中に三水会センターや領事館に

配架されるそうです。 

 引き続き、ガルフストリームを宜しくお願い申し

上げます。（白木 秀明） 

 今年度の商工会ソフトボール大会も前年度と同様、

ピクニックとは別の日に開催されることが決定しまし

た。この大会はHouston Sportsplexの6面をフルに

使っての一日開催となります。 

 

開催月日：2015年4月5日（日）＜雨天の場合は5月24

日に順延＞   

開催場所：Houston Sportsplex （12631 S. Main St., 

Houston, TX 77085） 

www.houstonsportsplex.com  

 毎年熱戦が繰り広げられるソフトボール大会です。

ご家族やお知り合いとご一緒に観戦・応援を宜しくお

願いします。さて、今年度の大会はどんな試合展開と

なるか乞うご期待！ 

 

 

http://www.rodeohouston.com/Events/WorldsChampionshipBarBQue.aspx
http://www.rodeohouston.com/Events/WorldsChampionshipBarBQue.aspx
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