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ビジネスセミナー －働き方改革、次の一手－ 

「ティール組織」にみる新しい時代のマネジメント 
 今や企業にとって避けて通れない命題「働き方改革」ムーブメントをけん引してきたサイボウズ米国法人社長・山田理氏。離職率を28％から4％に

まで引き下げた改革の実体験に、今話題の「ティール組織」の概念をわかりやすく交えたトークは、“次世代のマネジメント”へのヒントに満ちていた。 

●当日の会場アンケート結果 

 セミナー後、参加者を対象に行った

「ティール組織でいうと、あなたの会社

は何色だと思いますか？」アンケート

の結果（図3）。 

 また回答者の8割が、大変講演が参

考になったと回答。山田氏の講演リ

ピーターの参加者もみられ、それぞれ

自社の変革への手ごたえを感じてい

るようだった。 

●セミナー概要 

 －深刻な労働者不足に対してどんな経営をしていくのか？－人材採

用・定着と売上向上の両輪は回せるのか？－昭和を知らないミレニアル

世代が共感するマネジメントとは？ 100人100通りの人事制度を提唱し、

日本政府も注目する働き方改革を実行してきたサイボウズ取締役副社長

（米国法人社長）の山田理氏。今話題の「ティール組織」を活用した、新し

い時代のマネジメントをテーマに、米国法人Kintoneでのマネジメントの成

功・失敗談を紹介、組織改革のスピードを高める経営について熱く語っ

た。 

●「ティール組織」とは 

 組織経営の進化形態を段階ごとに色分け。力と恐怖支配によるごく原

始的な組織経営の初期段階を“レッド”組織と位置づけ、そこから5段階に

進化した最新型が“ティール色”の組織とされる（図1）。主な特徴は「指示

命令系統不要」。従業員誰もが自己実現・セルフマネジメントに価値を見

出し高いモチベーションを維持している。自己と他者との区別さえなく一

体となって、企業利益を超越し世界全体の幸福を目指すような組織を指

す。 

●サイボウズ社の改革と「ティール組織」の共通項 

-情報の透明化、共有 

 これまでの中央集約、隠匿されていた多くの社内情報を公平に開示。 

-権限移譲、プロセスの明確化 

 社員の仕事ぶりの監視、重要な意思決定のトップダウンといった“常識”

を捨てる。 

-エサで釣らない 

 給与や地位で社員を囲い込まない。各自の個性、自立性を真摯に尊重

する。 

-売上でも利益でもなく、「ユーザー数」至上主義 

 “世界中のチームワークを高める”という理想を全社一丸となり追及でき

る。 

 図2はサイボウズ社の働き方ポリシー例。ほかにも「公明正大」「理想へ

の共感」「多様性の尊重」といった企業理念に沿っていれば、意図せずと

●まとめ 

 人事部門担当者のみならず、経営トップ自らの参加も多数みられ、新し

いマネジメント論に強く興味を示している様子が伺えた。山田氏自らの生

きた事例に基づく、実用的で血の通ったメソッドトークは会場アンケートで

も好評。「ティール組織」を初めて知った参加者も多く、新しい視点を得る

好機となったようだ。今後も世界の働き方に悩む人々にチームワークの大

切さを説き、共に歩むことを訴える山田氏と同社の存在感は、日系市場

界隈にとどまらず増していくであろう。 

講師： 山田理（やまだ・おさむ）氏 サイボウズ株式会社取締役副社長 グローバル

事業本部長 兼 Kintone Corporation（サイボウズ米国法人）社長 
 

1992年日本興業銀行入行。2000年サイボウズ入社。財務、法

務、人事を担当し一貫して同社の人事制度・教育研修制度の

構築を手がける。日本で 15年、アメリカで 3年、人事制度・教

育研修の責任者として 「100人100通りの働き方」を可能にする

という理想を掲げ、効果的なチームビルディングを実践してき

た。成果主義の導入からその失敗、28％まで上昇した離職率

を4％にまでに下げた体験などからの講演多数。 

図1 組織の進化形態の色分け  

図2 サイボウズ働き方ポリシー一例 

も自然に「ティール組織」的な進化をたどることになるという。 

図3 アンケート結果  
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平成30（2018-2019）年度 8月度 商工会常任委員会 議事録 

