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 10月となり、ヒューストン日本商工会も平成29(2017-2018)年度を迎えました。 

 10月度常任委員会・本年度年次総会・懇親会が10月27日(金)、アップタウンのホテル、Hilton Houston 

Post Oakで開催されましたので、ご報告いたします。10月1日時点での正団体会員数は114社と昨年の

112社より2社増え、正個人会員数も738名と50名の大幅増、名誉会長および名誉会員は9名と1名増、準

会員は39名で変わらず、会員総数でも、786名と51名増となっています。 

 当日午後5時からホテル1階のBLVD Ballroomで開催の常任委員会ではハリケーン「ハービー」の被災

へのお見舞いとともに、多くのボランティアの活動のすばらしさ、ヒューストン経済が堅調であることなどの

商工会会長挨拶、引き続いて総領事による総領事館連絡として同

じく被災へのお見舞いとテキサスヒューストンで日本企業の存在感

が増していることなどの連絡があり、幹事報告、会計報告、商工会

50周年記念関連報告、委員会・部会報告では「2016-2017年テキサ

ス経済概況」が全面改訂されること、また、創立50周年記念 第559

回のテキサス会の開催案内、古本市開催結果報告ならびに事務局

連絡が行われました。また、その他として、US-Japan Council Mem-

berの紹介と「Japan-Texas Economic Summit」が来年5月ヒューストン

で開催される案内がありました。会計報告の中では、商工会の昨年

度決算の報告と承認、新年度予算案の承認が行われ、新年度の始

まりが確認されました。 

 休憩の後、6時過ぎから同Roomで、正個人会員と準会員も参加さ

れての年次総会が行われました。年次総会では、総領事と商工会

会長のご挨拶、旧年度役員・特命理事・委員長・部会長による年間

活動報告、新年度理事委員紹介と続き、常任委員選任報告を最

後に終了しました。 

 7時30分からの懇親会も同Roomで、立食/着席の形式で行われま

した。幹事による開会の辞の後、商工会長のご挨拶、総領事のご

挨拶と乾杯の音頭で始まり、ビュッフェスタイルの食事とワインなど

を楽しみながら、多くの参加者がご歓談され、親交を温められまし

た。談笑の輪があちこちに作られ、和やかな雰囲気のなか楽しい

ひと時が過ぎていきました。会の最後では、この日行われていた

MLBワールドシリーズ第３戦でのアストロズ対ドジャースの試合途

中情報が本多第一副会長の締めの挨拶として報告され、新年度最

初の行事が滞りなく終了しました。 

 髙杉会長を始め新理事委員の皆様、全ての会員と配偶者の皆

様、本年度もどうぞ宜しくお願い致します。 

2017-2018年度 常任委員会・総会・懇親会 開催 

高杉会長挨拶 

天野総領事挨拶 
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平成29（2017-2018）年度 10月  商工会常任委員会・年次総会 議事録 

