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 東京への異動に伴いまし

て、6月9日を以て 商工会会

長を離任致しました。 

 会員の皆様、日本総領事

館様ならびに理事メンバー

の皆様には弊職在任中は

ひとかたならぬご支援を頂

き 有 難 うご ざ いまし た。ま

た、任期半ばで離任するこ

ととなってしまい、理事メン

バーはじめ皆様にはご迷惑

をお掛けして申し訳ありません。 

 弊員、商工会役員としては在任3年間でございましたが、石油価格の変動

による産業への大きな影響に始まり、商工会会長を拝命した本年はト

ランプ政権の発足により今後さらにいろいろな変化が待ち構えるとい

う、時間を経て振り返れば激動の最中にいたことを実感するだろうと思

います。 

 その様ななかにあっても、当商工会はGreaterヒューストンの成長や産

業構造の多様化に合わせた形で会員数、補習校の生徒数も変わらず

増加の向きにあり、 その存在意義も同時に高まっています。折しも本

会計年度で創設50周年の節目も迎えられますが、これを契機に、更に

飛躍されること信じてやみません。個人的には、弊員50歳となり商工会

と「同じ歳」だった丈に、ご準備を進められている50周年記念イベントを

ヒューストンでお祝い出来ないことが残念ですが、沢山の方のご出席と

祝意を得て大成功を収められます様、心よりお祈り申し上げます。 

 最後となりますが、在任中にお知り合いになれた皆様とのご縁をこれ

からも大事に引き続きお付き合い下されば幸甚です（弊帰任先の仕事

柄ヒューストンには出張で度々伺います!!）。どうぞ宜敷くお願い致しま

す。                                   

薙野 太一 

左：薙野前会長 右：髙杉新会長 

 毎年恒例の日本商工会・日本人会共催のピクニックを5月28日（日）

にJones Creek Ranch で開催いたしました。 

 昨年は雨天のため中止となったこともあり、今回も直前まで天気が心

配されておりましたが、みなさんの願いが天に通じたのか、無事に“二

年越し”のピクニックを開催することができました。当日は、922名という

大勢の方々にご参加いただき、盛大なピクニックとなりました。 

 参加者の皆様にはバーベキューやスポーツ等で親睦を深めていただ

き、また、サックレースやゲームコーナーも多くの方々にお楽しみいた

だきました。ゲームコーナーについては今年から新しく加わったゲーム

もあり、子供だけでなく親子で一緒に楽しむ姿が見られました。お子様

向けバウンシングアトラクションや動物園についても例年通りの人気

で、元気な子供たちの歓声が響き渡っていました。 

 午後の閉会式では、天野総領事にご挨拶いただき、その後サックレース

の年代別結果発表ならびに表彰式が行われました。また、メインイベントの

ラッフル抽選につきましては、日本往復航空券2枚を含む過去最多の500

点以上の豪華賞品が用意され、ユナイテッド航空の赤松様の名司会の下、

抽選クジが引かれるたびに大きな歓声が上がり、会場は大変な盛り上がり

を見せました。 

 最後になりますが、幹事としてご尽力いただいた会員企業ならびに日本

人会の皆様、当日の運営をお手伝い下さったボランティアの皆様、そして

ラッフル抽選の賞品をご提供いただいた協賛者の皆様など、多くの方々か

ら多大なるご協力を賜りました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

（文責：ヒューストン日本商工会 文化委員会）  

１０...テキサスメディカル最前線 

１１...第2回ガルフ川柳結果発表 

１２...知っとん・告知・編集後記 

→7ページに続く 

天野総領事 

左から：髙杉新会長、山下副会長兼文化委員長 

           薙野前会長  
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平成28（2016-2017）年度 6月度 商工会理事委員会 議事録  

会員限定 
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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。  

 TOP Groupは1992年創立以来「人をつくる。会社をつくる。社会（コ

ミュニティー）をつくる。」をモットーに日系企業の皆様へ人材紹介と人

事コンサルティングのサービスを提供しています。現在は本社ニュー

ヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、（メキシコの）メキシコシティー

とレオン、モントレー、また東京を併せて世界の7事務所から、人材市

場やそのコンプライアンスに対応しながら、人材発掘や人選と育成を

中心とした国際総合人材サービスをご提供。今年25年を迎えました

TOP Group  

野々村 智代 さん 

が、今後もサービスの原点である「仕事の質に妥協はない」という、TOP スタ

ンダードを守り続けていく覚悟です。 

（人をつくる）優秀な人材採用ができれば、組織は安定・繁栄します。 

（会社をつくる）優良企業がよりよいサービスや製品を提供できます。 

（社会をつくる）優良企業の優良商品やサービスにより、コニュニティーは繁

栄し次世代を作ります。 

 TOP Groupは国境や人種・宗教を超えて次世代へ続くコミュニティー繁栄

のため貢献します。企業運命を左右するとともに、全ての組織の基礎でもあ

る人材の採用、投資、育成を、TOPグループは世界ベースで応援いたしま

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。 

 「ヒューストンは広大、また人々は紳士的で外部の人にも親切で優しく、そ

してステーキが美味しい。」というのが第一印象です。ドライバーはマナーが

よく、雨の中でも運転が上手ですね。テキサスとの縁があり、2005年のカト

リーナの惨事の際には前日まで滞在していたので、募金を行い、その後も

復興を応援するプログラムに参加しました。また愛犬（ヨーキー）さくらはサン

アントニオ出身です。 

 