日 時： 令和元年（2019年）8月28日（水）13:00 ～13:45 

場  所： United Way of Greater Houston CRC 

出席者： 名誉会長、常任委員32名、正会員1名、代理4名、 

              事務局長 

欠席者： 常任委員83名（うち会長委任28名、代理委任4名、 

              無回答51名） 

司 会： 木村健洋 幹事 
 

１．商工会会長連絡 （丹羽高興 第一副会長： 小風 寧 会長

代理） 

①米国経済については、米労働省が13日に発表した7月の消

費者物価指数が市場予想通り前月比0.3％上昇したほか、米

商務省が15日に発表した7月の小売売上高は5ヵ月連続のプ

ラスとなる前月比0.7％増と市場予想を大きく上回る力強い結

果となった。一方、米中貿易摩擦による実態経済への影響とこ

れに対峙するFRBの金融政策については、引き続き注視する

必要がある。 

②米統計局によると、米中の貿易戦争の影響により、2019年

上半期の米国の貿易相手国で去年は1位だった中国が、メキ

シコ（1位）、カナダ（2位）についで3位に転落した。8月16日に

米通商代表部は、中国からの輸入品3000億ドルに課す追加

関税第4弾について対象除外品目を正式に発表し、発動時期

は9月1日から12月15日へと延期されると発表した。 

③8月3日にEl Paso、8月4日にはDaytonで銃乱射事件が発生

した。連邦捜査局はEl Pasoでの事件を「国内テロ」と断定し、ヒ

スパニック系移民に対するヘイトクライムとして捜査を進めてい

る。また、銃撃事件についてはつい最近、ヒューストン市内I-

10路上でも起こっており、日本人が被害を受ける強盗事件も

発生している。ここ米国ではいつ被害に遭ってもおかしくない

と認識し、事件に遭遇した場合の対処方法などは事前に確

認・準備をしておくことが重要である。 

④8月に入って現地の学校も始まり、進学・入学の季節となっ

た。9月1日には子供たちの夏の一大イベントであるダラス対

ヒューストンのソフトボール親善大会が予定されている。この大

会は、1990年に始まり、今年で30回目を迎える。暑い夏に一

生懸命練習してきた子供たち、また監督、コーチ、運営委員、

ご父兄の皆様のご苦労が実るような大会になることを望んでい

る。              
 

２．総領事館連絡 （福島秀夫 総領事） 

①日米の通商協議については、G7サミットでの日米首脳会談

後に原則合意に至り、今後も予断は許さず交渉は続くものの、

何とか難しい状況は乗り切れた。トランプ大統領も日米同盟が

インド太平洋地域の平和と安定に果たしている重要な役割を

よく理解しており、これは5月末の訪日時に横須賀の海自およ

び米軍第7艦隊基地を訪問のうえ艦船「かが」に安倍総理と並

んでのりこみ、「日米同盟はこれまでにないほど強固だ」と対外

発信したことからも明らかである。日米関係をマネージしていく

にあたり、こうした大局観を見失わない基本姿勢を維持してい

きたい。一方、米中通商対立については、両国が報復関税を

発表して貿易戦争が激化の一途をたどる中、日系企業も色々

と煽りを受けていることから、引き続き注視が必要である。 

②ここテキサス州においては、日米関係が非常に望ましい形

で進展している。9月にはアボット州知事が経済開発を主な目

的とした一週間の訪日を予定しており、当館ではそれに向け

知事に充実したプログラムを提供できるよう働きかけている。こ

の機会を通してテキサス州にすでに進出している日系企業と

の関係を強化し、さらに今後同州への投資を検討している企

業に声が届き、訪日が実り多きものとなるよう願っている。ア

ボット知事には、さらに10月4日に開催される日米協会の

GALAにも主賓としてご参加いただけることになっている。この

ように、知事が日本との絆を強めることを重要なアジェンダの

一つとして挙げてくださっているのは、大変ありがたいことであ

る。 

③足元のヒューストンでは、ターナー市長は11月に選挙を控

えているため年内の訪日は叶わないものの、来年には実現す

るのではないかと思われる。市長が注力している分野でもある

姉妹都市関係については、ヒューストンと千葉市は姉妹都市

提携を結んでから47周年を迎えている。昨日は、ユースアン

バサダーとして千葉から来た中学生一行を公邸にお迎えした

が、これらの生徒たちは当地のリバーオークス・バプテスト学校

との交流を通し、2週間のホームステイを経験した。このような

心温まり且つ継続的な姉妹都市の関係を軸にし、当地の皆様

に良好な日米関係のシンボルとして見ていただけるよう、当館

では引き続き同交換プログラムを支援していきたい。 

３. 幹事報告 （木村健洋 幹事） 

＊会計幹事の交代について 【承認事項】 

 峯山会計幹事（Deloitte & Touche LLP ）の帰任にともない、

後任の沖隆士氏（同社）が定款に基づき小風会長より任命を

受け、本会議にて承認されて当期残余期間の新会計幹事と

して就任した。 
 

４．商工会次期役員選出について （木村健洋 幹事）【承認事

項】 

 商工会定款四条第二項（b）項に基づき、次期役員選出を

行った。各役職につき一人の立候補者がいるため、挙手によ

る信任投票を行った結果、賛成多数により下記の立候補者7

名全員が信任された。 

＊立候補者 

会 長（定員1名） 

 丹羽高興 氏（Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.） 

第一副会長（定員1名） 

 近藤祥太 氏（Mitsubishi Corporation (Americas)） 

副会長（定員3名） 

 本多之仁 氏 （Sumitomo Corporation of Americas） 

 山下俊二郎 氏（Tokyo Gas America Ltd.） 

 小風 寧 氏（Mitsui & Co. (USA), Inc.） 

幹 事（定員1名） 

 木村健洋 氏（Mizuho Bank, Ltd.） 

会計幹事（定員1名） 

 沖 隆士 氏（Deloitte & Touche LLP） 
 

※副会長は受付順に記載。 
 

５．他団体対応関連 （名川 譲 日本庭園・他団体対応特命理

事） 

＊日米協会イベントについて  

 日米協会主催のGALAが10月4日（金）18:00より、ダウンタウ

ン近くのSilver Street Studiosに於いて開催される。今年は51

周年を記念して、テキサス州と日本の関係に貢献されたア

ボット・テキサス州知事とJETROに賞が授与される。州知事を

当協会GALAにお招きするのは1994年以来のことであり、ま

た、JETROには設立50周年を記念して代表者にお越しいた

だく予定である。会員の皆様には、参加並びにオークション

賞品の寄付のご協力を申し上げる。詳細については、日米協

会のホームページをご参照いただきたい。（https://www.jas-

hou.org/gala-intro ） 
 

６．委員会・部会関連事項 

①企画・調査委員会 （平井利長 企画・調査委員長） 

＊本日の定例講演会の開催案内  

 本日、常任委員会後14:00より同会場に於いて、「働き方改

革 次の一手 『ティール組織』とは何か？」と題する定例講演

会を開催する。講師には、山田理氏（サイボウズ株式会社取

締役副社長 グローバル事業本部長兼 Kintone Corporation

（サイボウズ米国法人）社長）をお迎えし、今話題のティール

組織による新しい時代のマネジメントについて語っていただ

く。まだお申込みされていない皆様も、奮ってご参加いただき

たい。 

②広報委員会 （木村健洋 幹事： 松澤進一 広報委員長代

理） 

＊ガルフストリームの電子化について  

 本年5月から6月にかけて、ガルフストリーム誌の読者アン

ケートを行い、その結果については7月号の誌面にてご報告

させていただいた。この結果を踏まえて編集委員会では今後

の方針につき検討し、予算や環境（紙使用量削減）の観点か

ら、ウェブ版の利用推進を図り、会員に協力を求める方向で

進めるという提案を7月度理事委員会にて行い、了承を得た。

次年度より本案を実施するにあたり、購読方法については電

子化推進への協力を求める呼びかけを会員各位にした上

で、前期と後期に分けて年2回配布数の調査を行い、希望の

会員にのみハードコピーを配布することとなった。尚、期中の

配布数の変更は受け付けないこととする。このようにウェブ版

の利用推進を呼び掛けて、段階的にウェブ版の利用者増加

を目指していく一方、ウェブ版を会員や御家族で印刷する事

も考慮して、見開きページを無くし、印刷の利便性を図る予定

である。 

③スポーツ委員会  

＊第564回テキサス会「United杯」ゴルフコンペ開催案内 （木

村健洋 幹事： 佐賀 学 機械・電子部会長代理）  

 9月8日（日）、WindRose Golf Clubにてテキサス会「United

杯」を日本人会との共催で開催するにあたり、皆様にお楽し

みいただけるよう幹事一同鋭意準備を進めている。参加申込

者は8月22日現在約45名となっており、申し込み締切日を8月

27日まで延長し、最終的には約60名の参加者を見込んでい

る。賞品については、皆様のご協力により非常に沢山の品が

すでに届いており、ご協力に感謝申し上げる。当日の賞品ご

持参も受付け可能となっているので、引き続きご提供を宜しく

お願い申し上げる。 

④生活・情報委員会 （根本真樹子 生活・情報委員長） 

＊第3回古本市の開催案内  

 当会の恒例行事となっている第3回古本市を9月7日（土）

10:00～12:00に、三水会センター会議室にて開催する。今回

は、図書館の夏季在庫整理の際に処分することになった人

気の児童書も沢山販売する予定である。収益は、当委員会

傘下の活動（ピーカンキッズ、あそぼーかい、お助けマップ）、

そして、ショーイングジャパンの活動資金、ならびに図書館を

充実させるための備品購入等に充てる予定である。古本の寄

付は、8月31日まで受け付けているので、ぜひご協力いただ

きたい。また、前日や当日のボランティアも募集中につき、あ

わせてご協力をお願い申し上げる。 

 

7．事務局関連事項  （小林浩子 事務局長） 

①第2回宇宙セミナーの開催案内 

 本年度第2回目の宇宙セミナーを9月14日（土）13：15より補

習校オーディトリアムにて開催する。本セミナーは、商工会会

員をはじめ、補習校に在籍する小学部3年生以上の児童・生

徒の皆さんや保護者を対象をしている。今回のセミナーで

は、2015年7月から12月までの142日間、国際宇宙ステーショ

ンに長期滞在された油井亀美也（ゆい きみや）宇宙飛行士を

講師としてお迎えし、国際宇宙ステーションにまつわる日本

人宇宙飛行士やJAXAのさまざまな活動について、皆様にわ

かりやすくご説明いただく。定員は180名、お申込み締め切り

は9月7日となっているので、奮ってご参加いただきたい。 

②期末に向けてのご案内 

 商工会の新年度が10月から始まるにあたり、事務局では前

期会費請求及び名簿作成の準備に取り掛かかろうとしてい

る。これに先立ち、会員の皆様には2019年10月1日時点の会

員数並びに貴社の情報を確認させて頂くよう9月初旬にメー

ルにてご案内させていただく予定。尚、次年度より下記2点の

変更があるので、ご注意いただきたい。 

＊会員名簿： 次年度より配偶者名の名簿掲載を廃止する。

今後、配偶者の商工会登録は会員もしくは配偶者の方より直

接事務局にご連絡いただくようになり、各社での取りまとめは

不要となる。 

＊会報誌「ガルフストリーム」： ペーパーレス化推進を受け、

可能な限りガルフストリームはホームページ上にて閲覧いた

だくようご案内させていただく予定。前期と後期の半期ごとに

行う会員登録数確認の際に、あわせてハードコピーでの購読

を希望する方の部数も確認させていただき、希望者のみに従

来通りハードコピーを送付することとする。ただし、期中の送

付数の変更は無しとさせていただく。 

③会員消息 

 本日現在の会員数は、名誉会員7名、正個人会員740名

（正団体会員数： 115社）、準会員44名で、総会員数は791名

となっている。詳細はホームページの会員専用ページを参

照。  
 

８．その他 

＊Japan Texas Career Dayについて  

  （Donna Cole 正会員/US Japan Council Board Member and 

SW Regional Representative）   

 9月28日（土）に US-Japan Council と Houston Community 

Collegeの 共 催 に よ り、Japan Texas Career FairがHouston 

Community Collegeに於いて開催される。本Career Dayは、

日本企業、又はアメリカ企業の日本現地法人で働くことに興

味がある日英バイリンガルを対象としたジョブフェアで、テキ

サス州においては初の開催となる。スポンサーとして登録する

と U.S. – Japan Councilウェブサイト内Japan Texas Career Fair

のページに貴社名とロゴが掲載される他、Career Fair当日に

企業ブースを設置・参加者とのインタビューを行うことが出来

るなどのベネフィットがある。（登録料$250）。イベントパンフ

レットや登録申込用紙等については、後日、事務局よりメー

ルにて配信し、商工会ホームページにも掲載予定。ご興味の

ある会員企業にはご協力いただきたい。 

https://www.jas-hou.org/gala-intro
https://www.jas-hou.org/gala-intro
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 森下 正博さん 

MKI (U.S.A.), INC.  