開催日時：2017年10月27日（金）17:00～17:40 

開催場所：Hilton Houston Post Oak (2100 Post Oak Blvd.) Room – 
BLVD Ballroom  

司会: 木村健洋 幹事 

１．商工会会長挨拶 （髙杉 禎会長） 

①ハリケーン･ハービーの襲来から既に2か月が経っ

たが、被災された会員並びにご家族の皆様には改め

てお見舞い申し上げると共に、被災された皆様の心

痛をお察し申し上げる。 

②ヒューストンは、油価低迷が続く中でも多様な産業

分野への裾野の広がりを背景に、今後も着実な経済

発展が見込まれている。また、全米で最も多様な人種

を擁する都市で、アジア系は全体の7.6%とまだ比率

は低いものの、ここ10年で66%増と存在感を増してい

る。このようなヒューストンにおいて商工会が果たす役

割は益々重要さを増すものと思っている。 

③本年度はヒューストン日本商工会設立50周年を迎

える事となった。ヒューストン経済の発展と共に私たち

日本商工会も更なる飛躍を遂げ、ヒューストン地域へ

の貢献や他団体との交流促進を通じ、日本のプレゼ

ンス向上に努めていければと願っている。引き続き皆

様のご支援、ご協力頂きますようよろしくお願い申し上

げる。 

２．総領事館連絡 （天野哲郎 総領事） 

①ハリケーン・ハービーにより被災された皆様には心

よりお見舞い申し上げる。復旧に関し支援が必要な場

合は、ぜひ当館へご連絡いただきたい。 

②ヒューストン大学ヒルトンカレッジの要請により日本

の観光について講義する機会があり、商工会の50周

年イベントが同大学を会場として行われることが話題

になっていた。このようなイベントを通して日本のプレ

ゼンスがさらに高まるよう引き続きご尽力いただきた

い。 

③アボット州知事と会談する機会があった。アボット州

知事は、テキサス州に進出している日系企業が投資

のみならず、ハリケーン上陸の際に義援金による支援

によっても当地に大きく貢献したことを認識し、日本へ

のミッションに対しさらに強い関心を寄せられているこ

とをご報告申し上げる。 

３．幹事報告 （木村健洋 幹事） 

＊理事委員の紹介  

本年度の理事委員会を構成するメンバーとして、名誉会

長（総領事）、役員（7名）、特命理事（5名）、常設委員長（6名）、

常設部会長（5名）、事務局長の紹介があった。詳細は商工会

ホームページ掲載の組織図参照。 

＊ハリケーン･ハービーにかかる義援金について【追認事項】 

8月25日のハリケーン・ハービーによる被災状況を

踏まえ、当会としてはグレーターヒューストン地域コミュ

ニティーの復興に資するべく、理事委員による義援金

にかかる緊急書面決議を行った。その結果、9月12日

付でUnited Way Relief FundとGreater Houston Com-

munity Foundation Relief Fundへ各5万ドルずつ、計

10万ドルを当会より義援金として拠出した。また、本会

では当該理事委員会の承認が賛成多数の票をもって

追認された。尚、拠出先の選定にあたっては、資金が

効率的にコミュニティーの復興に役立てられること、

日々の商工会活動で何らかの関係がある団体である

こと、などを総合的に勘案し判断した。 

４．商工会50周年記念関連報告 （髙杉 禎 会長 兼実行委

員長） 

＊50周年イベントにかかる寄付について【追認事項】 

当会が創立50周年を機にヒューストンに根ざしてビ

ジネスを続けていく上で、恩恵を被っている地元のコ

ミュニティーへ貢献するため、理事委員会と実行委員

会では意義ある地元団体への寄付を検討してきた。

その後、ヒューストン大学から受けた提案の中から、

「Study Abroad to Japan」及 び「Community Design 

Resource Center（CDRC） の都市開発プロジェクト」の

2つのオプションを寄付の拠出先として最終的に絞込

み鋭意検討した。その結果、後者のGerald D.Hines 

College of Architectureの CDRCにより2018年1月から

開始される二年間のプログラムに貢献すべく、$100K

を寄付することを理事委員会の特別書面決議により10/25

に全会一致で承認した。また、本会では当該理事委員会の

承認が賛成多数の票をもって追認された。同プログラムは、

先のハリケーン･ハービーによる被災を受けて、学生、

CDRC、地域リーダー、ヒューストン市等と連携し、より災害

耐久力のある都市づくりを含めたヒューストンの都市開発に

寄与することを目的としており、本商工会が事業基盤をおく

ヒューストンへの貢献策の一環として適当な寄付提供先と

判断できる。尚、同プログラムは二年間に渡り行われること

から、JBAH Foundationより寄付総額の半分に当たる$50K

を今年度予算として拠出することとし、後日、Foundationの

役員/常任委員により書面決議が行われる予定。 

５．会計報告 （峯山裕二 会計幹事） 

＊JBAH 2016-2017年度決算案の報告及び承認、2017-2018年度予

算案の承認について【承認事項】 

旧年度は$8,500の黒字修正予算に対し、約$47,000の赤字決算と

なった。その主な要因は、会員数増加に伴う会費収入の増加に対し、

支出面では期中に緊急決議をしたハリケーンによる義援金への支

出$100Kと今年度の50周年イベント予算$42Kのうち$25Kが未消化と

なったことなどが主な要因となった。また、ピクニックの剰余金のうち

$3,000を千葉市との姉妹都市提携45周年記念バレエ公演へ寄付し

た。新年度予算については、引き続き会員増加による会費収入の

増額を見込み、一方、支出面では前年度の補習校ソフトボール大

会中止による調整、会場コスト値上げによるAnnual Meeting経費の増

額、ホームページの改修や50周年記念イベントにともなう人件費等

の経費増額を見込み、約 $2,700の黒字予算とした。以上の報告を

受け、決算案・報告案が過半数の賛成を得て承認された。 

＊JBAHF 2016-2017年度決算案、及び2017-2018年度予算案につい

て 

旧年度は会員増加に伴う寄付金増加により$350の黒字予算に

対し、約$9,900の黒字決算となった。出費としては、補習校に対する

寄付金のほか、唯一、寄付の依頼状を受領した病院への寄付が含

まれる。新年度予算については、先に本会にて追認を受けた50周

年にかかるヒューストン大学建築学部CDRC の「都市開発プロジェク

ト」への寄付$50Kを計上するため、約$45Kの赤字予算とする。当決

算案と予算案の承認に関しては、Foundationの役員（JBAH役員が兼

任）により、後日書面決議される予定。 

６．委員会・部会報告 

①企画・調査委員会 （黒川淳二 企画・調査委員長） 

＊2016-2017年テキサス経済概況の改訂について 

総領事館・JETROの協力で発行される「テキサス経済概況」につ

き、本文は隔年毎、付表は毎年改訂している。今年は本文と付表の

全面改訂作業を完了した。近日中にホ－ムページに掲載されるの

で、是非ご活用いただきたい。 

②スポーツ委員会 （髙嶋公介 機械・電子部会長） 

＊創立50周年記念 第559回日本商工会・日本人会共催テキサス

会「商工会会長杯」ゴルフ開催案内  

11月19日（日）にThe Golf Club at Cinco Ranchで同ゴルフコンペを

開催予定。会員各位にはすでにご案内を送付済みで、11月3日が

締め切りとなっているので奮って参加いただきたい。このゴルフコン

ペは、商工会創立50周年記念イベントの一環として開催され、優勝

者には50周年記念賞が授与される。また、その他の賞品の寄付に

ついてもぜひご協力をお願い申し上げる。 

③生活情報委員会（根本真樹子 生活・情報委員長）  

＊古本市開催結果報告 

去る10月21日(土)、同委員会に属する活動グループ、

ショーイングジャパン、図書館、そして一般のボランティアが

協力し、会議室にて古本市を開催した。当日は大変盛況で

100名以上の皆様にご参加いただき、ボランティアの皆様の

ご 協 力 に 感 謝 申 し 上 げ る。寄 付($57.85)と 売 り 上 げ

($1,002.00)を合わせて、収益合計は$1,059.85となった。こ

の収益金は、ショーイングジャパンの皆様により50周年記念

コンサートの会場で配布される景品（トトロの団扇400本）購

入のために使用させていただく。 

７．事務局連絡 （小林浩子 事務局長） 

①2017-2018版 商工会会員名簿改訂作業進捗報告 

現在、今年度の会員名簿の改訂作業を会員情報データベース

の更新作業と並行して進めている。名簿のドラフト確認に引き続きご

協力をお願い申し上げる。 

②年間行事・会議予定のお知らせ 

今年度の行事・会議開催予定日等を商工会ホームページに掲

載しているのでご確認いただきたい。今後もスケジュールを随時アッ

プデートしていくので、行事担当者の方は日程が決まり次第、事務局

へご連絡いただきたい。 

③会員消息 

会員情報のアップデートは名簿改訂の時期だけではなく随時受

け付けているので、事務局までご連絡いただきたい。本日現在の会員

数は、名誉会員9名、正個人会員738名（正団体会員数114社）、準会員

数39名で、総会員数は786名である。詳細は別紙参照。 

８．その他 

＊Japan-Texas Economic Summitについて 
 (US-Japan Council Representatives: Ayako Kameda, Kei 
Ashizawa & Toshiyuki Yoshida)  

  US-Japan Councilが主催する同経済サミットが2018年5月7-

9日にヒューストンにて開催されるにあたり、   

 同サミットのホストコミティー代表者よりUS-Japan Councilの紹

介、ならびにサミットへの参加とスポンサーシップへの協力依

頼があった。  
 
 
 

【年次総会】 

（18:00～18:50）＜Room – BLVD Ballroom＞ 

１．商工会会長挨拶 （髙杉禎 会長 会長） 

①本年度は 商工会設立50周年を迎える。1967年にヒュース

トン貿易懇話会として、加盟企業15社、会員総数56名で活動

を開始して以来、ヒューストン経済の発展と共に私たち商工

会も成長してきた。今日現在における加盟企業は114社 、会

員数は786名と過去数年連続して大幅な拡大を遂げてきた。

また当会の設立趣旨の一つである、日本語補習校において

は、生徒数が580名近くとなり、たった4年前と比較して1.5倍

の規模となった。この様に組織が拡大している中、商工会の

果たす役割は益々重要さを増している。 

②来る11月11日(土)には、50周年記念行事としてレセプショ

ンとコンサートをヒューストン大学で開催する。本イベントを通

じて地域の関係者一同への感謝の意を表すとともに、次の50

年へ向けて今後さらにヒューストンコミュニティーとのパート

ナーシップを強化していきたいという意思表明を対外的に発

信する機会になればと願っている。皆様の変わらぬご支援ご

協力を宜しくお願い申し上げる。 

２．総領事ご挨拶 （天野哲郎 総領事）                  

①千葉の熊谷市長が9/9-11に姉妹都市45周年を記念しヒューストンを

来訪し、千葉市民が励ましの言葉を寄せ書きにした横断幕をター

ナー市長へ贈った。一方、アボット州知事は日系企業の盛んなビジネ

ス活動がテキサスのみならず全米に貢献していることを認識されてい

る。来年は、日米協会が創立50周年、ジャパンフェスティバルは25周年

を迎えることもあり、商工会の皆様にもぜひご協力をいただき、日本の

プレゼンスをヒューストン、テキサス、全米へとさらに広範囲にわたり高

めていくことができるよう願っている。 

②US-Japan Councilが来年5/7-9にテキサス経済サミットをヒューストンで

開催する予定で、当館でも後援している。テキサス州からはアボット州

知事、日本側からも政財界の要人が出席を予定しており、総勢400名

の参加となる予定。会員の皆様には、ぜひこの大きなイベントにご参

加とご支援をいただき、テキサスにおける日本の経済プレゼンスを米

国内のみならず、日本へのフィードバックとしても示していただきたい。 

３．旧年度役員・特命理事・委員長・部会長による年次報告（木村健

洋 幹事）                                              

旧年度役員・特命理事・常設委員長及び部会長による年次報告が

行われた。 

４．新理事委員の紹介  

本年度の理事委員会を構成するメンバーとして、名誉会長（総領

事）、役員（7名）、特命理事（5名）、 常設委員長（6名）、常設部会長

（5名）、事務局長の紹介があった。詳細は商工会ホームページ掲載

の組織図参照。 

５．常任委員の選任報告（木村健洋 幹事） 

商工会定款第四条第一項(d)号（2010年8月度常任委員会において

一部変更）に基づき、正団体会員の企業責任者112名を常任委員と

して選任することが報告された。 
 

（総会終了後は同室にて懇親会を開催） 

【懇親会】（19:00 ～21:15）＜Room: BVLD Ballroom＞ 

１．開会の辞 （木村健洋 幹事） 

２．商工会会長挨拶（髙杉禎 会長） 

３．総領事挨拶・乾杯（天野哲郎 総領事） 

４．閉会の辞 （本多之仁 第一副会長） 
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１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

 MM Mobile, Inc.は携帯電話販売代理事業に特化する企業として、2015年1月にカリフォル

ニア州で設立されました。初めは日本人1名と現地従業員2名で、カリフォルニア州サンディ

エゴにある日系スーパーMITSUWA内の一角で小さな携帯ショップの運営を始めました。地

道な営業活動を重ねた結果、米国で最大手の通信キャリアであるVerizon Wirelessの目に留

まり、日系企業としては初となる正規一次小売販売店として認定され、2016年11月にハワイ

州ホノルルにある日系ディスカウントストアのドン・キホーテ内で第一号店をオープンしまし

た。ハワイで合計3店舗をオープンした後、2017年3月より10月にかけてテキサス州ダラス・

フォートワースエリアに5店舗をオープンし、2017年10月現在、Verizon Storeを8店舗運営し

ております。また携帯小売事業に留まらず、今年から法人向けのシステムインテグレーション

や、日本に一時帰国する際に使用するポケットWi-Fiレンタルサービスの提供も開始しまし

た。ダラスよりヒューストンの皆様にこれらのサービスをご紹介しに参りますので、何卒宜しく

お願い致します。 

 またアメリカ生活で役に立つ情報をまとめたウェブサイト『mAmerica（まめりか）』の運営も

行っておりますので、是非お時間のある時に見ていただければ幸いです。 
http://mamerica.net/  
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。 