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。 

 趣味は旅行とスポーツです。好奇心旺盛なので色々なところに時間を見

つけては出かけ、特に国立公園は何年もかけて一つ一つ制覇中。最近は

緑ときれいな空気のある山で森林浴、デトックス・リラックスに行くのが一番の

楽しみです。森林浴兼ハイキングは犬のためにもいいのか、さくらも健康そ

のものです。また小学生の頃からスポーツをしていたので体力に自信がある

とはいえ、年々衰える筋力と柔軟性を保つために週末はホットヨガ、そして4

年前から始めたゴルフを練習。ゴルフは他のスポーツと違ってなかなか上手

にならず、それゆえ奥が深い精神スポーツと啓蒙しながらも苦戦中です。 

 是非ヒューストンの皆様のお仲間に入れていただけるよう頑張って練習に

励みたいと思います。  

前列向かって左から4人目が野々村さん 

会員消息 ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞ 

会員限定 
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2017年 第2回 の 宇 宙 セ ミ

ナーでは、「未来を拓く『きぼう』

のトビラ」と題して、今年の12月

頃から国際宇宙ステーションで

の長期滞在を予定している金

井宣茂（かないのりしげ）宇宙

飛行士による講演会を行いまし

た。会場となったヒューストン日

本語補習校では、当日は天気

にも恵まれ、4年生以上の生徒

さんと140名以上の大人の方々に参加いただきました。 

講演ではまず、国際宇宙ステーションにおける宇宙飛行士の重要な仕事の

一つとして、宇宙ステーション補給機「こうのとり」（HTV）等により届いた科学実

験機器を「きぼう」日本実験棟内に設置し、操作やサンプルの交換、修理を行

うことが紹介されました。特に今回の講演では最近の科学実験の内容にフォー

カスして、昨年の大西宇宙飛行士の長期滞在期間中に行われた実験の中から

いくつかを紹介しました。 

一つ目として、昨年大きな話題となった、ねずみ飼育実験が紹介されまし

た。この実験では「きぼう」に設置した飼育装置内で30日間過ごしたねずみを

世界で初めて生きたまま地上に帰し、微小重量環境下でねずみの体にどのよ

うな変化が起こったのかを調べることに成功しました。この実験装置は、遠心力

を用いた擬似重力発生機能を備えており、「微小重力環境」と「地上と同じ重力

環境」の2つの条件を同時に作ることができるため、複数のねずみにそれぞれ

異なる重力環境を与えて比較する実験が可能です。また、ねずみが微小重力

状態でも快適に過ごすことができるよう、エサや水を与える仕組みや内部を清

潔に保つための仕組みが紹介されました。実験を考えたり、実験装置の運用を

行ったりする地上の科学者や管制官の手となり、足となり、目となって装置の設

置やメンテナンス、サンプルの交換等を行うことが、宇宙における宇宙飛行士

の大切な役割の一つです。宇宙で過ごすねずみの様子も紹介され、微小重力

環境下で頑張って水を飲むねずみの様子に会場からも笑いが起こりました。最

後にこの実験の結果、微小重力環境下で30日間過ごしたねずみの骨の密度

や筋肉の量は、重力環境下に比べ、急速に低下したことが分かったことや、宇

宙から帰ってきたねずみの子供が産まれ、元気に育っていることが紹介されま

した。 

二つ目として、タンパク質の結晶生成実験が紹介されました。タンパク質は

体を作る大事な物質です。対流のない宇宙空間では重力環境下に比べ、均

質で大きなタンパク質を生成することができ、その構造を調べることで、新薬や

人工血液、新たな触媒の開発に貢献できると期待されています。ビデオ映

像も交えながら、ボールペンの芯ほどのたくさんの細い管の中に入れられ

たサンプルを一度に処理することで、異なる種類の結晶を同時に作ることが

できる効率的な仕組みが紹介されました。 

三つ目として、静電浮遊炉が紹介されました。融点の高い物質を浮かせ

て溶かす実験です。地上では加熱用の容器から不純物が溶け込んでしま

い純粋な特性を調べることが困難ですが、微小重力環境下では、容器を用

いずに浮かせた状態でサンプルを溶かして調べることができます。ビデオ

では、静電浮遊炉の大きくて複雑な構造が紹介されました。複雑な装置を

宇宙で組み立てることも宇宙飛行士に求められる能力であるため、プラモ

デルが好きな子や手先が器用な子は宇宙飛行士に向いているかもしれま

せん。 

次に小型衛星放出実験が紹介されました。この実験では一辺が10cm程

しかないとても小さな衛星が「きぼう」のエアロックとロボットアームを用いて、

バネによる押し出し機能を備えた装置から宇宙空間に放出される様子が紹

介されました。この方法では、一般的なロケットから直接放出する方式に比

べ、コストを抑え、比較的短時間で衛星を作ることができ、放出前に宇宙飛

行士による動作確認や修理等が行えるなどの大きな利点があるため、手軽

な宇宙利用につながっています。また、この実験ではブラジルやフィリピン

などの海外機関が開発した衛星の放出も行っており、これまで宇宙利用の

機会が少なかった国の宇宙利用促進に日本が貢献しています。 

質問タイムでは、全ての質

問に答えられないほどの数多

くの方に挙手を頂きました。

「宇宙ステーションの時刻はど

こに合わせているの?」「宇宙

実験に参加したねずみにも選

抜試験があったの?」「地上に

戻ってきたばかりの宇宙飛行

士が上手く歩けないのは、骨

や筋肉の衰えが原因なの?」

などとても鋭いご質問を多数

頂きました。 

講演の最後には、金井飛行士と参加者のみなさまで集合写真を撮影し

ました。その写真を紹介します。 

JAXAでは、今回講演を行った金井宣茂飛行士の2017年12月頃からの

ISS滞在に向けた準備状況を下記のホームページやツイッターでも紹介し

ています。また、「きぼう」日本実験棟を利用したいと考えている方のための

きぼう利用ネットワークのホームページやヒューストン駐在員事務所の

Facebookページも開設しています。ぜひご覧いただき、みなさんも宇宙を

身近に感じて頂ければ幸いです。 
 

 例年、多くの商工会員の皆様に参加いただいている宇宙セミナーを

今年度も引き続き開催しています。今年度の第2回宇宙セミナーは 

2017年6月10日（土）に開催しました。 

第２回 第２回 第２回    

宇宙セミナーの開催宇宙セミナーの開催宇宙セミナーの開催   

◆金井飛行士の準備状況：http://iss.jaxa.jp/astro/kanai/ 

◆金井さんツイッター：@Astro_Kanai 

◆きぼう利用ネットワーク： 
  http://iss.jaxa.jp/kiboexp/participation/community/ 

◆ヒューストン駐在員事務所Facebook： 

    https://www.facebook.com/jaxaHouston/ 

金井飛行士と参加者のみなさま 
(Photograph by Alex Brogan) 