 
駐妻のヒューストン日記 180回 池内美保 さん 

  夫の2度目の米国駐在でシカゴからヒューストン郊外のウッドランズに

引っ越して1年が経ちました。前回の駐在では、イリノイ、オハイオ、ノー

スカロライナに住みました。昨年テキサスに引っ越してからは飛ぶように

過ぎた1年間ですが、中でも特に印象深かったことが3つあります。 

  まずは入居直後、家の中で黒い飛行物体を目撃したことです。落ち着

いてよく見ると、それはコウモリでした。出張中の夫に連絡をしたものの

なす術もなく、いつの間にか静かになったので、その夜は寝室のドアを

閉じて眠りました。日が暮れると活動を開始するようで、家のどこかにい

るコウモリに怯えながら数日を過ごしました。するとある夜、小学生の息

子の部屋から大声が…。コウモリが自分の方に迫ってきたことに驚いた

彼は今でもトラウマになっています。幸い夫が在宅しており、空のゴミ箱

に確保して外に逃がしてくれました。さらに中学生の娘は果敢にも携帯

を持って飛んでいるコウモリの動画を撮りに行ったのには驚かされまし

た。どこから入り込んだのか、後にも先にもコウモリを屋内で見かけたの

はこれが初めてでした。その後サンアントニオに旅行した際も、自由自

在に飛んでいるコウモリの記憶が鮮明に残っている私達には、コウモリ

で有名なカムデン・ストリートブリッジに行く気はまったく起こりませんでし

た。 

  次に、教会に行き、エニアグラムクラスを受講したことです。ある日、夫

の米人上司の奥様に「エニアグラムって知っている？今度教会でクラス

があるから一緒に行かない？」と誘われました。エニアグラムは性格判

断で、より良い人間関係やチームワークを築くために1〜9の中から自分

のタイプを知り、自分と相手を理解するという考え方です。ダラスの教会

を拠点にエニアグラムについてワークショップや著書を通して発信する、

Suzanne StabilleのDVDを視聴しながら学ぶクラスが地域の教会で実施さ

れる予定でした。日本語サイトを調べたり、教えてもらったSuzanneの

Podcastを聞くなどして数日逡巡した結果、私も一念発起して参加してみ

ることにしました。これは、1時間半のクラス12回で、1回のクラスは宿題と

当日のテーマについての確認（20分）、DVD視聴（1時間）、感想・Q&A

（10分）という構成でした。    
  私にとって英語で自分の考えを表現することが非常に難しかったもの

の、エニアグラムの考え方は興味深いものでした。週1回のクラスに行く前

は若干憂鬱になり、クラスでも自分の思っていることを表現できず何度か

もどかしい思いをしました。一方で、毎日学校に行っている子供達は本

当に頑張っていると実感しました。 
  最後に、初めてのブルーベリー狩りに行ったことです。この夏、私達は

ウッドランズから少し北に足を伸ばしてコンローにブルーベリー狩りに出

かけました。ブルーベリーは他のフルーツよりも低い位置で摘み取れるの

で、比較的小さいお子さんでも楽しめると思います。1パウンド3ドルで、バ

ケツに一杯収穫した私たちは約10ドル程度でした。新鮮なブルーベリー

はとても甘酸っぱく美味しくて、半分は冷

凍し、残りの半分はスムージーやブルー

ベリームースにしていただきました。興味

のある方はぜひ訪れてみてください。日

中は暑くなるので朝がお勧めです。 
 

http://www.moorheadsblueberryfarm.com 
 

  まだ2年目が始まったばかりですが、こ

の地に住めたことと新しい出会いに感謝

し（但しコウモリを越える生物との遭遇以

外）残りの毎日を過ごして行きたいと思い

ます。 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

MKI (U.S.A.), INC.は1991年にニューヨークに設立され、2017年4月

には主に在テキサスのお客様向けにヒューストンにオフィスを開設、以

来システム化計画やセキュリティ対策、プロジェクトマネジメント支援等の

ITコンサルティングサービス、及び各種ITサービス（ITシステム導入・運

用保守、ユーザ向けサポートなど）を提供しています。 

クラウド型サービスやRPA（Robotic Process Automation）等、IT技術

活用による業務効率化や、サイバーセキュリティ対策、自社内外の様々

なデータの収集・分析を通じた業務への活用といったプロジェクトものか

ら、日常のIT環境（ネットワーク、PCなど）の保守・運用まで、ITに関する

お客様の多様なご要望に、幅広く、フットワーク軽く且つリーズナブルに

お応えしております。  

  

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。   

とにかくどこもかしこも広い!というのが着任時の印象で、それは今も変

わりません。クルマの運転が好きなので、どこまでも真っ直ぐな道、ダイ

ナミックな構造のインターチェンジなど、テキサスのハイウェイを走るのは

とても快適で、暇さえあれば、テキサス州内のみならず、ルイジアナ他ま

で足を延ばしてロングドライブに出かけています。 

また、食に関しては元々あまり拘り・好き嫌いがないほうでしたが、典

型的なアメリカンフードのみならず、よりヘルシーなアジア系・中南米系

のレストランも数多くありますし、スーパーマーケット（H-E-B系列の

Central Marketがお気に入り）で新鮮且つ多種多様な食材も入手できる

ため、全く問題なく日々の食事を楽しんでいます。 

 

３．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。   

以前からプロスポーツ観戦が大好きで、日本にいた頃はサッカーが主

でしたが、こちらに来てからは、ベースボール（アストロズ）、アメリカン

フットボール（テキサンズ）、バスケットボール（ロケッツ）のゲームをよく観

に行っています。特にバスケットボールに関しては、ロケッツのみならず

サンアントニオのスパーズ、ダラスのマーベリックス、ニューオーリンズの

ペリカンズのホームゲームにもドライブがてら参戦し、各スタジアムの雰

囲気や応援スタイルの違いを楽しんでいます。 

また、飛行機での旅行も好きで、ヒューストンからは中南米へのアクセ

スが良いこともあり、以前出張で回った中南米の国々（メキシコ・コロンビ

ア・ブラジル・ペルー・チリ）にプライベートでもまた行ってみたいと思って

います。メキシコにはプライベートでも2回行きましたが、毎回スペイン語

のカベにぶち当たっています。そんなときに、UberやGoogleマップ、

Google翻訳などのITサービスの恩恵に与かっていますが、一方でシン

プルな会話ぐらいは、ITの力を借りずにできるよう、スペイン語習得に励

んでいます。このように、ITを生業としつつも、個人的にはITとリアル（マ

ニュアル）の融合・接点のようなところに関心があります。 

右から二人目が森下さん 
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 2018年に開始されたフォートベンド学区クレメンツ高校と千葉市公立高校

との交流プログラムは、商工会様にご支援いただき、2年目を迎えました。

第一回交流プログラムは、2018年6月後半二週間に亘って行われました。

前半一週間強の訪問先は京都、箱根、東京エリアで、観光と日本の歴史

の学習、残り一週間弱は、千葉市での学校訪問とホームステイを通して日

本語を集中的に学ぶことを目的としたものでした。（ガルフストリーム2018年

9月号参照） 

その後10月には、20人の日本の生徒さんをお迎えし、一週間のホームス

テイを経験してもらいました。 

 日本の生徒さんには、ホスト生徒のクラスに同行し、現地校の授業を体験

したり、日本語のクラスにも参加者してもらいました。偶然、ホームカミング

の時期と重なり、アメリカならではの経験を楽しんでもらえたことと思いま

す。もちろん日本人の生徒さんとの交流は、私の生徒たちにも貴重な体験

となりました。 

 その影響か、今年第二回目の訪日には昨年より多くの生徒が参加を希望

し、13名が日本を訪問することとなりました。今年は、昨年の経験を踏まえ

て観光を大阪、京都、東京に抑え、その分より日本文化を体験でき、生きた

日本語を学ぶことのできるホームステイを一週間にして、より内容の濃い交

流プログラムとなりました。 

 

以下は生徒達のフォト日記 の一部を原文のまま記載致します。  
 

6月14日：晴れ 

日本で、ホテルの へやは とても小

さいです。あさごはんに、 日本の 

ブッフェイを 食べました。ちょっと 

へんでした。 それから、大阪城に 

行きました。階段がたくさんありまし

た。お昼ごはんは、道頓堀で 食べ

ました。 お好み焼きを食べました。 

おいしかったです!お昼ごはんの

後、金閣寺に行きました。きれいで

した。夜、京都駅を 歩きました。 駅

は とても 大きいです! 
 