 初めて出張でテキサス州を訪れたのは夏の1番暑い時期だったので、赴任が決まった時は

その暑さに怯えていました（笑）。実際には車社会でほとんど外を歩くことがなく、そこまで暑

さでバテることなく過ごせました。 

 テキサスの印象はとにかく「大きい！」ですね。物理的に大きいということもありますが、テキ

サスの人々の心の大きさにも感動しています。みんな優しく、気さくなので楽しく生活させても

らっています。 

 ヒューストンで楽しみにしているのは何と言ってもNASAです。宇宙好きにはたまりません。

実はまだ遊びに行けてないので、次こそは！と思っています。 

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。 

 今年の2月にハワイ州オアフ島よりテキサスへ異動してきました。サーフィン、スノーボード、

バレーボールが好きなのですが、サーフィン、スノーボードはテキサスで楽しむのは中々難し

いので、最近は近所のスポーツセンターでバレーボールに勤しんでいます。学生時代も2年

間ハワイで過ごしていましたので、アロハシャツをトレードマークに営業活動を行っています。

ヒューストンでアロハの日本人を見かけましたらお声掛け下さい！きっと私です！ 

ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

 MM Mobile, Inc. 

    熊野 圭輔 さん 
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右が熊野さん 

古本市のご報告 

   当初8月に予定していた古本市は、ハリケーンの

影響のため2回延期となりましたが、ようやく10月21

日(土) にボランティアの皆様や事務局のご協力によ

り、三水会センター会議室にて、無事開催すること

ができました。 

 

文庫本が最も多く、会場中央の大きなスペース

に、著者名の「あいうえお」順に仕分けされてぎっし

り並べられ、その他の本は壁を囲むようにジャンル

別に並べられました。本を見やすく、探しやすくする

ため、ボランティアの方々のアイデアで、スーパー

マーケットの紙袋を利用した本収納箱が大活躍しま

した。会場の廊下には、今回多く集まった子育てに

役立つ絵本や児童書が所狭しと並べられ、一番人

気のセクションでした。 

 

当日は100人ほどの方々が来場され、この度の収

益金は$1002.00、そして$57.85の寄付と合わせると、

$1059.85となりました。通常はピーカンキッズやお助

けマップ、ショーイングジャパンの運営や活動に古

本市の収益金を充てておりますが、特に備品等の

必要なものはないとのことで、11月11日(土) に開

催予定のヒューストン日本商工会創立50周年記念

コンサートに際し、記念品の購入に充てることと致

しました。事務局で早速コンサートで演奏予定の

久石譲氏作曲の「となりのトトロ」にちなんで、トトロ

のうちわ400本を購入致

しました。コンサート会場

のロビーには、ショーイ

ングジャパンのブースが

設置され、活動紹介とし

おり配布のほか、このう

ち わ を 配 布 の 予 定 で

す。是非記念のトトロのう

ちわをお持ち帰りいただ

ければと思います。 

 

毎回古本市には日本語や日本の文化に興味の

あるアメリカ人の方々、ルイジアナやガルベストン

など遠方より足を運んでくださる常連の方々もい

らっしゃいます。お越しいただいた皆様、またボラ

ンティアの皆様にはこの場をお借りして心よりお礼

を申し上げます。次回の古本市もより充実した内容

にてご案内できるよう、ボランティアの方々と準備し

てまいります。今回の古本市についてお気づきの

点などがございましたら、今後の参考にさせていた

だきますので、是非ご連絡ください。 

  

 

連絡先：商工会事務局  
sansuikai@jbahouston.org 

(生活・情報委員長 根本真樹子) 
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商工会新組織体制 ヒューストン日本商工会  
  新年度を迎えて新たな組織体制となりましたので 

ご紹介致します。（敬称略）  

 役職名（担当）、氏名（会社名）  

特命理事（他団体対応・日本庭園） 

名川 譲 （All Nippon Airways Co., Ltd. ） 

特命理事（安全危機管理） 

平澤 暢人（Marubeni America Corporation） 

特命理事（対外交流） 

久留 靖史  

（Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)） 

特命理事（ジャパンフェスティバル＜主＞） 

鈴木 一（Kuraray America, Inc. ） 
特命理事（ピクニック＜副＞） 

福田 淳 （Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.）  

広報委員長（ガルフストリーム） 

佐藤 大地（Japan Oil, Gas and Metals National  

Corporation (JOGMEC)） 

企画・調査委員長 （セミナー） 
黒川 淳二 （Japan External Trade Organization 
 (JETRO) Houston) 

  

文化委員長（ピクニック＜主＞） 

藤井 一彦（Kaneka North America LLC） 

スポーツ委員長（テキサス会／ソフトボール） 

内藤  聡（JERA Energy America LLC） 

教育委員長（補習校運営委員長） 

増田 徹（Mitsubishi International Corporation） 
生活・情報委員長（図書館・ボランティア活動） 

根本 真樹子（Kintetsu International Express (U.S.A.), Inc.) 

鉄鋼部会長 

廣川 二郎 ( JFE Steel America, Inc.) 

物資・化学品部会長  
浅田 淸史  

(JX Nippon Chemical Texas Inc.) 

エネルギー部会長  
小山 恭彦 

 (JX Nippon Oil & Energy (Americas) Inc.) 

機械･電子部会長  
髙嶋 公介  

(Chiyoda International Corporation) 

 

運輸･サービス･金融・貿易部会長  
 神長 洋行 

 (IINO LINES (U.S.A.) INC.) 
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今年50周年を迎える商工会の記念事業の一環として、ガルフストリーム編集部では、誌上に残る座談会を企画しました。それぞれの年代を代

表する方々にお集まりいただき、越し方を振り返りつつ今後の商工会のあるべき方向性や期待をお話しいただきました。  

【第一部：50年を振り返って】 

（60年代～80年代) 

黒川淳二（以下、黒川）：司会進行役を務めさせていただくJETROの黒川

です。本日は、商工会50周年ということで、発足初期から現在まで商工会

を盛り上げてくださった方々にお集りいただきました。50年、ここまで一生

懸命で、振り返る機会は少なかったと思います。50年が良い機会というこ

とで、時代とともに変わってきている商工会が、これからも輝いていけるよ

う、過去を振り返り未来についての展望を語るという主旨で座談会を開催

いたしました。 

 それではまず、古くからいらっしゃる方、当時活躍された方から順番に

話をお聞きします。1960年代。トップバッターは権藤さん。60年代の日本

企業の進出、人々の生活ぶりなどを…。 

グレン権藤（以下、権藤）：1967年は、日本はまだそんなに話題になること

はなかった。でも、三菱、三井、住友は既に当地でビジネスを始めてい

て、GHPや市長が、日本を訪問し企業 を誘致しようとしていました。

JETROの草島さんは、当時の知事に会うなど大変活躍されていました。 

 日本食もあまり知られていなくて、私の両親が、ダラスに醤油やお米な

どを持ち込み始めたのです。1960年は日本食が買えなかったので、日本

人は両親のお店で醤油や漬物を買っていました。1966年、両親は、「木

組み」（釘を使わない日本の伝統工法）で、ヒューストンに東京ガーデンと

いうレストランを作りました。最初の商工会の会議はここで行われました。

ウェイトレスは着物を着ていて、靴を脱いで上がる畳の部屋があって…。

ヒューストンの人たちが今まで見たことがなかったものです。レストランに

来て日本文化を学ぶという面もありました。 

門脇晶子（以下、門脇）：権藤さんのご両親は大変な時にアメリカで過ごさ

れましたね。日本に帰れば裏切り者、アメリカでは敵国人。 

権藤：私は当時13歳。兄2人、姉2人の、一番下です。だから大変さがあま

りわかっていなかったのです。でも当時は、アジア人もヒューストンにいな

かったので、私がモールを歩くと、子供たちにジロジロ見られたものです。 

門脇：シカゴから来てみると、ヒューストンには、白人のみと黒人のみ（の

地域）しかなかった。黒人のみの方に行ったら、白人の方に行け、と言わ

れました。アメリカは平等だと教えられてきたのに、実際は平等ではありま

せんでした。 

権藤：飲み水も、白人用と黒人用があって、大変ショックでした。カリフォ

ルニアはまだましでしたね。 

 