4 
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Launching into the next 50 years in partnership with Houston 
 
  ヒューストン日本商工会では創立50周年を記念して下記のコンサートを開催致します。日本のみならず世界を舞台に活躍する若手ヴァイオリニスト

五嶋龍氏をメインゲストにお迎えし、Houston Civic Symphonyとの共演が実現します。料金、お申込み方法等詳細は、次号以降にお知らせ致します。 

 

 日 時： 平成29（2017）年11月11日（土） 
      5:45-6:45pm Pre-Concert Entertainment by Houston Ballet & Showing Japan 

      7:00-9:30pm Concert （チャイコフスキーヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品35）by Houston Civic Symphony & Ryu Goto 

 場 所：  University of Houston Moores Opera House 

 お問合わせ： 商工会事務局 Tel： (281) 493-1512  Email： sansuikai@jbahouston.org 

© E.Miyoshi 

 

 日本でピアノ教師をしていた私は、夫の駐在で2012年にヒューストンに

やってきました。駐妻としての生活に加え思いがけず体験できた音楽の課

外活動について、僭越ながらここで少しご紹介したいと思います。 

  こちらに来て1年が経つ頃、友人に誘われUnited Methodist Churchのアン

サンブルやオーケストラのピアノを手伝うようになりました。初めは英語も満

足に話せず、ディレクターともうまくコミュニケーションが取れず、ひたすらピ

アノを弾くのみでした。しかし慣れない日本人の私にたくさんの言葉をかけ

てくれ、茶目っ気たっぷりのアメリカ人と数々のイベントやパーティーなどで

一緒に演奏するうちに徐々に信頼関係ができ、心を通わせられる仲間が出

来てきたように思います。彼らは一部プロを除き本職は会社員や弁護士、

医師など様々ですが、年に数回あるオーケストラやシンフォニックバンドのコ

ンサートでは教会のサンクチュアリで400人以上の観客が入る賑やかなコン

サートになります。曲はアメリカの古き良き時代のブルースやジャズ、ロック

やミュージカル、映画音楽などで練習は夜や週末など忙しいですが心豊か

な体験を味わっています。 

 2つめはクラリネット奏者の佐々木麻衣子さんに声をかけていただきホーム

コンサートやCDのレコーディングをご一緒したことです。CDはMidiを使いド

ラムやパーカッションの音を入れクラリネットとピアノをメインにジャズや映画

音楽等の曲を録音しました。13〜14曲収録しこの夏に完成予定です。  

 3つめは昨夏に私の恩師であるピアニストの平田真

希子さんにお誘いを受け、有名なタングルウッド音楽

祭 の 開 催 さ れ る 街 、Lenox,MAで 毎 年 開 か れ る

ArtsAhimsa Music Festivalという音楽祭に参加でき

たことです。 この音楽祭はFacultyとStudentが夏に8

日間、室内楽のリハーサルを行ない最後に演奏会で

披露するというものでした。NＹやボストン等から来た

一流演奏家や作曲家、指揮者と演奏や食事を共に

しながら音楽にどっぷり浸った時間は私にとってとて

も貴重な体験で今夏も参加予定です。 

 以上、私の場合は音楽が媒体となりましたが、ここ

ならではの世界に足を踏み入れてみるとアメリカの懐

の深さを体験できるかもしれません。皆さんもご自分ならではの課外活動

を始めてみませんか？  

＜黒丸 陽子＞ 

 

#15  Music  

左から黒丸さん、佐々木さん、平田さん 

11/11 
（土） 

Save the Date!  
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   5月28日(日)にヒューストン日本商工会・日本人会共催で、毎