補足：京都では、京都国際マンガミュージアムを訪れたり、立命館大学を見

学。また、嵐山では、トロッコ電車に乗って美しい景色を見たり、竹林を散

策しました。 
 

6月17日：晴れ 

 今日は、 京都から東京まで 新幹線で 行きま

した。新幹線から富士山を見ました。東京で スカ

イツリー と 浅草寺に 行きました。 浅草で 買い

ものをしました。 
 

6月18日：晴れ 

 今日は原宿に行きました、そして犬カーフェに

行きました。犬カフェは面白くて楽しかったです。

原宿の後で秋葉原に行きまし

た。そしてお土産買いました。 
 

補足：午前9時に、六本木の

JETROを訪問。ユースホステ

ルのある池袋から電車での移

動が、ちょうどラッシュアワーで

生徒たちは大変驚いていまし

た。原宿では、女子は猫カフェ、男子は犬カフェに行って楽しんでいまし

た。合羽橋では、食品サンプルを作りました。生徒たちのプレゼンテーショ

ンを聞いてくださったJETROの皆様、色々な体験希望をかなえてくださっ

たJTBの方々のご協力に大変感謝しております。 
 

6月19日：曇り  

 スタジオジブリ美術館に行きました。私はパン種とタマゴ姫を見れませ

んでした。 めっちゃかなしいかったです。 

あの日は莉子と、莉子の家族に初めて会いました。みんなはとても親切

です。莉子のうさぎはかわいいです。名前はきなこ。 
 

6月20日：晴れ 

 房総の村に行きました。勾玉をつくりました。

昼ごはん用に、ホストのお母さんが作ってくれ

た弁当をたべました。とてもおいしかったで

す。レモンまんじゅうもたべました。夜にお母さ

んと一緒に折り紙を作りました。 
 

補足：房総村では、駒回し、将棋倒し、おはじ

きなどの伝統的な日本の遊びをしました。ま

た、学校に戻ってから、生け花の体験もさせて

いただきました。 
 

6月21日：晴れ 

 今日は、 日本の学校に行きました。先生は 日本語を 話しました。 

分かりませんでした。 でも、えい語の クラスが 大好きでした。学校のあ

と、 はるの おじいさんとおばあさんの うちに 行きました。琴を 引きま

した。 そして、きものを 着ました。ばんごはんに、すしを食べました。 
 

補足：アメリカの高校にはない家庭科の授業、体育では卓球も楽しみました。 
 

6月22日：晴れ 

 ディズニーシーに莉子とエリンとアンバーとゆきえとまなと一緒に行きま

した。とても楽しかったです。前髪と“お前は首だ!”をおしえてもらった。 
 

補足：週末はそれぞれのホストファミリーと過ごしました。平日、学校で

は、書道や、箸づくりクラフト、剣道や柔道の授業を体験。また、茶道のク

ラブにも参加しました。和菓子はおいしかったですが、正座がとても大変

そうでした。 

      

今回の旅行について生徒の感想一例： 

都市は清潔できれいで、人々は親切でフレンドリーで、労働者は本当

に親切で、安全であることが本当に重要です。ホームステイの家族は、

私の家族とはとても違っていて、伝統と文化がとても好きでした。部屋や

家は小さいですが、私にとってはそれほど問題ではありません。彼らは

私を本当に大事にしてくれました。そして多くの興味深い場所に連れて

行ってくれました。 
 

 個人的な感想になりますが、日本には色々な伝統、建築物、工芸があ

り、それを守っていこうとする人々、教えようとする学校のスタッフがいらっ

しゃることに気づかされました。このように有意義なホームステイをご手配

くださった校長、教頭と担当スタッフの皆様には大変感謝しております。

そして今後、日本の生徒さんを受け入れるに当たり、ヒューストンではど

のような経験をしていただけるのかを考えさせられる旅行でもありました。 

報告の最後にあたり、ヒューストン日本商工会様には、私たちの活動に

ご理解、ご協力いただきましたご厚意に深く感謝し、御礼申し上げます。 

（文責： シェリダン義美） 
 

商工会ファウンデーションは、地域貢献の一環として日本語プログラムの支援を行っています。

今月号では、支援の対象となったシェリダン義美先生（Fort Bend ISD Clements High School日本

語教師）に訪日旅行の報告記事をご寄稿いただきました。 

クレメンツ高校交流プログラム 
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同じ時間を共有することで、クラスが仲良くなり、まとまっていく

のを感じたときは嬉しかったです。また、一年間を通して生徒

達が成長していく過程を見られるのもとても感慨深いです。 

 

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. 当初は「教科書に記載されている内容を全て網羅しなけ

れば。でも週１回では時間が足りない…」と思いながら授業を

行っていましたが、経験を積む中でどこに重点をおくべきかな

どを考えられるようになりました。 

 授業だけでなく、学級の運営について悩むこともあります

が、先輩の先生方にご相談しながら少しでも良い方向に導い

ていければ、と努力中です。 

 

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. 人に教えるという仕事はとても緊張します。本当にこれで

大丈夫なのかと不安に思うこともありますが、悩み考えた分だ

け自分にとってプ

ラスの経験となり、

また多くのことを学

べる環境です。

きっと「頑張って良

かった」とやり甲斐

を実感できる仕事

だと思います。 

Q. 補習校に勤められたきっかけは何ですか？ 

A. 娘が補習校に在学し、保護者として補習校の存

在を身近に感じていました。娘と同様に異国で生活

しながら日本語を学ぶ子供達のお手伝いができれ

ばと思い応募しました。 

 

Q. どのような教員を目指していますか？ 

A. 平日は現地校に通い、土曜日は補習校で日本

語を学ぶ生徒達は本当に大変だと思います。生徒

によってバックグラウンドも多種多様なので、それぞ

れの生徒の気持ちや考えを理解し、寄り添った指導

ができる教員になりたいと思っています。 

 

Q. 現在何を教えていらっしゃいますか？ 

A. 中学部２年生の担任をしています。教科担当は

数学です。 

 

Q. 補習校勤務を始めて、期待通りだったことと意外

だったことは何ですか？ 

A. たくさんの方々が補習校の運営に携わっているこ

とを教員になって改めて感じました。多くの方々のご

協力があるからこそ、補習校で生徒達がのびのびと

楽しく日本語教育を受けることができるのだと、以前

にも増して実感しています。 

 

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.  ４月当初はよそよそしい雰囲気もありましたが、

 
 

 メインコースで面白そうなものを試してみました。 

 
The Bone in Pork "Choppa" ($27.99)  
 骨つき豚ロースですが、定番のイタリア・ハーブを振って焼いた後

にCherry Red Wine ソースをかけてあります。サクランボの自然な甘

みが赤ワインとよく調和してなかなかです。テキサスサイズですの

で、我々は二人で一皿頼んでシェアしました。 

 
Pollo Rustica ($17.99) 

 チキン胸肉に刻んだトマト、ベィジル、

モッツァレラチーズをのせて焼いてありま

す。サイドディッシュのアスパラガスは、

大きいがとても柔らかく、良い食材を使っ

ているなと感心。 

 
Catfish Picante ($15.99) 