（日本企業貿易懇話会のはじまり） 

髙杉禎（以下、髙杉）：日本企業貿易懇話会を始めた時の会員企業は15

社だけだったようですね。 

権藤：67年に日本企業の活動が活発化してきてJBAH（の前身）ができま

した。当時、それまでは農業が主であり、日本をプロモートする団体はな

かったですね。 

南邦夫（以下、南）：ゴルフの集まりで作ったテキサス会で、団体を作ろうと

いう話がまとまったんですよ。企業があったのに、なぜかそれまで団体が

なかったのです。 

権藤：東洋綿花がガルベストンにオフィスを開いてましたね。 

髙杉：三菱が58年前最初の駐在員を派遣した当時、やはり綿花を扱って

いました。 

南：うちもです。ほとんどの企業は最初綿花を扱っていました。その次は

鉄鋼、だんだんケミカルやオイルに変わってきました。 

権藤：三井、三菱、住友も、何年も綿花を取り扱っていました。 

黒川：20年記念のガルフストリーム誌をみると、東京ガーデンにみんなが

集っていて、みんなが関西弁を話していました（笑）。日本コミュニティは、

パーティをやったり、市長を招いたり…。川島さんが活躍して、日本人を

アメリカ社会にとけこませようとしていましたね。JBAHは互いに助け合っ

て、事業を行なっていた。アメリカ企業より力を合わせていたところが大変

好ましかったと感じます。 

南：綿の商社からはじまっているので関西の方が多いんです。だんだん

重工業、造船など変遷してきて、オイルリグを作るように変わりました。 
 

（70年代、日本語補習校のできる頃、ヒューストンの生活） 

南：外国に出ていると、悩みは子どもの事。当時は、黒人、ヒスパニックも

少なく、学校では日本人一人。白人ばかり。今は政府からの派遣ですが、

その前は補習校の校長先生は企業の社長ですよ。 

門脇：最初の校長先生は山口の方でしたね。  

南：みんなが自発的に、話し合って補習校を作ってきました。 

門脇：でも、補習校に入れない人もいました。 

 

 

（6ページへ続く） 

髙杉禎氏（北米三菱商事）： 1986 年から頻繁にヒューストンに出張。2012 年 4 月～現在まで 5 年半ヒューストンに駐在中。

2013 年度途中～ 2014 年度の商工会会長、2016 年度途中～ 2017 年度は現商工会長。現在、商工会 50 周年記念イベ

ント実行委員長を兼任。また、Greater Houston Partnership 並びにヒューストン日米協会の役員。 

グレン・権藤氏（Gondo Company Inc CEO）： 1968年～現在、商工会の準会員。 “Sushi King”として知られ、Gondo Company 

Inc の CEO、Tokyo Garden Catering などを経営。2013 年に旭日章を受勲。日米協会で理事、また、会長職を 3 回務めた。

地域の著名な数団体でも理事を務める。ヒューストンのジャパンフェスティバルの創始者。 

門脇晶子氏（商工会初代事務局長）： 1975 年～ 2000 年、商工会初代事務局長として 25年勤務。当初、日本語補習校の

事務を兼務。1978 年に三水会館の開設まで、ヒューストン貿易懇話会事務局業務を行う。1988 年に Foundation の設立に

貢献。 

南邦夫氏（貴美子夫人と参加）（元大阪商船三井船舶）：1974年～1977年、ニューヨーク支店ヒューストン事務所に駐在。

グレーターヒューストン日本人会設立に参加、2006年同副会長。2008年 Hermann Park Conservancy 理事、日本庭園委

員会の委員長。 

川島義之氏（元三井物産ヒューストン支店長）：1977年ヒューストンへ赴任、8年間勤務。1987年～1990年ヒューストン支店

長。1989年度、1990年度に商工会会長。2011年よりヒューストン在住。（座談会当日は、御欠席のため、書面でご参加。）  

【司会】黒川淳二氏（JETRO）：2014年～JETROヒューストン所長。商工会企画・調査委員長。  

商工会50周年 記念座談会  

『50年 越し方を振り返り、  

する』 

行
く
末
を
展
望 

川島義之氏 写真左から：南貴美子夫人、南邦夫氏、門脇晶子氏、グレン・権藤氏、髙杉禎氏  

【司会】黒川淳二氏 
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髙杉：日本人の間の中でも制限があったのですか？ 

南：補習校の目的が、日本に帰る子供たちを対象にしていたから…。 

髙杉：今は一定条件をクリアしていれば基本的には皆さん受け入れてい

ますよね。補習校の生徒が増えてきていて、今600人弱ですね。 

黒川：70年代は、旦那さんが切り込み隊長で先にこっちに来てね、という

感じでしょうか。 

南：当時、日本人は外に出て仕事をする事に気負っていました。企業の

代表、国の代表ですよ。外国の事を一所懸命吸収しようとしていたので

す。だから、ここで助け合うのは当たり前でした。非常に親密で、集まりが

しょっちゅうあって、そこで情報交換しあいました。貴重な情報交換の場。

お米ひとつ買うにも、コンベンションセンターのあたりのチャイナタウンに

行けばあるという情報で、旦那さんが仕事帰りに買ってきたりとか…。 

黒川：みなさんどこに住んでいたのですか？ 

南：学校がいいからというので、メモリアル沿いに住んでいました。自分は

ベルトウェイ8のあたり。今のベルトウェイ8のあたりまでが町でしたね。Katy

はまだ開発されていませんでした。ウェストハイマーには牛や馬がいまし

た。 

門脇：カークウッドあたりでもブルーボンネットが見られたし。 

南：70年代になっても、ちょっと郊外に出ると、60年代の名残で、「白人の

み」などのサインがあってびっくりしました。オフィスには黒人のビジネスマ

ンはいなかった。黒人は、今メキシコ人がやっているような芝刈りや家の

修理をしていました。そのころはメキシコ人があまりいなかった。ダウンタウ

ンを歩いているのはほとんど白人。禁酒法の時代だったので、バーはプラ

イベートの会員制でした。エグゼクティブは、お昼にクラブで一杯やりなが

ら食べていました。女性の地位も低かった。良いも悪いもない、それが当

たり前でした。 

門脇：テキサスの女性は、北部の州の女性より強いと感じました。女性が

少なかったので、守られているんでしょうね。 

黒川：川島さんのコメントです。「昔は偉大な『ど田舎』でした。最初に来た

1977年の初め、Dairy AshfordのWestmere Subdivisionの一軒家を買い、 

毎日ダウンタウンの会社に車で通勤しましたが、Dairy Ashfordは舗装さ 

れておらず、単に2車線でした。I-10 は片側3車線で、朝夕のラッシュ時は

大変でした。しかし、幸いにも勤務する三井物産の始業時間が9時15分

でしたので、少しは楽でした。帰りは何時も7時過ぎでしたので、ラッシュ

は避けられ30分で帰ることが出来ました。」 

 