年恒例のピクニックが開催された。昨年は前夜の大雨の為、

中止なり今年は2年越しのピクニックであった。今年も昨年同

様、雨天の懸念があったが、幸いに天候にも恵まれ、合計900

名以上が参加した。各グループ・企業ごとにそれぞれ趣向を

凝らしたBBQが盛況に行われた。 

  日本人会では在ヒューストン総領事館、JAXA、岩谷産業、JETRO、ANAの団体が合流し約100名

の大所帯となった。共同で朝8時ごろから会場の設置、テント作りを行い、ステーキ・焼きおにぎり・焼

きそば・たこ焼き等を煙まみれになりながらBBQを行った。大所帯ながら和気藹々に共同作業を行

い普段接触がない方々とも一体感が増していった。 

  当日のメインの食事はボランティアの皆さんが事前に下拵えの準備をしてくれていた。レストラン経

由で仕入れた60ポンドの「高級リブアイステーキ」、前日からガーリックで下味をつけた「ネギ塩チキ

ン」、ヒューストンで最も美味しい「つくね」のBBQや恒例の焼きそば、みそと醤油の「焼きおにぎり」は

非常に好評であった。岩谷産業のたこ焼きコンロでの「本場の大阪たこ焼き」は外カリカリで中はトロ

リに出来上がり、冷ましながら食べていた。 

   2017年5月24日、ダイキン工業株式会社の米国子会社であるグッド

マン社は、ヒューストン近郊のウォーラー市にて、「ダイキン・テキサ

ス・テクノロージーパーク（DTTP）」の開所式を行いました。当日は快

晴に恵まれ、政治家、地元政財界、日系企業、現地販売店、ビジネスパート

ナーなど全米・日本から約400名にご出席いただき、晴れやかな開所式を開催

することが出来ました。式典では、福田康夫元首相、エミットハリス郡判事、尾池

全権公使など各代表からお祝いのスピーチをいただき、ダイキン工業からウォー

ラー郡市長に公園建設費用の寄付金贈呈が行われました。同日夜には、従業

員やその家族、地域住民を対象にした野外イベントも開催しました。和太鼓グ

ループやカントリーミュージシャンによるステージ演奏、書道などの日本文化体

験、屋台の設置を行い、総勢4500名に来場いただき、沢山のお喜びの声をいた

だきました。 
 

  ダイキン工業は空調機器及びフッ素化学の製造・販売を主たる事業とする会

社で、世界でもエアコンと冷媒ガスを併せ持つ、唯一の空調メーカーです。2017

年度は売上高で約2兆1900億円、営業利益で約2430億円を計画しています。

当社は、インバーターやヒートポンプ、新冷媒など世界最先端の環境技術を保

有し、環境先進企業として世界各国でビジネスを展開してきました。この十数年はグローバル化を大きく進め、

現在世界150ヶ国以上に事業展開し、海外売上比率は7割以上、グループ従業員は67000人を超え、うち8割

が海外で働いています。グッドマン社は米国最大の住宅空調メーカーで、2012年にダイキン工業が37億ドル

（約2,960億円）で買収しました。今後も米国内で持続的に成長し、2020年の米国市場での売り上げは4,809百

万ドルを計画しています。 
 

  新拠点「ダイキン・テキサス・テクノロージーパーク」は住宅用や業務用空調機、暖房機器など米国で販売す

る商品を生産する、ダイキングループ最大の拠点です。投資額は約4億5千万ドル。延床面積は東京ドーム約8

個分で、全米でボーイング社のシアトル工場に次ぐ2番目の大きさを誇ります。グッドマン社の既存4工場、物流

拠点を統合し、体験型ショールームを設置するなど営業やマーケティング機能も集約します。新工場の従業員

数は現在約6000人で、19年3月末までに8000人規模になる見通しです。新工場では、生産量の変動に即応で

きるモジュール設備や、生産進捗を自動管理するIoT技術などの最新技術を導入し、圧倒的な品質力、コスト

力、供給力を目指します。また、R&D部門の拡大も行い、商品開発体制を強化し、米国のお客様に喜んでい

ただける空調システムを生み出していきます。 
 

  加えて、ダイキン工業は、北米市場に根付いた持続的な成長をめざし、テキサス州、及び地域の発展に貢献

していきたいと思います。国際非営利法人ハビタット・フォー・ヒューマニティ（住宅支援活動団体）とパートナー

ショップを組み、支援が必要なご家族の、家を持つという夢の実現のお手伝いを行ったり、ウォーラー市で当社

での就労希望者を募集し採用活動を行うなど、地域社会・活動への参画や支援を行っています。また、近隣の

ウォーラー高校と連携し、高校の「ものづくりカリキュラム」の一環で教師や生徒に冷媒配管施工（ろう付け）技

能の指導を行ったり、本年度から新たにホームステイプログラムを開始し、今年は4名の生徒と教師が日本を訪

問し、ダイキン工業従業員宅に滞在し日本文化を体験する予定です。  
 

  今後は、空調発祥の地、空調最大市場である、ここ米国から新たな空調文化を世界に発信し、米国での投資

と雇用の創出を続け、良き企業市民として地域社会・従業員と共に、成長・発展して参りたいと思います。 

(文責：グッドマン社 狭間彩珠) 

  

（ダイキン工業） 

ヒューストン新拠点が誕生 

従業員400名の集合写真 

野外イベント来場者 

ディナーでの鏡割り 

  日本人会の綿菓子器による「綿菓子」は多くのピクニック参加者へ配布し子どもたちの長蛇の列が

できていた。 

  各グループでの食事が終わったころ、2枚の日本往復航空券、ルンバやティファニーの豪華景品・

ギフト券などが当たる抽選会も行われ、大きな盛り上がりのうちに閉会を迎えた。 

  日本人会では今後もヒューストンの日本人コミュニティーが楽しく参加できるイベントを数多く企画し

ているので是非参加されることを期待している。 

 （文責：グレーターヒューストン日本人会）  

グレーターヒューストン 

日本人会 

撮影：Kinjo Yonemoto 

ラッフル風景 

United賞当選者 ANA賞当選者 

サックレース優勝者 

フェイスペインティング 

サックレース 

ポニーライド 

ペッティング・ズー 

ゲームコーナー 
バウンシング・アトラクション 
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 米国には「自由の女神」を始め、世界10位となる23ヶ所の世界遺産

（自然遺産12件、文化遺産10件、複合遺産1件）があります（自然遺

産登録数は同率世界1位）。自然遺産の多くは国立公園であり、文化

遺産の多くは先住民に関するものが多いですが、今回はその中で

も、ヒューストンに近い6つの世界遺産をご紹介します。 国立公園を

訪問する際は是非、公園内での宿泊を!! 

1．サン・アントニオ・ミッションズ （テキサス州サンアントニオ） 

 米国の中で最も近年

に登録された開拓時代

のミッション（伝道所）施

設4つと、関連の遺跡1

つによって構成されてい

る文化遺産である。世界

遺産とはいえ、今でも礼

拝に使用されており、

1720年 に 設 立 さ れ た

（1930年代に当時の姿

に修復）ミッションが、現

在も礼拝の場所として使

用されている光景は一見の価値あり。ヒューストンから車で2時間半と、最も

手軽に訪問できる。 

 

2．カールズバッド洞窟群国立公園 （ニューメキシコ州エディ） 

 ペルム紀の化石礁が

あるカールズバッド洞窟

と、多数の洞窟を保存す

るために設立された公

園である。また、夕方に

は洞窟から飛び出してく

るメキシコ・オヒキコウモリ

の大群を観られることで

も有名。この公園では地

下へ下る際、1時間掛け

て徒歩で下るか、エレ

ベータで下るかを選択でき、観光し易い造りとなっている。ロズウェル事件

でも有名な街、ロズウェルが最も近い空港（空港から車で1時間半）。 

 