 大きくて、肉厚のあるCatfishにコロモを

つけてカリッと揚げています。Picanteとい

う名前からメキシコ風の料理かと思った

ら、どちらかというとケイジャン風のピリ辛

ソースがかかって出てきました。なるほ

ど、フュージョンでもこっちで来たかという

感じ。 

 全般的に料理の質と価格のコストパフォーマンスが良い店という

印象を持っています。ワインの種類はそれほど多くはありませんが、

赤・白ワインはある程度選べ、お値段もそれほど高くありません。二

人で晩ご飯を食べて、ワインを1本飲んで$100程度で楽しめるお店

です。 

（文責： Computerdojo.com 米元錦城） 

Lomonte's Italian Restaurant and Bar 
(281) 232-8290 

815 Plantation Dr #180, Richmond, TX 77406  

 Katy、Sugar Land方面にお住まい

の方で、新しいレストランをお探しの

方 に お す す め で す 。Lomonte’sは

Grand Parkwayの少し西で、Katy、

Sugar Landのほぼ中間にあります。こ

の辺りは最近、急に開発されてきたと

ころで、現時点ではまだ田んぼの真

ん中にポツンと建っている感じがありますが、すぐに街中になってしまうか

も。お店は小さなショッピングモールの中にあり、外見はいまひとつですが、

中は結構落ち着いており、いい感じです。金曜日の一番忙しい午後7時―8

時の時間帯に予約して2度行きましたが、到着後すぐ席へ案内してくれまし

た。今まで試した料理はどれも美味しく、ぜひご紹介したいと思いました。 
 

 まずは前菜ですが、Crab Claws Lomonte 

($15.99)はいち押し。カニのハサミをレモンバ

ターとニンニクで炒め、刻んだべィジル(Basil)を

添えた簡単な料理ですが、レモンと塩、べィジ

ルのバランスが絶妙で気に入っています。

Lomonte’s Famous House Salad ($10.99)には 

アーティチョークとパームハートがしっかり入っ

て、ワイン・ヴィネグレットのドレッシングはまろや

かでよい酸味。これもぜひお試しください。 

詳しくはヒューストン 

日本語補習校公式サイトまで
www.jeihouston.org  

A ＋ Q 

 中田 弓子先生 

勤務年数： 4年目 

ビザの種類： グリーンカード 

教員募集中 

ヒューストン 

日本語補習校 

 復活 
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 ヒューストンには商工会の他にもいくつかの日系団体があるのをご

存知でしょうか。今月号のガルフストリームでは、それぞれの団体の特

色やイベント、活動などについてご紹介いたします。 

 全米各主要都市にも、日本商工会や日系団体があり、それぞれの

都市によってその形態は異なります。ヒューストンの場合は、それぞれ

の団体が独立して運営されており、各趣旨に基づいて活動を行って

います。とはいえ、一部の所属会員が重なっていたり、イベントや活動

の面でも共催、協賛などの形でお互いに連携している場合がありま

す。 

 それぞれに趣旨や会員の特徴などは違いますが、これらの日系団

 

設立の目的・趣旨： テキサス州およびオクラホマ州在住の日本人の、

①安全確保に関係のある仕事、②戸籍、国籍、旅券、各種証明、国政

選挙等に必要な手続き、および、③この地域から日本を訪問しようとし

ている外国人（日本人以外）に対する査証発給手続き 

 日本とテキサス州およびオクラホマ州の政府、企業、大学、文化団

体、一般市民間等の間の友好や信頼、互恵関係を維持し、また、増

進することで、日米同盟関係の強化を目指している。 

在ヒューストン日本国総領事館 
Consulate-General of Japan in Houston (CGJH) 

主催イベント 

 

体は、日系および地域コミュニティに貢献し、日本と米国の架け橋とな

るべく、ヒューストンにおける日本のプレゼンスを高めていこうという目

的を共有しています。 

 例えば、2011年の東日本大震災の際には、ここヒューストンにある4

つの日系団体（日本商工会、日米協会、日本人会、日系人会）が

Japanese Community Coalition of Houstonとして一致団結し、壊滅的

な被害を受けた日本の人々のために義援金活動を行いました。 

 ガルフストリームでは、会員の皆様に商工会関連の情報はもちろん

のこと、他団体関連の記事もご紹介しておりますので、この機会にさら

に認識を深めていただけますと幸いです。           （編集部） 

ヒューストン日本商工会 
Japan Business Association of Houston (JBAH) 

会員タイプ及び総会員数： 名誉会員： 2名、正会員: 738名（正団体会員： 

115社）、準会員： 44名 

会員の特徴： 日系企業および関連するアメリカ企業。またそれらの企業内で

登録されている個人。3～4年間滞在型の駐在員が大半を占める。 

設立の目的・趣旨： ①会員企業の相互援助と親交、②米国における貿易・通

商の促進、および地域社会への貢献、③補習校の運営母体を主な設立目的

とし、各種イベントや活動を企画・運営している。 

主催イベント 

講演会 ソフトボール大会 宇宙セミナー 

 

 

日系アメリカ人市民同盟ヒューストン支部 

Japanese-American Citizens' League  
Houston Chapter 

 米日カウンシルヒューストン支部 
 

US-Japan Council  Houston Chapter 

各種協力イベント 

★共催団体 ●その他協力団体 

★●●●ジャパンフェスティバル 

★★●●日本語スピーチコンテスト ★★ピクニック 

★★テキサス会 ★★七夕祭り 

グレーターヒューストン日本人会 
Japanese Association of Greater Houston (JAGH) 

会員タイプ及び総会員数： 家族・個人会員： 122世帯 

会員の特徴： 企業・医者・弁護士・教授・学生・永住者 

設立の目的・趣旨： ヒューストン在住の日本人、日系人の集まりで、会員がすべてボランティアで運

営する非営利団体。日本の伝統と文化を楽しみ、相互の友愛と信頼に基づく活動の輪を拡げる活

動をしている。  

会員タイプ及び総会員数： 個人会員: 231（Family: 22, Individual: 71, 

College & Young Professional: 108, Student: 30）、 法人会員： 52 

会員の特徴： 日本や日本文化/日本語に興味を持っている個人・日

本に行きたい/住んでみたい個人・JASH日本語クラスの生徒・現地コ

ニュニティーに関わりたい日本人・日本滞在経験者・日系企業/日本と

ビジネス関係がある企業とその従業員 

設立の目的・趣旨： ヒューストンの多様なコミュニティ、地元企業、およ

び個人を結び付けて、アメリカ人と日本人の相互利益を促進する主要な組織。言語と教育、芸術

と文化、ビジネスのイニシアチブとネットワーキングのプログラムは、コラボレーションや重要な人と

人の交流の機会を提供している。 

ヒューストン日米協会 
Japan-America Society of Houston (JASH) 

主催イベント 

主催イベント 
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天皇誕生日レセプション 総領事館新年会 

新年会 秋祭り 落語の会 

Japanese Language Program Gala and Silent Auction Japan Update Conference 

日本語補習校の支援 地域社会への貢献 キッズプログラム各種 

日本庭園の支援 三水会センター図書館運営 

 

当会の先輩達が50年以上に亘り築いてきたヒューストンコミュニティーとの良好な関

係をさらに深化させ、会員の皆様のビジネス環境や生活環境をより良くしていく為

に、日系コミュニティーをはじめとする日米各種関連団体・コミュニティーとの連携を

深めて参りたいと思います。 

小風 寧 会長 

ショーイングジャパンによる

日本文化紹介 

★● ヒューストン日本商工会 

★● 在ヒューストン日本国総領事館 

★● グレーターヒューストン日本人会 

★● ヒューストン日米協会 

福島 秀夫 総領事 

 

ヒューストン日本人会では機動

性を重視し、会員の皆様の声を

反映した楽しいイベントを企画・

実施しています。長期的には

ヒューストン・ビレッジ構想を実

現させたいと考えています。 

武智 真二 会長 

 

当協会は、日系の企業、

団体、個人など多くの皆様

に支えられて、昨年創立

50周年を迎えました。日本

とアメリカの人々が互いに

理解、尊重、協力し合い、

親密で強い絆がさらに深ま

るよう、今後も活動に取り

組んでまいります。  

Ms. Patsy Yoon Brown 

Executive Director  
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コスメル 

 クルーズ船の中のGPSを見ると船はぐっと大陸にむけて進行している。最

初の寄港地はメキシコのコスメル。コスメルはユカタン半島の東海岸沖に浮

かぶ島で南北48キロ、東西16キロのメキシコのカリブ海に浮かぶ島としては

3番目に大きな島である。カリブ海に多い平たい島で、一番標高の高いとこ

ろでも15メートルしかない。人口約10万人、中心地のサンミゲルはすべての

島の機能があるといってよい。また地理的に有名なリゾート地のカンクンか

らも近いので、カンクンからのオプションツアーなどで来訪する観光客も多

い。コスメルは海が綺麗なことで有名で、スキューバーダイビングやシュノー

ケリングのメッカである。船は東側から島の北を回りこみ西側の町、サンミゲ

ルに到着した。立派な深い港があるため、クルーズ船横付けである。ブリッ

ジがおろされ、港に降り立つ。日差しは強く、じりじりとした感じだがとにかく

メキシコっぽい明るさが漂う雰囲気だ。 

 