（日本企業とヒューストンの変化） 

権藤：東芝が60年代に工場を開きました。それからカネカ、クラレなども。

ヒューストンの人たちにとっても、日本人にとっても良いことでした。 

門脇：三菱重工、フォークリフトなどもね。東芝は、土地をたくさん買って

大きな工場をつくりました。70年代は、1エーカー25セントだったんです。 

南：70年代は、毎月のようにオフィスが開かれて、お披露目のパーティが

ありました。77年の終わりころには113社ありました。 

門脇：銀行の方も多かった。日本の都市銀行6行全部ありました。 

南：83年に5年ぶりでヒューストンに戻ってきて私が最初に気付いたのは、

ごろっと顔触れが変わっていること。ダウンタウンは高層ビルが建っていて

ね。でも一時は、ダウンタウンが店じまいするくらい空っぽでした。治安の

悪さ。人種問題。オフィスの場所によっては女性を雇えませんでした。 

権藤：今は、ベトナム人が多いですね。中国人、インド人、パキスタン人が

フォートベンドに多いです。日本人はそう多くはないです。最初、台湾人

が多かったけど、そのうち中国人が入ってきました。 

南：74年にベトナム人がどーんと入ってきました。そ

れからベトナム戦争に参加した韓国人が入ってきま

した。戦争に参加したという特権で。昔は日系人は

多かったが、今はマイナーです。他のアジア系はど

んどん増えていますが、日本人は旅人で、永住者は

減っています。2世3世になると、アメリカ人に近くなり

ますし。日本人は、ヒューストンの方が多かったの

に、今はダラスが増えている印象です。 

門脇：最近は、中東系も多いですね。 

髙杉：今は、ここはインド人も多くなっていますね。 

権藤：メキシコ系が白人より多くなってきました。 

南：戻って来たら、メキシコ人が増えていてびっくりしました。 

 （90年代～現在） 

黒川：90年代のヒューストンの様子を、髙杉社長に。 

髙杉：86年に初めてヒューストンに長期出張で来 

た当時は、Dairy Ashfordが西の端だったのに、戻 

ってきたらKatyにも多くの人が住んでいると知って

びっくりした記憶があります。Katyなんて、Katy 

Freewayくらいしか名前が出てこなかったし、牧場

主しか住んでいなかったのでは？リーマンで一旦

は減りましたが、ここ数年は企業の数も駐在員も

急増してきました。しかも、今までおられなかった

ユーティリティの会社も複数進出されています。ま

さにシェール革命によるものですね。ケミカルも多い、機械も多い、鉄鋼も

多い、そこにアメリカへの投資が加速しています。2000年以降、そういう傾

向はこの5年が特に顕著です。新たな企業、業種の進出と共に長くおられ

る企業でも駐在員の数が3倍になっているところもあります。ヒューストン自

体が、オイル、ガス、石油化学以外にもサービス、医療関係、製造業など

も飛躍的に事業が拡大してきました。 

南：綿から始まって、今のところまで来ています。特にユーティリティの会

社が入ってきたのに驚きました。そこまできたか、と。コンテナ輸送中心の

時代とは様変わりです。 

門脇：ここは田舎で静かだったからニューヨークから来たのに、今は都会

になりました。 

黒川：川島さんのコメントです。「2度目のヒューストンは、本当に様変わり

で、何時もアメリカ人との会合では、『Houston is small enough to be con-

genial and large enough to be cosmopolitan.』 と表現していました。3度目

の正直で、2011年にニューヨークから再度ヒューストンに戻り、最後の棲

家とする事にしました。ヒューストン程住み易い所はありません。」 

（六者交流会とJBA Houston Foundation） 

門脇：マキラドーラもありましたね。* (*補足：当時メキシコが米国国境沿

いに設けた関税面の優遇処置。) 

南：70年代、運輸サービス部会がアレンジして、ヒューストンから見学に行

きました。メキシコは治安が悪くて、みんなでヒューストンやサンアントニオ

まで買い出しに来るほどだと聞きました。それがきっかけで六者交流会が

始まったと思います。 

黒川：オイルショックの時はどうでしたか。 

門脇：JETROのパーティはものすごい盛況で、人が入り切れないほどでし

た。 

黒川：90年代でJBA Houston Foundationができました。 

権藤：新井清吾さんが、50万ドルの小切手を2枚くれたんです。1枚は

JASH（ヒューストン日米協会）に、1枚は商工会にと。 

門脇：新井さんは、自分で会社を建てた方。商工会がお金を受け取ると

新井さんに贈与税がかかるの を避けるため、1998年にJBA Houston 

 Foundationを作って、補習校をはじめ、美術館や文化関係に寄付しまし

た。 

黒川：より機能的な使い道、ということですね。それと三水会センターとい

う名前はどうやってついたんですか。 

門脇：43社が第3水曜日に会合をしていたので、三水会という名前になっ

たのです。 

黒川：門脇さんは、2000年まで商工会の事務局をされていたので、いろ

いろご存知ですね。 

門脇：会員の皆様は、日本の経済を盛り立てたすごい方なのに、親切で
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素晴らしい方ばかりだった。 

黒川：川島さんのメモを読みます。「三井物産の支店長として、1989年と

1990年の2年間、商工会の会長を務めました。「明るく、楽しく、皆んなの

為に」を標語にして、特に、地元のアメリカ社会との融和を図るべく、当時 

の堀総領事と共に、当時のKathy Whitmire市長とか、市の当局の人達と

親しくなり、遂に例のHermann Parkの日本庭園設立を計画しました。 

Whitmire市長は、企業誘致にも極めて熱心で、既に企業進出していたカ

ネカやクラレに加え、日石化学、三菱レーヨン、日本ゼオンなどの誘致の

お手伝いを致しました。 

 小生の会長任期中の白眉は、何と言っても、ヒューストン・サミットでし

た。ブッシュ（父）大統領がホストで、日本からは海部俊樹首相が出席され

ました。商工会の会長として海部さんをお迎えする事が出来たのは、大変

名誉なことでした。上記の日本庭園に日本政府として応援して貰える様

にお願いして、総領事館経由で$300,000の寄付金を贈与して戴きまし

た。 

 海部首相夫人が、老人ホームとボランティア活動の現場を視察したいと

のことだったので、家内が偶々お手伝いしていた老人ホームに相談した

処、受け入れてくれることになり、結局、海部夫人、中山外務大臣夫人、

村田駐米大使夫人、並びに、堀ヒューストン総領事夫人を案内した次第

です。然も、その後、三井物産の社宅に立ち寄って戴けることになり、商

工会の役員の奥様方にも来て戴き、お歴々を紹介する事が出来まし

た。」  

南：堀さんが熱心に商工会にアプローチして日本庭園を造りたがった。私

は言ったんです。「作るのは簡単。問題は維持できるか、です。一番大き

い問題は、それを残すこと」と。それで結局今、自分が世話している。

（笑）。川島さんがやっていた時、自分も一緒にやりましたが、堀さんが大

変熱心にやってくださいました。 

 