3．プエブロ・デ・タオス （ニューメキシコ州タオス） 

 世界文化遺産プエブ

ロ ・ デ ・ タ オ ス（ 英 名 ：  

Taos Pueblo）は、10世

紀頃に移り住んできた

先住民のブエブロ族が

今も住み続けている集

落である。サンタフェ空

港から車で１時間半程

で到着するが、道中は

非常に良い景色が見ら

れる。遺産そのものに加

え、街はレストランのみ

ならずガソリンスタンドと

いった施設まで、ブエブ

ロ族の家（日干し煉瓦を泥で塗り固めた建築技法）に似せた造りとなって

おり、面白い街並を楽しめる。 

4．チャコ文化国立歴史公園 （ニューメキシコ州アルバカーキ近郊） 

 ニューメキシコ州アル

バカーキ空港から3時間

程運転すると、チャコ文

化国立歴史公園（チャ

コ・キャニオン）へ到着。

住居跡地等の遺跡郡を

含めた公園全体が、前

述のプエブロ族（および

ホピ族）にとって神聖な

先祖の土地である。雄

大な自然も合わせて観

光でき、一石二鳥の公

園となっている。一方

で、観光客は少ないた

め観光もし易い。公園へ向かう途中には、野生のロバが道路を悠然と渡っ

ている姿を目撃する等、グランドキャニオンを彷彿とさせる景色が広がって

いる。 

 

5．メサ・ヴェルデ国立公園 （コロラド州デュランゴ近郊） 

 コロラド州南西部に位

置する世界文化遺産で

ある。こちらもプエブロ

族の集落跡地である。メ

サ・ヴェルデはスペイン

語で「緑の大地」を意味

し、文字通り、雄大な自

然に囲まれた土地に集

落跡地をみることができ

る。集落跡地は、そのほ

ぼ全てが崖の中腹に設

置しており、数も多く、見ごたえがある。デュランゴ空港から車で１時間程。 

 

6．グランド・キャニオン （アリゾナ州北西部） 

 コロラド高原がコロラド

川の浸食作用によって

削られてできた峡谷で

あり、地球の歴史である

地層の重なりをその目

で見ることができる。そ

の景色は、感動を覚え

るほど雄大で、あまりの

大きさに絵画や写真を

見ているような感覚に陥る。また、グランド・キャニオンから更に車で2時間

半掛かるが、馬の蹄鉄のような形に蛇行しているコロラド川の一部である、

ホースシュー・ベンドは是非合わせて訪問したい場所である。 

 

  11ヵ月間の社内研修プログラムの中で、アラバマ（3ヶ月間）、シカゴ（5ヶ

月間）、ヒューストン（3ヶ月間）の米国3拠点に在籍しながら、昨年5月から

本年2月までの10ヶ月間で、米国の世界遺産全23ヶ所を制覇しました。米

国世界遺産巡りを始めたきっかけは、米国内においてもあまり取り上げら

れることがなく、日本からの観光ではまず訪れることのない土地を訪れるこ

とで、短期間であっても現地でしか知り得ない米国文化に触れることができ

るのではないか、と考えたためです。具体的な数値目標があることにより、

全てを研修期間中に回るというモチベーションが生まれました。みなさんも

挑戦してみませんか。                               

 （杉原壮留  JX Nippon Oil & Energy USA Inc.） 

出典元： http://whc.unesco.org/en/list/492   

出典元：  https://ja.wikipedia.org/wiki/ 
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-New Open- 
 

■Chengdu Taste  
(9896 Bellaire Blvd. Ste A, Houston, TX 77036) 

“アメリカNo.1の四川料理”と定評のある L.A発の四川レストラ

ンが、去る5月9日チャイナタウンに待望のオープン。アメリカで

最も権威のあるフードライターのジョナサン・ゴールドが選ぶ

L.A トップ25レストランの中にもランクインした話題店。 
www.yelp.com/biz/chengdu-taste-alhambra 
 

■Okome Don  
(9938 Bellaire Blvd. Ste B1, Houston, TX77036) 

全米で大人気のハワイ定番メニュー「ポキ丼」レストランが、5月

末チャイナタウンにオープン。ポキ丼はハワイで“みじん切り”

を意味し、マグロや鮭などの切り身に、野菜などを混ぜて食べ

るハワイ版の「海鮮丼」。厳選した地域食材のみを使用してい

る。 
https://okomedon.com 
 

■Roka Akor  
(2929 Weslayan St., Houston, TX 77027) 

米ミッシェランガイドの「トップ10ステーキレストラン」にランクイン

する他、数々のアワード歴を誇る高級炉端焼きレストラン「ロカ 

アコア」が、スコッツデール、シカゴ、サンフランシスコに続き6

月末当地にオープン。6,500sftの店内には 寿司バーやカクテ

ルバー、個室、屋外のパティオなどを完備。炭火を使った炉端

焼きを中心に、寿司や刺身など豊富な和風料理が楽しめる。 

www.rokaakor.com/houston 
 

-Event- 
 

■July 19 G-Dragon 2017 World Tour  
@Toyota Centre(1510 Polk St., Houston, TX77002)  

アジアを超えて世界的に大活躍する、K-POPグループ 「BIGBAND」のリーダーで

ボーカリストであるG-DRAGONの全米ソロツアー。ファッションセンスなど独特なス

タイルは、日本の芸能人の間でも注目の的。グラマラスで壮大なパフォーマンスは

必見！チケット：$65.50〜$219 

www.houstontoyotacenter.com/events/detail/g-dragon 
 

■Aug 15〜20 Bodyguard National Tour  

@ The Hobby Centre (800 Bagby St., Houston, TX 77002) 

故ホイットニー·ヒューストンとケビン·コスナーが主演し、驚異的なヒットを飛ばした映

画「ボディガード」のミュージカル版。主役のレイチェル役はカナダの歌姫デボラ·

コックスが務める。大ヒット曲「I Will Always Love You」ほか、ホイットニーの数々の

名曲が楽しめる。チケット：$30〜$125 

www.thehobbycenter.org/?q=node/1700 
 

■August 19 Ed Sheeran 
@Toyota Centre(1510 Polk St., Houston, TX77002)  