グランドケイマン 

 グランドケイマンはカリブ海に浮かぶイギ

リス領ケイマン諸島最大の島である。ケイマ

ンとはカリブの言葉で「ワニ」という意味で、

昔はこの島に、ワニがそこらじゅうにいたこ

とからそう名づけられたとのことだ。夜が明

けてくると平たい島の全貌が見えてきた。

標高は24メートル。島のどこから見ても乗っ

てきた船が見えるので、まず道に迷うことは

ない。私の参加したツアーは“Swim with Stingray”（スティングレイと泳ぐ）と

いうものだった。Stingrayというのはエイのことで、エイと泳ぐなんていうとス

キューバーで大人気のマンタ（イトマキエイ）と泳ぐのか・・・なんて期待をし

てはいけない。Stingray

は全長一メートルくらい

のエイで、それが集まっ

ている場所が、沖合い

にあるというのである。バ

スで小さなマリーナのよ

うなところまで行き、そこ

から観光船のようなボー

トで沖合いに出て行く。

ボートで30分ほど走ると

沖合いに一箇所、色の

ガルベストン出航 
 

  東カリブ海クルーズ・3つの寄港地 
            コスメル・グランドケイマン・ロータン島  

違う場所が見えてくる。そこだけ光が差し込んでいて、それこそ「天国の階

段」が下りてそうな美しい場所だ。水深は1メートル程度であろう。すかさず

手にしていたエイの餌になる、アミエビとイカの切り身のシーフードミックス

を差し出すと、私の手に覆いかぶさり、ムシャムシャと食べてまた泳ぎ去っ

ていった。 
 

ロータン島 

 クルーズ船の巡航速度は約20ノット（時速約37キロ）である。海の上だと

陸上よりも速く感じる。やがて船は大きく舵をきった。すると正面にひょっこ

りと島が見えてきた。島のあちらこちらに小さな家が見えて、日本海に浮

かぶ離島、粟島（あわしま）を思い出した。しかしここはカリブ海、粟島で

はなく亜熱帯の島、ホンジュラス領のロータン島である。ロータン島の特

筆すべきところは、カリブ海最大にして世界第2位 (ちなみに1位はオース

トラリアのGreat Barrier Leaf) の規模の珊瑚礁、Mesoamerican Barrier 

Leafの近くに位置していることだ。その美しさは世界中のダイバーを魅了

している。 

  クルーズ船はロータン島の南側の港に直接入った。下船するといきなり

高らかな太鼓のリズムが我々を迎える。「ようこそ、ロータン島へ！」といっ

た感じだ。今回はシュノーケリングとシーカヤックのコンビネーションツ

アーなるものに参加した。バスに乗り込み、島沿いの道を走っていくと、集

落が見えてきた。やがてバスは峠道に差し掛かった。ところどころに目を

見張らんばかりの豪邸があるが、欧米人の別荘だとのことだ。バスは島の

北側のリゾート地区へとやってきた。しかしリゾートとは言っても高級リゾー

ト感はない。そのリゾートにシーカヤックがあった。それに乗り込み、グ

ループでカリブの海原に出る。海の色は信じられないくらいのカリビアン

ブルーで、カヤックの上からでも十分、水中の様子がわかるくらいに美し

い。シーカヤックを浜辺につけると、その後にシュノーケルが配られた。

シュノーケリングで珊瑚礁を見に行こうということだ。早速、シュノーケルを

つけて、浜辺から沖に向かって泳いでいった。浜辺からすぐの水中は緑

の草原、タートルリーフが生い茂っていた。沖に出て行くと、やがてタート

ルリーフが切れて岩が見えるようになる。浜辺から泳げる程度の岩場には

鮮やかな色の魚や珊瑚が山といるのである。本当に自然が豊かなんだと

あらためて納得した。夕方、ゆるりとした時の中をクルーズ船は港を出て

行った。 
 

(KIE近鉄インターナショナル) 

飛行機を利用せず、ヒューストン市内から1時間ほど車を走らせれば、クルーズの港町ガルベストンに到着できる。秋から冬にかけて、週一の間隔

で東カリブ海行きのクルーズが目白押し。ガルベストン～コスメルを寄航する4日間のショートクルーズから、ベリーズ、グランドケイマン、ロータン島な

どを周遊する6~7日間コースなど選択肢は多い。オールインクルーシブで、ゆったりしたガルベストン出航の東カリブ海クルーズの寄港地を今回は紹

介したい。 

Cozumel  Grand Cayman   Roatan 
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■Sep 27-28 Oktoberfest Houston 
@ Buffalo Bayou Park 

最近は日本でも開催されるようになったドイツ発

祥のビールの祭典！ Houstonでの歴史は意外と

浅く2011年に始まったばかりですが、すっかり人

気のイベントになっているようです。数十種類も

のビールが揃っている他、ドイツ料理や各種

ゲームも楽しめます。27日（金）は17~23時、28日

（土）はなんと17~翌朝7時まで営業しています! 

チケットは一般当日$30（前売り$25） 
https://www.oktoberfesthouston.com/ 
 
■Sep 28 Viet Cultural Festival  
@ NRG Park 

ベトナム文化を紹介するイベント。ベトナム将棋

のトーナメントやフォーの早食いコンテスト、ラン

タン飾りのコンテストなど様々な催しがあり、ミス

ベトナムも選ばれるそうです。ベトナム料理店も

多数、ベトナムを満喫する1日はいかがでしょう

か。 
https://www.vietculturalfest.org/ 
 
■Oct 4-5 Indian Film Festival of Houston 
@ Asia Society Texas Center 

第11回目となるインド映画の今を伝えるイベン

ト。ハリウッドとは違った映画の魅力が見つかる

かも。 
https://iffhinc.org/ 
 
■Oct 5 Dream Fest Car Show 
 @ Traders Village Houston 

「夢の車」が大集合。車自慢が集って愛車を展

示するイベントです。 

https://tradersvillage.com/houston/events/
dreamfestcarshow/ 
 
■Oct 10-13 Houston Italian Festival 
@ The University of St. Thomas on the Campus 
Life Mall 

こちらは41年の伝統を誇るイタリア文化紹介イベ

ント。4日間にわたって音楽やイタリア紹介ビデ

オの上映などが企画されています。13日（土）に

はClassic Car Showもあり、イタリアだけでなくドイ

ツやイギリスを代表する名車も登場するそうで

す。 
http://houstonitalianfestival.com/ 
 
■Oct 11-13 Conroe Catfish Festival 
@ Downtown Conroe 

I-45を北に進んだ先にある街Conroeで毎年開催

されているお祭りです。最終日には市民の中か

らMiss&Mr.Catfishが選ばれます。美しく着飾っ

た美男美女の姿をみるのも一興かも。 
https://www.friendsofconroe.com/p/
getconnected/ 
 
■Oct 12-13 Bayou City Art Festival Downtown 
@ Downtown Aquarium 

全米から300人を超すアーティストが大集合。油

彩や水彩、写真、陶芸、彫刻、版画、ガラス細工

まで、様々なアート作品に触れることができま

す。芸術の秋にアートに触れる2日間、是非お楽

しみください。 
https://www.artcolonyassociation.org/ 
 
■Oct 19 Monster Jam 
@ NRG Stadium 

カースポーツと聞けばF1のようなスピード競技が

思い浮かびますが、スピード勝負とは一線を画

した大迫力を楽しめるのがMonster Jamの魅力。

巨大なタイヤを装着した無骨な車輌たちがスタ

ジアム内を駆け巡ります。Houstonでの開催とな

るこの機会に生の大迫力・臨場感を楽しんでみ

てはいかがでしょうか。 
https://www.monsterjam.com/en-US/events/
houston-tx/oct-19-2019-oct-19-2019 
 
■Oct 19 Water Lantern Festival Houston 
@ Magnolia Garden Park 

ランタンを水辺に浮かべる精霊流しのようなイベ

ント。全米各地で行われておりUSA TODAY紙

の2019年の「読者が選ぶBest Cultural Festival」

第1位にも選ばれたこの行事、Houstonでは秋が

深まりつつある10月中旬に開催されます。ランタ

ンの柔らかな光が生み出す幻想的な光景をお

楽しみください。 
https://www.waterlanternfestival.com/
houston.php 
 

展覧会情報 

■Oct 20-Jan12,2020 
Monet to Picasso: A very private collection 
@ The Museum of Fine Art, Houston 