【第二部：これからの商工会】 
黒川：さてそれでは、これからの50年についてお話をお願いします。今後

の商工会の活動について、まず、川島さんより。「アメリカでは、学生時代

にカルフォルニアとニューヨーク、仕事で、 ニューヨークとヒューストンに長

年住みましたが、我々にとっては、ヒューストンが一番住み易い処です。

テキサスは南部なので、『人種的偏見』が強いと思われがちですが、アメリ

カでの一定のルールをわきまえ、マナーを守っている限り、こんなに住み

易い処はありません。この最低のルールとは何か、物産の部下達に何時

も言っていたことは、1) Yes, please, No thank you, Excuse me をマスター

すること、2) 相手の顔を見て話すこと、3) アメリカの文化、特に、キリスト教

の一端なりとも学ぶこと。」 50年記念に思うことには、「50年というのは大変

長い道程です。三井物産のヒューストン支店が開かれたのが、1959年で

した。58年前です。その間、ヒューストン支店では色々な事が起こりまし

た。嘗ては、鉄鋼の店で支店長も歴代鉄鋼出身者でした。70年代に第一

次、第二次石油危機が起こり、石油化学の時代となり、支店長も化学品

出身者が占めるようになりました。それが、今度はエネルギー時代となり、

今の支店長はエネルギー出身で、駐在員の数もダントツで時代の移り変

わりをハッキリと象徴しています。矢張り、商工会も、メンバーの会社も、時

代時代に応じて進化して行く必要があるのではないかと思います。50年

間の長きに亘って、日本の会社の先輩達が築いて来た、コミュニティーと

の良好な関係を更に進化させ、日米のビジネス環境を一層良くする様に

努力戴きたい。」 

権藤：ここにはビジネスにとってたくさんの機会があり

ます。GHPとの関係では、フォーチュン500の大企業

との関係を築き上げたりしました。彼らは、三菱、住

友などの支店長に感心しています。これからのビジ

ネスに大変良いことです。私は、たくさんのコミュニ

ティで活動しています。日本人もアメリカ人もたくさん

の共通点があって、どんどん近くなっています。

United Wayとの関係、新しい人たちとの出会いな 

ど、これからも大事にしてほしいです。 

南：今までの50年を見ても大きな変化があります。進出している日本企業

も変わってきています。地元のアメリカがどう変わっているかを知ることも

大事です。かつて戦後の日米間の地ならしをしてくれた人がいるわけで

すが、2世3世はアメリカ人になっています。日本人も変わっています。昔

は、日本にかつて住んだことのあるアメリカ人は、日本が大好きになって

帰って来たものです。昔のアメリカ人は非常に親日的でした。貧しい日本

人のイメージを持っていて、当時は、日本人を自分の家に「いらっしゃい」

と招いてくれましたが、そういう世代ではなくなっています。今は、アメリカ

人は中国を見ています。日本に親しみを持った人はなくなっているんで

す。日本よりはチャイナです。これからも変わっていきます。日米協会も一

昔前とは違います。新しい世代のアメリカ人は、日本に対して積極的では

ないです。昔と同じことを日本人がやっているというのはだめだと思いま

す。 

権藤：自分がJASHやアジア・ソサイエティでがんばっているのは、たくさん

のアメリカ人に日本を好きになってほしいからです。 

黒川：権藤さん、日本とアメリカのギャップを埋めてくださってありがとうご

ざいます。 

権藤：これは自分のためではなく、自分の孫や子孫のためにしているんで

す。自分が子供の頃、まわりのみんなは、私を外人だと思っていました。

外人にしては英語が上手だね、と。そういうことがないようにしたい。 

南貴美子：商工会は、主人がやめてから付き合いが

ありませんが、婦人部がなくなったと聞いて残念で

す。昔は、そういう会でお互いにいろいろ教え合っ

たりしていたのに、今の若い方は個人個人で、仲良

くしていらっしゃるので・・・さみしい。 

南：外との接触が不慣れになっていますね。みんな

これですから（ケータイをいじるしぐさ）。お互いに接

触してなにかやるということがなくなっている。アメリ

カ人とかかわる中で英語やアメリカのことを色々学んでいたのに、今は来

る前から英語ができるからそれも不要になっている。 

黒川：私はハリケーン「ハービー」による被害で、地域との関係を深める必

要性を感じました。日本人だから、ということはなく、分け隔てなく、ヒュー

ストンの人たちに助けられました。 

門脇：ヒューストンと商工会との関係を深めることが大事。そして、日本人

だけでなく、周りの人たちと協力することがこれからも大切です。 

権藤：南さんが日本庭園に貢献されているのは素晴らしいことです（拍

手）。南さんがいなかったら、日本庭園は今頃どうなっているか？例えば、

中国系商工会はそんなに強くない。それは、地域の人との関係が薄いか

らです。 

南：知り合いの中国人に、「日本がうらやましい。中国は、本国、台湾、香

港などいろいろなところからきているので、まとまらない」と言われました。  

黒川：我々は、コミュニティに貢献しているのですが、しかし、それをもっと

宣伝するべきですね。 

門脇：ここは、歴代の市長がコンサバティブでない。

女性、ゲイの人も、黒人、なんでもいます。ホワイト

という市長は、町中でWifiが使えるようにしたんで

す。古いんだけど、古くない。これからも若い人たち

のエネルギーで進めてください。 

髙杉：みなさんから商工会の歴史や当時の様子を

お聞きし大変勉強になりました。50年前は綿花の

商売で始めた方が努力をしてきたこと。その後、鉄

鋼、化学品、機械、そしてエネルギー等と日本企業が当地で関わる仕事

が変化、拡大してきた。一方でその期間、アメリカにおける日本の評価や

存在も大きく変化してきた。日本のGDPが世界第2位まで行きました。今

は3位ですが、中国や韓国の経済発展によりヒューストンにおいても日本

以外のアジア企業の存在感や注目度が高まってきています。これから

は、日本企業が従来以上にヒューストンコミュニティと交わり、プレゼンスを

高めていくことが重要と考えます。それが当地駐在日本企業の更なる取

引拡大、ひいては日米相互理解の向上にもつながるものと思います。次

の50周年に向けて、商工会としてそういう観点からも加盟企業をサポート

していければと願っています。 

黒川：本日はお忙しいところ、ありがとうございました。これからは次の50

年を目指して、ますます輝く商工会にしていきたいと思います。次の50年

の節目にも参加できる方が、この中にいらっしゃる…でしょうか。 

髙杉：うーん、それはかなり難しいですかね（笑）。 

 

（文中の表現については、当日の発言を尊重しました。編集委員会） 
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金井宇宙飛行士 

   壮行レセプション 
 9月26日（火）、天野哲郎総領事主催の金井宣茂宇宙飛行士のための壮行会が開催さ

れました。金井宇宙飛行士は、国際宇宙ステーション（ISS）第54次／第55次長期滞在ク

ルーとして、2017年12月頃から滞在予定です。  

 冒頭、天野総領事は、金井宇宙飛行士の簡単なご紹介と宇宙事業への日本人クルー

としての参加意義について言及し、金井飛行士を激励しました。続いて、ご来賓の皆さま

を代表し髙杉禎ヒューストン商工会会長から、たくさんの厳しい訓練を経てここまできた金

井飛行士を称え、ISSでの活躍を祈念する旨、挨拶をいただきました。最後に、松村博夫

ヒューストン日本人会副会長が、金井飛行士の滞在中の健康と安全と、任務の成功を期

して乾杯の音頭を取りました。 

 会もたけなわになったところで、金井飛行士から、会へのお礼とISSでの抱負について

挨拶をいただきました。会食の最中、金井飛行士はひとりひとりの参加者と丁寧に言葉を

交わしたり、一緒に写真を撮るなど、出発前のヒューストンでのひとときを楽しみました。 

（文責：総領事館） 

 10月28日、ハリケーン・ハーヴィーによる災害により一時は開催が危ぶまれました

が、無事に第41回運動会を開催することができました。天気は秋晴れとなりました

が、去年とは正反対の寒い中での運動会となりました。 

 開会式中、岩崎首席領事による来賓のご挨拶では、「ハリケーンにより不自由な生

活を余儀なくされ、困難を乗り越え通常の生活を取り戻しつつある中での運動会開

催となりました。」と労いの言葉をいただきました。 

 全校生徒によるラジオ体操の後は、例年通り大玉送りから競技が始まりましたが、

今年は新しい競技が三つも導入されましたので紹介したいと思います。最初の一つ

は幼稚部の「妖怪でかパンレース」です。お父さんお母さんと一緒に大きなパンツを

履いてうまくコーンを回るチームワークが必要となり、お父さんお母さんが一生懸命

にリードをしておりました。小学校5・6年生の「めざせ、東京オリンピック！」は、脚力

だけではなく器用さも必要な障害物競走になっており、どの生徒も真剣に半周先の

ゴールを目指してがんばっておりました。張り切りすぎて転ぶ生徒も。中高等部は、

騎馬戦に換わる競技として自分達で考えた「それいけカウボーイ！ほいきたカウガー

2017年度 補習校運動会  
  ～ハリケーン災害を乗り越えて ～  

ル！」をお披露目します。騎馬を作りリレー形式でカウボーイハットをバトンとしてゴール

を目指します。騎馬を作る人数が足りなく、ご父兄の方々にも参加していただきました。

競技時間が短かったのが今後の改善点でしょうか。 

 今回は、ハリケーンのため練習時間が取れず一部の競技が見合わされましたが、幼

稚園から高校までの総生徒数570名以上の大運動会を開催できたのは、教職員・中高

生・保護者ボランティアの協力があってこそと言えます。また、辛いことを乗り越えた後

の今回の運動会は、生徒達にとって良い思い出になるのではないでしょうか。 

 こ準備運営に携わった教職員・中高生・保護者の皆様、本当にお疲れ様でした。今

後も引き続きご協力宜しくお願いします。 

（補習校運営委員 石井） 



 

ピーカンキッズ今後の開催予定 
 

＜あそぼーかい＞ 

11月16日（木） 10時30分～ 

11月18日（土）   9時30分～ 

12月1日（金）   10時30分～ 

12月2日（土）     9時30分～ 

 

＜読み聞かせの会＞ 

12月9 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 
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「はじめてのキャンプ」 林明子作 

自然の中で、不安を乗り越え、子どもは自立し成長し

ます。キャンプに行きたくなります。 

  

「ずーっと ずっと だいすきだよ」  

ハンス・ウィルヘルム作 

生きているうちに惜しみなく愛を言葉にして伝えてお

かないと、後悔するかもしれません。 

  

「ひ・み・つ」 たばたせいいち作 

おばあちゃんの夢を叶えるためにがんばる主人公。

勇気は奇跡を起こします。 

 

「喜びの泉」 ターシャ・テューダー作 

「自分を離れてものを見ることはできない」という言葉

にどきり。珠玉の言葉の連続。 

  