グラミー賞受賞の天才シンガーソングライターである エド・シーレンのヒューストン

公演。 2ndアルバム「X」の爆発的ヒットに続き、今年3月にリリースした3rdアルバム

「Divide」も大好評。チケット：$39.50〜$99.50 
www.houstontoyotacenter.com/events/detail/edsheeran 
 

■ 〜Oct 1 Paint the Revolution: Mexican Modernism 1910-1950 

@The Museum of Fine Arts, Houston (1001 Bissonnet St., Houston, TX 77005) 

伝統的な産業や社会問題を背景に、1910〜1950年の半世紀の間にメキシコで誕

生した現代アートの数々。フリーダ・カーロやホセ・クレメンテ・オロスコ、ディエゴ・リ

ビエラなど、強烈な個性を持つメキシコの作家たちによる約175点の作品を展示。 

入場料：$15(大人)$7.50（13〜18歳）12歳以下は無料 

 

第154回 古田 利香  さん 

やってきます。騒然とした様子を見て大変なこ

とをしてしまった、と気付きました。その後は室

内の清掃やペンキの塗り替えのために2週間

はホテルで暮らし、自宅に戻ってからもキッチ

ンが使えるようになるまでの1ヶ月半の間カセッ

トコンロで料理をすることになりましたが、何日

も作業が開始されないうえに進捗を聞いても返

事は曖昧、といったのんびりしたアメリカ式の対

応に、自分が悪いのは分かっていても、もどか

しさを感じずにはいられませんでした。そんな

中、火事を起こした直後にお弁当を作って頂

いたり、快く洗濯機を貸してくれたり、家でご飯

を食べさせてくれたりした周囲の方々の温かさ

に救われたことは忘れられません。感謝の気

持ちを忘れず、どなたか困っている場合には

今度は私がお役に立ちたいと思っています。 

 次に最近の日常についてです。我が

家には8歳の長男ともうじき2歳になる長

女がいます。息子は平日に3回サッカー

クラブで練習、土曜日は補習校の友達と

練習、日曜日は対外試合とサッカー三昧

の日々を送っています。本人はサッカー

が大好きで頑張っているし、夫も息子の

試合の応援が楽しくて仕方ないようなの

で、送迎は楽ではないものの出来るだけ

のことはしてあげようと思っています。英

語が全く話せなかった息子ですが、今で

はサッカーチームや現地校のお友達の

家に遊びに行ったり、ダイナモやロケッツ

の試合を観戦しに出かけたりと楽しんで

いて頼もしく感じます。生後間もなくこちらにやっ

てきた娘は幸い大きな病気にかかることもなく、最

近では少しずつ言葉を話すようになってきて周囲

に愛敬をふりまいて

います。私 も色々 な

お店に友達とランチ

に 出 か け た りESLに

通ったりして充実した

毎 日 を 送 っ て い ま

す。先日友人に「まだ

1年 半 な ん て 良 い

なぁ。3年目が一番楽

しいよ！」と言われ、

これからの生活がま

すます楽しみです。 

 

駐妻のヒューストン日記 

皆さんも色々なハプニングを経験されている

かもしれませんが、私もアメリカに来てすぐに日

本では考えられないようなトラブルに見舞われま

した。 

渡米後たったの2週間で自宅アパートの駐車

場で車を擦り、日本ではぶつけたことなんてな

かったのにと凹みました。夫には「家の駐車場で

車ぶつける人多いから。怪我がなくて良かった

よ。」と慰められたのですが、数日後、今度は夫

がこれまたアパートの駐車場で派手に車のドア

を擦り、私が慰める立場に。運転に自信を持っ

ていた夫は夜も眠れないほどのショックを受けて

いました。 

それから1カ月ほどが過ぎたある日、「ビーッ、

ビーッ、ビーッ」とけたたましいサイレンが鳴り、

びっくりした私を更に驚かせたのは、フライパン

からボワっと上がる火柱！！油を熱しながら廃

油剤を探している間に、発火してしまったので

す。瞬く間に炎は上のマイクロウェーブとキャビ

ネットへと広がっていきます。何とか自力で消火

した頃、バタバタとメンテナンスの男性が入って

きて避難するように指示されました。生後5ヶ月の

娘を抱えて外に出ると、既にたくさんのアパート

の住人が道路に避難しており、次々に消防車が

9 
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胆道に入って感染を起こし、石ができます。一方、コレステロール結石は、胆

汁のコレステロール濃度が高いときや胆嚢の機能が低下したとき(胃切除後

や妊娠など)にできます。胆石の頻度は10人に1人と高いですが、ほとんどが

症状のない無症候性胆石症です。健康診断や人間ドッグなどで、腹部エコー

をしたときに、「胆石がありますね～」と初めて見つかることもしばしばありま

す。この胆石が胆嚢の中で、漂っているだけでは特に害はないのですが、胆

嚢の出口や、胆管に詰まった時(嵌頓)は、胆汁が流出できなくなり、胆道内

圧が亢進し、痛み、発熱、黄疸などの症状が表れます。痛みの部位は、右肋

骨の下辺りやみぞおち辺りですが、初期症状として、背部の違和感を言われ

る方もいます。治療ですが、胆嚢は食事により刺激されるため、絶食が必要で

す。また、抗生剤の点滴も不可欠ですので、入院して治療を行います。基本

的には、保存的治療と外科的治療の2種類があり、胆石の場所、大きさ、症状

の経過に寄り、治療を選択します。抗生剤による治療が効かないときには、急

速に敗血症に移行することがあり、意識障害、ショック状態となり、最悪の場合

は死に至るケースもあるため、緊急手術を行います。こういったことから、無症

候性胆石症の状態なら経過観察でも大丈夫ですが、胆石症による症状が一

度でも出現したことがあるケースは、手術を勧めます。手術に関しては、腹腔

鏡での手術が一般的で、お腹に3～4ヶ所(1ヶ所でする施設もあります)の小

切開で可能ですので、開腹手術に比べ傷も目立たず痛みも少ないです。し

かし、炎症が高度な場合は腹腔鏡よりも開腹手術の方が、安全に手術できる

ため、開腹手術を選択します。胆嚢自体は、体から無くなっても特に大きな問

題はないため、術後の生活は手術前と変わりません。 

 