印象派からピカソに至る近代西洋絵画の数々を

紹介する特別展。モネやルノワール、ゴーギャン

にゴッホ、マティスにピカソと誰でも耳にしたこと

のある巨匠たちの作品が並びます。印象派が好

きな方には同時開催のベルト・モリゾ展もおすす

めです。 
https://www.mfah.org/exhibitions/ 

ショーイングジャパン  

七五三写真 

撮影会のお知らせ 
 お子様の健やかな成長を祝う七五三、今年も

ヒューストンで和装の晴れ姿の撮影会を開催い

たします。会場にてお子様の記念写真をご持参

いただいたカメラで撮影できます。男児、女児、

その他素敵な衣装の中からお好みのものをお選

びください。 

 なお、参加費は、ショーイングジャパンの活動費とさせていただきま

す。 
 

日 時: 11月2日（土）      9時30分～16時15分 

                11月9日（土）    10時15分～16時15分 

             両日とも予約制 

場 所： 三水会センター 
 

 お申し込み方法、予約の受付期間や参加費など詳細につきまして

は、9月の下旬にSJのホームページhttp://showingjapan.wordpress.com/

にてご案内いたします。 

 お問い合わせ: showingjapan2@outlook.jp 

 ＜あそぼーかい＞ 

10月4日（金）    10時30分～       

10月5日（土）     9時30分～       

11月15日（金）   10時30分～       

11月16日（土）    9時30分～        

 

＜読み聞かせの会＞ 

9月20日（金）    10時30分～ 

10月18日（金）  10時30分～ 

11月23日（土）    9時45分～ 

 

＊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コ

ミュニティーサイト：ヒューストンなび＜hounavi.us＞でもご確認くだ

さい。 

＊スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ちの方やお問い合わ

せは、次のアドレスまでご連絡ください。お待ちしております。 

あそぼーかい mama.asobokai@gmail.com 

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

https://www.oktoberfesthouston.com/
https://www.vietculturalfest.org/
https://iffhinc.org/
https://tradersvillage.com/houston/events/dreamfestcarshow/
https://tradersvillage.com/houston/events/dreamfestcarshow/
http://houstonitalianfestival.com/
https://www.friendsofconroe.com/p/getconnected
https://www.friendsofconroe.com/p/getconnected
http://houstonitalianfestival.com/
https://www.artcolonyassociation.org/
https://www.monsterjam.com/en-US/events/houston-tx/oct-19-2019-oct-19-2019
https://www.monsterjam.com/en-US/events/houston-tx/oct-19-2019-oct-19-2019
https://www.waterlanternfestival.com/houston.php
https://www.waterlanternfestival.com/houston.php
https://www.mfah.org/exhibitions/
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 前回の三谷忠宏先生から荒川達彦先生にバトンが移りました。  

第179回 

エピジェネティクスについて  

  理学博士（Baylor College of Medicine 客員研究員） 

荒川 達彦 

次回は同じベイラー医科大学に所属している小島華林先生です。

小島先生は建物のフロアが一緒でエレベーターやご飯を食べる部

屋で時々話をさせて頂いています。ベイラー医科大学は日本人が

少ないので、身近に頼れる方が居てとても心強いです。小児科を専

門にされており、どのような話を聞けるか私も楽しみにしております。 

  皆さんこんにちは。ベイラー医科大学で客員研究員をしている荒川達彦

と申します。所属している製薬会社では血液疾患に対する新薬の研究に

携わっており、今年の春から会社の海外留学制度を利用してベイラー医

科大学で研究をさせて頂いています。現在所属している研究室ではエピ

ジェネティクスが血液がんの発症・進展にどのように関与するのかについ

ての研究を行っています。私の研究内容を見て、そもそもエピジェネティ

クスって何？となる方がおられるかと思います。そこで今回は様々な病気

に関与しているエピジェネティクスについてご紹介させて頂きたいと思い

ます。 

・エピジェネティクスとは 

  エピジェネティクスの“エピ（epi）”は「後で」や「上に」という意味のギリ

シャ語の接頭辞で、ジェネティクスは「遺伝学」を意味する英語です。私た

ちの体は200種類以上の細胞で構成されており、どの細胞も基本的には

同じ遺伝子情報を持っていますが、細胞によってその遺伝子情報の使い

方が異なるため、様々な細胞へと変化することが可能です。それぞれの

遺伝子の上には遺伝子情報の使い方を示すために様々な種類の目印が

貼られており、この目印に基づいて情報の取捨選択が行われています。

この目印について学ぶ学問のことをエピジェネティクスと呼び、目印のこと

はエピジェネティック修飾と呼びます。この目印は細胞の環境変化に反応

して付いたり剥がれたりすることがあり、この変化は多くの生命現象に関与

しています。時には間違った場所へ目印が付けられることもあり、これが

様々な病気へと繋がることも分かっています。以下ではエピジェネティクス

が深く関わっている生命現象や疾患について紹介させて頂きます。 

・エピジェネティクスとミツバチ 

 ミツバチの巣には女王バチ、働きバチ、オスバチが存在します。この内、

女王バチと働きバチは巣の中でふ化したメス個体で遺伝子情報がほぼ同

じで卵の段階では全く違いがありません。しかし働きバチに比べて女王バ

チは体のサイズが2~3倍、寿命が30~40倍、1日に2000個の卵を産むと

いった異なる特徴を持ちます。この差を生む原因としてエピジェネティック

修飾の1つであるDNAメチル化が重要なことが分かっています。それを

示す研究として幼虫のDNAメチル化を操作した実験があります。通常、

女王バチになるためにはロイヤルゼリーを摂取することが知られていま

す。この研究では幼虫のDNAメチル化を操作することでローヤルゼリー

を摂取しなくても幼虫が女王バチになるかを調べました。その結果、

DNAメチル化の操作のみで女王バチになる現象が観察され、この結果

はエピジェネティクスが個体に大きな影響を与えることを示唆する一例と

なりました。ちなみにローヤルゼリーを与え続けられた幼虫の中で最初

に孵化した女王バチは他の女王バチ候補をすべて殺してしまうそうで

す。こういった過激な行動もエピジェネティクスが関与しているのかもしれ

ません。 

・エピジェネティクスと生活習慣病 

 第2次世界大戦末期の頃、オランダ西部ではナチスドイツによる食料封

鎖と記録的な寒波が重なって深刻な食糧危機に見舞われていました。

食料封鎖中の摂取カロリーは1000カロリー未満で、2万人以上が亡く

なったそうです。その後、この時に妊娠していた女性から生まれた子供

の健康に影響はあるのか？という疫学研究が行われました。その結果、

食糧危機中に生まれた子供は低体重で生まれたにも関わらず、高血

圧・心筋梗塞・2型糖尿病といった生活習慣病にかかる確率が高く、この

傾向は孫の代にも認められることが分かりました。これに近い状況を動物

実験で再現した研究もあり、妊娠中の母体の摂取カロリーが少なすぎる

と、少ない栄養を効率よく利用するようにエピジェネティック修飾の目印

が付くことが知られています。効率よく栄養を利用できるのに通常の食事

を取った結果、栄養過多になってしまうのです。低栄養とは逆に肥満状

態も次の世代へ影響を与える事を示唆する研究もありますので、ピザや

ハンバーガーはとても美味しいですが、健康に影響のないように楽しみ

ましょう。 

・エピジェネティクスとがん 

 がんは細胞が正常な制御機構を失い増え続けてしまう疾患のことを言

います。その主な原因は遺伝子の突然変異、つまり遺伝子情報が傷付く

ことだと考えられています。突然変異により細胞増殖のアクセルが踏み

続けられ、止めるブレーキも壊れている状態だと考えると分かりやすいか

もしれません。近年、遺伝子変異以外にもエピジェネティック修飾の変異

ががんに関与していることが分かり、治療標的としても注目されていま

す。エピジェネティック修飾は遺伝子の突然変異と異なり後から操作でき

るという特徴があるので、エピジェネティック修飾を操作して細胞増殖の

スピードを正常に近づければ、がんを抑制できるかもしれないと考えられ

ています。実際にエピジェネティック修飾を変化させる薬剤で効果を示

すものもあり、今後の展開が期待されています。 

 

 以上、エピジェネティクスとエピジェネティクスに関連したトピックについ

てお話をさせて頂きました。これ以外にも三毛猫はメスしかいない理由や

植物の開花などエピジェネティクスに関連した生命現象はたくさんあるの

で、ご興味のある方は調べてみて頂けると嬉しく思います。 
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世界最大のキルトフェスティバルが毎年秋に、ここヒューストンで開催さ