「わすれられないおくりもの」 スーザン・バーレイ作 

アナグマは「死んで、からだがなくなっても、心は残る

ことを知っていた」。残りの人生でどれだけ、おくりも

のを与えられるか、考えさせられます。 

  

今回ご紹介した絵本は、すべて低学年コーナーにあ

ります。  

 

駐妻のヒューストン日記 

第158回 栁内  真美 さん 

   約10年ぶりのアメリカ生活。前回赴任時は

出産、育児しかしていなかった感じでしたが、

今回はその子供達も大きくなり、友達との関

係、高齢となった親の問題などから、簡単に家

族全員で行く事は決められませんでした。それ

でも何が最良の選択かもわからないままに、取

り敢えず行ってみよう！と出発の準備を開始。

出発前夜まで娘は友達と過ごし、当日もサプラ

イズで空港まで息子の友達が来てくれ、機内

では特別なデザートプレートを出してくれるな

ど、これだけ周りに励まされ、恵まれた環境を

手放すのだから、ヒューストンでの生活も充実

させたいと思いました。 

 

 こちらに到着してからは学期途中での渡米と

なった為、時差も取れない内に二人別々の現

地校がスタート。諸々手続きなどあっという間の

慌ただしい日々に、何をしていたのか記憶が

ないほどです。また元々、方向音痴の私は、地

図を見ながら大通りを走らずになるべく右折で

行ける道を探して出かけていました。今では主

人にも感心されるほど家の周りは詳しくなりまし

た。 

     肝心の子供たちは本当によく頑張っていた

と思います。日本では学期末に成績表を親に

渡していただけの学校生活から一変し、毎日

の宿題やテスト結果は親にメールで連絡がきま

す。また英語もわからない子供たちが宿題を自

力でこなすのは難しく、親子で取り組まざるを

えないことも多々ありました。思春期、反抗期、

日本では自分で行動範囲を広げていたのに、

買物、宿題、外出一つにしても親に色々頼まな

くてはいけない状況を受け入れるのは大変

だったことでしょう。 

 

   その学校関係では、毎日のように兄妹別々

の学校から送られてくるメールが重要なものか

単なる案内か見分けがつかず、かなりの時間メー

ルとにらめっこしていました。また日本のように前

広に連絡が来ない為、学校で必要な買物や会

合、主人の帰宅を待たずに対応しなくてはならな

いことも多くありました。ただ徐々にそんなことにも

慣れてきて、今でも（えー？今週？）と思うことは

よくあるものの、最初の頃のように大騒ぎせずに

ため息ひとつで済むようになっています。 

 

 そんな最初の頃は子供たちを最優先に生活し

ていましたが、最近は、私は私でこの地での生活

を楽しんでいます。通い始めたグループエクササ

イズは、最初は挨拶程度でしたが、少しずつ会話

に入れてもらえるようになり、色々な年齢層の方

から未成年の飲酒や電子タバコの問題など知り

たいことなども聞けるようにもなってきました。そう

やって知り合いになった方は、みなさん地元愛が

強いこともテキサスならではと感じられ、「テキサス

が好きだからどこにも行かなくて良いの～」、

「ヒューストンって良いでしょう」、「生まれてから

ずっとテキサス！」との発言を良く聞きます。そん

なテキサスにいるのだからと Shipley Do-Nuts, 

Chick-fil-A, Blue Bell Ice, Whataburger など

を嗜み、寛容で、ゆったりと過ごしている地元の

人たちや、ここにきて知り合いになった友人達と

交流しながら、充実した生活を送っていきたいで

す。 

大人が癒される絵本  

    ようやく秋の気配が感じられる今月は「大人が癒さ

れる絵本」を特集します。読んだことがある本でも、人

生経験を積んでから読み返すと新たに心打たれること

が多く、絵本の奥深さに驚かされます。 

  

「星の王子さま」 サン・テグジュペリ作 

「いちばんたいせつなことは、目に見えない」は有名な

言葉です。でも、「たいせつなこと」がなんなのか、昔は

深く考えずに読んでいました。 

 

「葉っぱのフレディ」 レオ・バスカーリア作 

生きる意味と死ぬ意味を子どもに伝えたい時におすす

めの本です。 

   

「ごんぎつね」 新美南吉作 

気持ちが通じないことってよくありますね。ごんの切な

い最期に胸を打たれます。 

  

「かたあしだちょうのエルフ」 おのきがく作 

身を挺して子どもたちを守るエルフの姿に、自分も頑

張ろうって思います。 

  

「けんかのきもち」 柴田愛子作 

子どもの気持ちってこんなに複雑で揺れ動いているん

ですね。胸が熱くなります。 

 



10 

 

Gulf    Stream 

  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。 

 前回の古川賢英先生から消化器外科がご専門の井手野昇先生にバトンが移りました。  

テキサス大学MDアンダーソンがんセンター病理部  井手野 昇   

第157回 

      膵臓の袋の病気について  
診断されることが多いのが膵臓の袋の病気；膵嚢胞です。私の家族の例

でみると、伯父と義理の祖母が偶然膵嚢胞と診断されて精密検査を行い

ましたので、よくある身近な病気と考えて良いと思います。この袋の病気

にはいろいろな種類があります。多くはそのまま放っておいても何も心配

のないものですが、中には先ほど述べた膵臓癌の前癌病変と似た性質を

持っていて、徐々に進行して膵臓癌になる袋があり、これこそ私の研究

テーマになっています。先に述べた膵管の中でモコモコと増えながら、か

つどろどろとした消化液を多く分泌することから、膵管内乳頭粘液性腫瘍 

(IPMN)と呼びます。通常の前癌病変に比べて一般的な画像診断で発見

されやすいこと、経過を診ていくつかの癌化のサインが出た時に手術に

踏み切る選択肢があることから、膵癌の早期診断と根治的な治療を可能

にすると期待され研究が進んでいます。この話を聞くと、発見しやすい特

別なタイプの膵癌の話をしているように感じられ、実際に普通の膵癌よりも

少しおとなしい膵癌と紹介している施設もありますが、特殊な例を除いて

一旦癌になってしまえば普通の膵癌と同じく悪性度が高いことに変わりは

ありません。 

 

 この膵嚢胞性疾患、特にIPMNはどのような経過を辿るのか、これまでの

知見を元に世界中で診療ガンドラインが作成され、今も議論が繰り返され

ています。国際診療ガイドラインがあるにもかかわらず、先進国各地域で

それぞれのガイドラインが作成されているのは、高い関心と共に各国の医

療事情も関係しています。膵臓に袋があると診断された全ての方が心配

だからと年に何回も画像検査してほしいと考えてしまうと、緊急の治療を

要する患者さんに十分な医療が行き届かなくなる、そういった心配もあり

ます。そして、過去の診療ガイドラインに対する評価に基づき、今後は厳

重な観察を少し緩めるのがよいのではという意見が特に米国では強く

なっているようです。 

 

 この膵嚢胞に関する情報を読まれて、不安に感じられる方もおられるか

もしれません。しかし、診断・治療に時間的な猶予があることもまた事実で

す。この情報が少しでも皆様のお役に立てばと思っています。 
 

   初めまして。九州大学臨床・腫瘍外科学から膵癌の基礎研究を目的に平成

27年7月からテキサス大学MDアンダーソンがんセンターの病理部に留学して

いる井手野です。日本では７年間消化器外科の修練、3年間は大学院で膵癌

の早期診断をテーマに研究をしました。こちらでは膵癌の早期診断に重要な

前癌病変を勉強しています。 

  

 膵癌と聞いて皆さんが思い出すのは最近では昭和の大横綱千代の富士、

ジャーナリストの竹田圭吾さんでしょうか。お二人とも手術を受けたにも関わら

ず、術後短期間で再発し亡くなったことは膵癌の治療の難しさをそのまま表し

ていると思います。膵癌と診断されて手術で取り除くことができる患者さんは3

割、そのうち5年以上生きることができる患者さんは3割より少ないと言われ、早

期診断が難しく、癌の悪性度も高いことはよく知られた事実です。大学院の時

はたくさんの膵癌患者さんの病歴、切除標本が研究の重要な資料でした。そ

れぞれの患者さんの記録をみて診断・治療がいかに難しいかを実感し、研究

を続ける動機になりました。 

 