③尿路結石： 

 尿路結石とは、腎臓、尿管に出来る結石で、結石の構成成分は、全結石の

90%はシュウ酸カルシウムやリン酸カルシウムなどのカルシウム結石です。原

因としては、尿の停滞、感染や食事の偏食(動物性蛋白質、砂糖、牛乳な

ど)、水分摂取量不足などです。日本人の生涯罹患率は約15%で、中年男性

に多い疾患です。30～40歳代の男性に多く発症するのも、仕事中に尿を我

慢したり、水分摂取が充分でなかったりといった原因に合致します。外科医も

手術中は排尿できないため、多くの先輩方が経験していました。また、肥満や

糖尿病と合併することが多いことも知られています。症状は、結石が腎臓にあ

るとほとんど無症状ですが、尿管へ落ちて尿流が停滞すると、腰背部痛が出

現します。尿管結石の約3割は痛みを伴わないと言われていますが、激烈な

痛み(疝痛)を伴うケースが多く、陰部や大腿内側に放散する痛みになります。

尿管結石が膀胱まで落下した場合は、急性膀胱炎と同様の排尿時痛や血尿

を来たします。治療ですが、10mm未満の結石は自然排石されるので、水分

摂取と鎮痛剤、排石剤、利尿剤で保存的治療を行います。1ヶ月の内服治療

後も排石が期待できない時は、体外衝撃波結石破砕術(ESWL)か経尿道的

結石砕石術(TUL)などの治療を行います。ESWLは全ての尿路結石が治療

対象となりますが、膀胱結石は保険適用外になります(日本での話ですが)。

TULは、大きな結石に対しての治療成績については、ESWLより優れている

結果が報告されていますが、TULは経尿道的に治療するため入院と麻酔を

必要とし、ESWLは無麻酔、外来治療が可能であるという違いがあります。尿

路結石は5年で半数が再発するので、再発予防が重要です。再発予防の基

本は水分摂取(1日2L以上)、肥満防止、食生活の改善です。 

 

 以上簡単に説明させて頂きましたが、いずれも日常生活や食習慣の改善で

予防可能ですので、皆様の健康の一助となれば幸いです。 

 

第153回 

体の中に出来る“石”のお話  

 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。 

 前回の井上彬先生から消化器外科ご専門の大久保啓史先生にバトンが移りました。  

MD Anderson Cancer Center: Visiting Scientist, 鹿児島大学消化器外科   

大久保 啓史    

 次回は、MD Anderson Cancer Centerの同じビルディングで研究されてい

る、笹野智之先生です。大阪大学の産婦人科から来られ、優しい表情と大阪

人のアクティブさを持ち併せた非常に魅力的な先生です。 

 皆様初めまして。昨年12月からMD Anderson Cancer Center に留学していま

す、大久保啓史と申します。鹿児島大学では胃を中心に消化管を専門とした

外科医として働いていました。こちらに来て、約半年になりますが、出身地の鹿

児島より熱い日差しに、夏が乗り切れるか不安なこの頃です。 

 さて、本日私がさせて頂くのは、体に出来る石のお話です。石と言っても土壌

に転がっている石とは、もちろん違う成分になっています。では、どのような石

が出来るのかからご説明していきます。 

 代表的なものを言うと、膵石、胆石、尿路結石といったものが挙げられます。 

 これらについて、順に、性状、原因、症状、治療についてお話していきます。 

 

①膵石： 

 お腹のほぼ中央、胃の後ろにあり、沈黙の臓器と言われる膵臓に出来る石の

ことです。性状は、炭酸カルシウムなどの硬い固まりで、特殊なものとしてタン

パク質成分が粘土状に固まったような柔らかいものもあります。原因は膵臓の

慢性的な炎症です。慢性膵炎と言いますが、これは、飲酒、高カロリー食など

が原因で、慢性膵炎と診断された方の約40%に膵石が形成されます。症状

は、慢性膵炎では約80%で腹痛が出現します。膵石症では、膵石が膵管内に

はまり込み、膵液の流出障害が起き、激しい上腹部痛、背部痛が現れますが、

症状のないケースもあります。慢性膵炎は膵癌の高危険群とされていますが、

膵石症からの膵癌発症は健常人の20～30倍といわれ、注意が必要です。膵

石症の治療は内服薬では結石は溶かせないため、十二指腸内視鏡や衝撃波

による治療を行います。十二指腸内視鏡は、十二指腸にある乳頭開口部という

ところを切り開いて石を排出します。膵石が大きい場合は、内視鏡の治療だけ

では困難で、体外衝撃波結石破砕術(ESWL)を併用しますが、ESWLは妊婦

には禁忌です。ESWLと内視鏡治療の併用で完全結石消失率は約70%で、

90%以上で症状は改善しますが、非奏功例や結石が充満しているケースや膵

管狭窄・膵仮性のう胞などの合併症があるケースは外科治療の対象となりま

す。外科手術は、炎症の強い部分を切除する膵切除術や膵管と小腸をつなぎ

合わせる膵管減圧術があります。 

 

②胆石： 

 胆道という胆汁の通り道にできる結石のことで、胆嚢にできたものは胆嚢結

石、総胆管にできたものは、総胆管結石、肝臓内にできたものは肝内結石と呼

びます。胆嚢結石が80%以上と大部分を占めます。性状は胆汁の主成分であ

るビリルビンやコレステロールですが、結石のできる要因は異なります。ビリル

ビン結石は、細菌感染が原因で、口腔内から消化管を通過し、十二指腸から
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皆様からご投稿いただきました第2回ガルフ川柳の結果をお届けします。 