れているのをご存じでしょうか？その名もInternational Quilt Festival in 

Houston。アメリカ国内だけでなく、世界中から、そして日本からも毎年ツ

アーが組まれるほど人気のイベントです。今回はそんなキルトフェスティ

バルの魅力と楽しみ方をご紹介させて頂きます。 

今年のキルトフェスティバルは、10月31日～11月3日の4日間、George 

Brown Convention Centerで開催されます。初日は例年朝から長蛇の

列。並んでいるのは平均年齢高めのご婦人たちで、自作のキルトの衣装

を身にまとったり、手作りバックや小物を身に着けたりと、すでに手作り品

評会。一年に一度のお祭りなので、この日のために皆気合が入っていま

す。会場はとても広く、入って右側が作品の展示エリア、左側が販売

ブースのエリアとなっており、展示エリアの入り口付近にはコンテストで選

ばれた受賞作品がズラリと飾られています。なんと最優秀作品には

10,000ドル以上の賞金が。 

キルトといっても実に様々で、伝統的な物、絵画的な物、幾何学的な

物、メッセージ性のある物、大胆なデザインや色合わせ、手縫いかミシン

かによっても作品の印象が随分と違います。キルトというより、もはやアー

トの世界。日本人の作品も多く出展され、日本人ならではの器用さと色

合わせで毎年多くの方が入賞されています。布でしか表現できない風合

い、一針一針手のぬくもりを感じることができ、作者がこのキルトと共に過

ごした壮大な時間や思い入れ、愛情を考えると、しばし見入ってしまいま

す。 

 素晴らしい作品に触れ、鑑賞に浸り、自分も何か作ってみたい！と意

欲が掻き立てられたら、いざ販売ブースエリアへ!静かでゆったりとした展

示エリアと違って、こちらのエリアは一転して大賑わい。手芸小物や生

地、ミシンなど様々な手芸用品が販売されています。普段見かけないよう

なアンティークのキルトやかわいいボタン、レースなどもあり、見ているだ

けで楽しいこと。出店のお店も世界各国から集まってきているので、雑貨

探しも楽しみのひとつです。 

 

 ヒューストン日本商工会の月間会報誌「ガルフストリーム」は、ヒューストン日本

商工会のホームぺージからもご覧いただけます。 

 ホームの上部にあるメニューの「商工会について」の中にある「ガルフストリー

ム」をクリックしていただくと、ガルフストリームのページが開きます。そこには最新

号から、過去6か月くらいの記事が掲載されております。 

 さらに古いバックナンバーにご興味がある場合は、右肩のメニューよりBACK 

NUMBERをクリックしていただくと2010年1月号からのバックナンバーをご覧いた

だくことができます。 

 またガルフストリームのページでは、記事分野別リストも掲載されており、会社

紹介、メディカル、宇宙関係、教育関係、旅行に分かれていますので、気になる

記事がありましたら、記事の記載年月を確認して、バックナンバーをご覧ください

（各号がPDFになっています）。 

新しくヒューストンにお越しになった会員の皆様、ガルフストリーム愛読者の会

員様、前はどうだったのか、確かこんな記事があったようななど思い立った折、

ちょっと覗いてみてください。お役に立てば、幸いです。         （編集部） 

ガルフストリームバックナンバーのご紹介 

少し話は逸れますが、実は私がここに初めて訪れた時、ひょんなことか

ら日本からの出店ブースの人にお店のお手伝いを頼まれ、毎日この空

間に居られる嬉しさで、二つ返事で引き受けました。以来4年間ほどお手

伝いさせていただきましたが、毎年必ずお店に立ち寄って下さる方、布

を手に取り頬ずりされる方、英語が通じなくても、布を思う気持ち、手作り

の楽しさを共有することができ、とても貴重な経験をさせて頂きました。私

にとってキルトフェスティバルとは、色んな方とのご縁も生まれる出会いの

場でもあるのです。 

 さて話を戻しますと、店先ではデモンストレーションも行われていて、初

心者でも親切に教えてもらえます。運が良ければ、サンプルの生地や宣

伝用の買い物袋などもらえたりします。他にも期間中は別フロアで様々

な手作りワークショップが行われているので、興味のある方は要チェッ

ク！またプレビューナイトといって、開催前日の水曜日の夜7時～9時の

間、プレオープンされるので、こちらも是非チェックしてください！ 

さあ少し興味が沸いてきましたか？手芸女子（もちろん男子でも）の方

には是非、ヒューストンで何か始めたいと思っている方、芸術鑑賞好きな

方、アンティークや雑貨探し等々、ヒューストンに滞在中にぜひ一度キル

トフェスティバルに足を運んでみてはいかがでしょうか？ 
http://www.quilts.com/quilt-festival-houston.html  

（文責： ヒューストン滞在10年以上、キルトだけでなく編み物、 

刺しゅうなど手芸が大好きな駐在妻 渡邊清子） 
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No.137 

編  集  後  記 

 昨年9月号の本欄で編集委員長への着任の御挨拶をさせて頂いてか

ら、1年が経ちました。ヒューストン日本商工会や関連する団体などの行

事も一巡し、1年間の流れがようやくわかって来ました。しかしながら、今

号の日系団体紹介記事で、他団体の御活動で初めて知った部分もある

ような初心者であります。今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。 

 皆様、お気づきの通り、本号より「食ぅすとん」が復活しました。7月号で

ご紹介した読者アンケートで頂いた「レストラン情報をもっと取り上げて欲

しい」というリクエストにお答えしたコーナーです。「復活」の文字が気にか

かる方、「食ぅすとん」が懐かしいと思われる方、いらっしゃるかと思いま

す。2005年の読者アンケート結果でもレストラン紹介のリクエストが高く、

2005年5月号より開始、2008年3月号まで30回にわたって連載したコー

ナーの復活です。以前の連載時とは違って、最近はインターネットでレス

トランの検索は簡単にできますが、やはり人づてに聞いたレストランは興

味をそそるものです。ご紹介して頂く方の好みなどもあるかも知れません

が、気にかかったレストランには足を運んでみて下さい。 

 今号ではガルフストリーム誌のバックナンバーの紹介もしています。オリ

ジナルの「食ぅすとん」の記事もこちらから閲覧する事が出来ますので、ご

参照ください。なお、記事は10年以上前ですので、お店が実際にある

か、同じメニュー・味が期待できるかは定かではありませんので、ご了承

頂ければと思います。                                                                （松澤進一） 

発      行 ： ヒューストン日本商工会 

発行責任者 ： 小風 寧 

編集委員長 ： 松澤進一 

構成 ・ 編集 ： ガルフストリーム編集委員一同 

印     刷 ：  Sel-Fast Printing Copies &  Laminating   

     （713）782-2000 

By 
Kumiko 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編集委員および投稿募集中！ 

問い合わせ先： sansuikai@jbahouston.org  

ガルフストリームは、ホームページでも閲覧可能です。 

 https://www.jbahoustongulfstream.com/ 

ヒューストン日米協会 GALA開催のお知らせ 

（主催： ヒューストン日米協会） 

        
 米国と日本の外交関係樹立から今年で165周年。ヒューストン日米協会

は、「米国と日本の強固な絆に対するテキサス州の貢献を祝う」をテーマ

にGalaを開催致します。第2回トーマス・シーファー・リーダーシップ賞が

Greg Abbott氏（テキサス州知事）、第2回ヒューストン・友好賞が佐々木信

彦氏（JETRO理事長）に授与されます。 

 2020年東京オリンピックで注目される東京の街をイメージした会場にて、

テキサスにいながら東京散策が体験できる機会も提供させて頂く予定で

す。皆様のご参加、ご協力をどうぞよろしくお願い致します。 

日時： 10月4日（金） 午後6 時より 

場所： Silver Street Studios 

         2000 Edwards St., Houston, TX 77007 

詳細・お申し込み： https://www.jas-hou.org/gala-intro 

お問い合わせ： ikatayama@jas-hou.org 

                または713-963-0121 

 当協会は、日米の友好関係の促進のために

設立された非営利団体です。経済・教育・文化

など多岐にわたるプログラムを通して、会員そ

して広くヒューストン市民にむけて日米の文化

交流の懸け橋となるべ く活動しています。Gala

収益金は、ヒューストン日米協会の活動及びテ

キサス州と日本との友好、交流、そして協力の

ために使われます。  

https://www.silverstreethouston.com/
https://www.jas-hou.org/gala-intro
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