 それではなぜ早期診断と治療が難しいかを述べたいと思います。まず膵臓

は胃の裏側にあって、膵癌の発生部位である膵管と呼ばれる膵臓の中の消

化液の細い流れ道を観察することは、胃や大腸に比べて容易ではありませ

ん。また、膵癌の前癌病変は膵上皮内腫瘍性病変と考えられていますが、膵

臓を取って来て顕微鏡で見たときに初めてわかる大きさで、定義上は径5mm

未満です。大腸で言えばポリープのようなもので、これほど小さいにも関わら

ず、すでに膵癌の抗癌剤治療を難しくする原因であるKRAS遺伝子変異がほ

とんどの病変で起こっているのです。現在の技術ではこの大きさの病変を画像

診断で見つけることはできません。そして、膵臓は切り取ってしまうと二度と再

生しません。膵臓は消化を助ける消化液を分泌する機能に加えて、血糖値を

調整するホルモンの分泌も行なっている重要な臓器です。二度と膵臓に癌が

再発しないようにと簡単に全部とってしまうわけにはいかず、部分的に取って

なるべく残りの膵臓がよく働いてくれるように手術をするというのは、それぞれ

の患者さんにいろいろな工夫を要することになります。 

 

 そこで膵癌の早期診断のために注目されているのが膵臓の袋の病気です。

特にご高齢の方は様々な理由でCT, MRIといった画像検査を受け、その時に

次回は消化器外科が専門の奥村隆志先生です。九州大学臨床・腫瘍

外科の後輩で現在同じ研究室に在籍しています。  
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ヒューストンも冬時間に入り、暗くなるのも早くなったと感じる頃となりました。この時期になると各

地域でイルミネーションがお家を飾るのをよく見るようになりますね。今回はそんなイルミネーション

の中でも、市内中心部でわりと有名なダウンタウンより西側に位置するリバーオークスのイルミネー

ションをご紹介します。(位置図参照)大邸宅街のリバーオークス。各豪邸のイルミネーションは見ご

たえがあり、この時期、多くの見物人が訪れます。最初、私がこのイルミネーションの話を聞いたと

き、「見に行くのに駐車場はどこが便利なのかなあ」と思ったのですが、その心配はありませんでし

た。さすが、大邸宅街、道幅は広く、車でゆっくり邸宅街をめぐるもよし、気に入ったところでは道端

に車を止めて、歩きながら回るも良しといった感じでした。幻想的なイルミネーションの美しさもあり

ますが、うちの近くのイルミネーションがある住宅街はせいぜい車で通りながら眺める程度ですが、

こんなところも違うのだなあと感心しました。まあ、もちろんほかの交通や住民の方に迷惑にならな

いよう注意しなければなりませんけれど・・。 ゆっくり見物できるという意味でもお勧めです。 
 

補足：有料ですが、この時期、ヒューストン

では「Magical Winter Lights (http://www. 

magicalwinterlights.com/) 」というイベント

も開かれているとのこと。秋冬ヒューストン

の夜のお楽しみの一つをご紹介させてい

ただきました。 

      (佐藤大地)  

ヒューストン 冬の風物詩 

■〜Jan28 The Glamour and Romance of Oscar de la Renta  

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

フランスのオートクチュール「ピエール・バルマン」のクチュリエを務め

たほか、バレンシアガやランバン、クリスチャン・ディオールなどで活

躍した、輝かしいキャリアを持つ故オスカー・デ・ラ・レンタ氏の特別展

覧会が開催中。アメリカンクラシックを代表する高級ブランド「オス

カー・デ・ラ・レンタ」の約70点の作品が展示されている。中にはビヨン

セやローラ・ブッシュ、ペナロペ・クルス他、世界のファッションアイコン

として知られるセレブリティたちが着用したドレスもある。 

入場料：大人 $25 ,12歳以下無料  

www.mfah.org/exhibitions/glamour-romance-oscar-de-la-renta 
 

■Nov24~Dec30 A Christmas Carol - A Ghost Story of Christmas 

@Alley Theatre (615 Texas Ave, Houston, TX 77002) 

クリスマスシーズンの到来とともに、聖夜の訪れを告げるディケンズ不

朽の名作「クリスマス・キャロル」の舞台が今年もヒューストンに。ロンド

ンの街並みを再現したセットも必見。チケット：$28~$35 

www.alleytheatre.org/plays/production-detail/a-christmas-carol 

 

■Dec1~3 Jurassic Quest  

@NRG Center (1 NRG Park, Houston, TX 77054) 

80 種類以上の超現実的で実物大の恐竜を展示した、迫力ある恐竜展。巨大

な恐竜との対話や恐竜の赤ちゃんとのふれあい、恐竜ライド、クラフトなど、家

族全員で楽しめる恐竜アドベンチャーが満載！入場料：$20 

www.jurassicquest.com 
 

■Dec 5~7 Clean Gulf 2017  

@George R. Brown Convention Center (1001 Avenida de las Americas. Hou-
ston TX77010) 

石油や危険物の探査、生産、輸送及び貯蔵における流出への対応など、

様々なソリューションを提供する年次イベント。北米から対応業務を担当する

多くの責任者が集まり、土地や水を汚染から守る最適な方法の報告や、関

係者間の強力なリレーションシップを築くことを目的としたカンファレンス＆エ

キスポ。http://2017.cleangulf.org 

■Dec12~24 Sleeping Beauty and Her Winter Knight  

@Theatre Under the Stars (800 Bagby St #200, Houston, TX 77002) 

ヨーロッパの古い民話「眠れる森の美女」をベースに、コンテンポラリーポッ

プカルチャーをミックスした、ホリデーシーズンのスペシャルショー。ブルー

ノ・マースやマライヤ・キャリー、LMFAO、アロー・ブラックなどのヒットソング

の音楽とともに夢とファンタジー溢れる舞台が繰り広げられる。 

チケット：$30~$108 

www.tuts.com/shows/sleeping-beauty-and-her-winter-knight 

リバーオークスのクリスマス イルミネーション 
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ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編  集  後  記 

  

3年に渡り、紙面レイアウトを

担当、毎月季節のテーマカラー

をベースに、記事や写真の量、

内容を考慮し、楽しく作業させ

ていただきました。毎月の編集

会議ではどんな情報、特集記

事をどのタイミングで載せるか、

今後どんな連載があれば、読者

の皆様に興味を持って読んでも

らえるかを話し合い、美味しいお弁当を食べながら有意義な時間を過ごさせ

ていただきました。 

また、私が発案した「私の課外活動in Houston」の連載も開始され、これま

で沢山の方々に記事提供いただき感謝しております。今後も素敵な課外活

動の紹介を続けて、「駐妻日記」と並ぶような看板企画となるように、多種多

様な趣味・特技をお持ちの皆様からの寄稿をお待ちしております。 

 最後に、編集委員としての一番の思い出は、今年の9月号編集期間に

ちょうどハリケーンがヒューストンを直撃したことでした。ご自宅が洪水被害に

遭われた方がいたり、我が家もインターネットが使えなくなったりと、編集作

業に大きな支障が出ました。そんな状況だったにもかかわらず、皆さんの迅

速かつ協力的な対応のお陰で、無事9月号が締切までに入稿できた時は心

から嬉しかったです。 

これまで編集委員の皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。 

あなたも編集委員メンバーになってみませんか？只今レイアウト担当を大

募集中です。ご興味のある方は、sansuikai@jbahouston.orgまでご連絡くだ

さい。                                    （鍵冨雅紀）  

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 

 早いもので今年もあと一月余

りとなりました。新年には好評

の晴れ着撮影会を下記の日程に

て開催いたします。男性用には

羽織袴、女性の方は振袖、訪問

着のほか、袴のご用意がござい

ます。また、花嫁の打ち掛けも

お召しいただくことが出来ま

す。ご自身のカメラをお持ちい

ただき、会場にて撮影くださ

い。ご家族の記念、あるいはお

友達と思い出の一枚に、もちろ

んお一人での撮影も歓迎です。 

 
 

 

日時： 1月13日（土） 10時～4時15分 ※予約制 
 

場所： 三水会センター 
 

参加費： 着付けのみ20ドル、髪のセット15ドル 
 

お申し込み期間： 12月1日（金）10時～12月29日（金）22時 
 

お申し込み方法： ホームページをご覧ください  
         http://showingjapan.wordpress.com/ 
 

お問い合わせ： showingjapan@live.jp  

By 
Kumiko 

No.115 

ショーイングジャパン  

    晴れ着撮影会のお知らせ 