 

 休み時間 

     男子は必ず 

      鬼ごっこ                 
                   ｂｙ まお 

解説：補習校の休み時間。男子はなんか単純だなっていつも思う。  

女子は鬼なんぞ信じてないからね。 

 

 追い風か 

     いや悪夢かも 

            新政権                  
        ｂｙ 行く先不明 

解説：トランプ政策は我が社にとってチャンス到来となるのか！？  

ハリケーンもかなわない？！ 

 

 わが敵は 

     しみ・しわ・しらがの 

           3Cｓ  
                    by 中年ミックス 

解説： 裸眼ならぼやけて美しいのに、コンタクトをつけて鏡で自分を

見ると恐ろしい。悔しいが歳には勝てないのだろうか。 

 

加えて「脂肪」… 

 

 よく育ち 

     テキサスサイズだ 

           子も親も   
                by元ジャパニーズサイズ 

解説： ジャンクフード天国をエンジョイした後にふと気がつけば、 

「大きいことはいいことだ」というテキサスのモットーを見事に体現！ 

 

日本人が細すぎると言い聞かせる毎日 

 

 ツイッター 

     つぶやく前に 

           考えよう  
                        by 一般市民 

解説：これって社会人の常識？ いや、子供にも教えています。  

Covfefe（笑） 

第3回 ガルフ川柳募集！！ 
 

 ガルフストリームでは、「あるある～」と思わずうなずいてしまうアメリカ生

活での何気ない一コマを題材としたユニークな川柳を募集しています。 

お一人様何句でもどうぞ。たくさんのご応募お待ちしております。 

 

賞：商工会会長賞、ガルフストリーム編集委員長賞、 

  商工会50周年記念賞（各1点） ※豪華賞品付 

締切：7月30日 

応募方法：emailに作品、ペンネーム、作品の説明、氏名を書いて下記 

アドレスまでお送りください。 

※氏名は公表しません。未発表の作品に限ります。 

提出先： 商工会事務局 sansuikai@jbahouston.org 

※応募作品は選考の上、ガルフストリームに掲載予定です。 
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春の商工会のイベントシーズンも終わり、7月よりヒューストン日

本語補習校も夏休みに入りました。今号が出る頃には、7月4日の

米国独立記念日もすぎて、ヒューストンも暑い夏になっているかと

思います。皆様、お体ご自愛ください。 

さて、今号のガルフストリームは、「前会長離任挨拶」、「ピクニッ

ク」を一面に、「商工会議事録」、「会員消息」、「会社紹介」、「第

二回宇宙セミナー」、「ヒューストン日本商工会50周年記念コン

サート告知」、「課外活動(ピアノ)」、「ヒューストン新拠点が誕生(ダ

イキン工業)」、「ピクニック（商工会）」、「ピクニック(日本人会)」、

「アメリカ世界遺産巡り」、「駐妻日記」、「Houston Walker」、「テキ

サスメディカル」、「第三回ガルフ川柳募集」、「ヒューストン知っと

ん」、「講演会告知」、そして、「古本市の告知」になります。 

6月11日には、ヒューストンアストロズの青木宣親外野手が日米

通算2000本安打を達成し、翌12日には試合開始前に記念式典も

行われました。おめでとうございます。さて、今号に「離任ご挨拶」

をいただいた薙野前会長を引き継いで、6月9日付けで、髙杉第

一副会長が会長職に就かれております。髙杉会長は2014年6月

にも途中引継で会長職をなされております。今後ともよろしくおね

がいいたします。また、5月いっぱいで編集委員の轟木さん、竹澤

さんが編集委員を離れられました。ガルフストリーム誌へのご尽

力、大変ありがとうございました。この場を借りて御礼申し上げると

ともに今後のご活躍を祈念いたします。 

今号も、「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）  

編 集 後 記 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

発      行 ： ヒューストン日本商工会 

発行責任者 ： 髙杉 禎 

編集委員長 ： 佐藤 大地 

構成 ・ 編集 ： 鍵冨雅紀/五十木希実/吉野孝子/芦田史佳 

                     峯恵子 

印     刷 ：   Sel-Fast Printing Copies &  Laminating   

      （713） 782-2000 

 

■ 米国エネルギー動向セミナー 
       主催：ヒューストン日本商工会 

  ヒューストン日本商工会主催による講演会が、下記のとおり開催されます。皆様のご出席をお待

ちしております。 

 

  日 時： 平成29（2017）年8月23日（水）2：00 pm（常任委員会終了後） ～4：00 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： 長尾正基氏（ジェトロ・シカゴ事務所、石油エネルギー技術センター・シカゴ事務所）  

土屋博史氏（新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） ワシントン事務所所長） 

  お申込み及びお問合わせ： 商工会事務局 Tel: (281) 493-1512   

8/23 
（水） 

■ 古本市 
       主催：ヒューストン日本商工会 

  ヒューストン日本商工会生活・情報委員会では下記のとおり古本市を開催致します。 

 今回も子供から大人まで楽しめるような様々なジャンルの本を取り揃えております。また、現地校

や大学で日本語を学習している生徒・学生にも好評をいただいている日本語教材（辞書、ひらが

なドリル、漢字ドリル、国語・漢字学習ノート）のコーナーも設ける予定です。皆様のご来場を心より

お待ちしております。 

 

開催日時：2017年8月26日（土）10：00～12：00 

開催場所：三水会センター 会議室 

 

◆ボランティアも同時募集◆ 

 前日及び当日にお手伝いをしていただける方を募集しております。ご希望の方は、希望日の3日

前までに、商工会事務局までご連絡ください。 

前日：8月25日（金）11：00～13：00  当日8月26日（土）9：30～13：00 

8/26 

（土） 

 2017年6月号「テキサス会「総領事杯」開催」の女性優勝者の所属に誤りがありました。正しく

は、JGC（Gulf Coast）, LLCです。お詫びして訂正致します。 

■ お詫びと訂正 

By 
Kumiko 

No.111 


