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Hermann Park Japanese Garden 

 今年も例年通り、日本庭園の補修管

理・整備のため、Japan Team（日本人

造園関係者）の方をお招きしました。

平成28年2月23日、日本から第一陣と

して、庭師の岩崎博司さん、岩崎大樹

さん親子と、枯山水の石の配置を見て

もらうために今回特別に参加していた

だいた北村正隆さんが到着。29日に

第二陣として、日本庭園設計士の中

村彩さんが到着しました。中村さん

は、3月6日には帰国し、3月13日に第

一陣が帰国という日程でした。この延

べ19日間にわたる長期滞在でJapan 

Teamとの協働作業が終わりました。 

 第一陣は、到着早々に四つのStone 

Yardを巡り歩き、一個2、3トンもある大

きな岩や、様々な形、大きさの異なる石や、砂利、土まで選びながら買い付けていき

ました。足りないものは追加注文をし、その後の工程に合わせた搬入スケジュールも

取り決めていきました。 

 第二陣が到着した時には、建設現場ではクレーン車やエクスカベーター、フォーク

リフトなど重機が動き回り、まさに土木作業場の様相を呈していました。建設現場は、

茶室の裏の池を抱えたさるすべり林の向こう側ですが、そこはもともと低湿地でいつ

もぬかるんでいます。そこで、100本あまりの杭をまず打ち込み、測量から始めまし

た。ダンプトラックで届く土を作業現場にばら撒き、土台の嵩上げに時間を費やしま

した。特に雄滝、雌滝の石組みをする傾斜地には、60cm余りの高さまで盛り上げまし

た。 

 その間に、岩や大きな石が石屋のトラックで到着。また、日本で買い付けた大きな

飛び石21個がコンテナで搬入され、これから始まる石組作業の工程を考えながらあ

 

 
測量中 盛り土作業 

大きな石はクレーンで吊り上げる 位置や角度を慎重に決める 

＜ご支援いただいた皆さま＞ 

天野哲郎総領事、岩崎敦志主席領事、本多之仁商工会会長と役員の方、Kuraray

（鈴木一）、加藤眞人、坂下みわ、斎藤明美、望月秋広、望月緑、Patsy Brown、岡

野真貴子、Akemi Inks、 山口貴子、石川浩介 、南貴美子、佐藤暁子（敬称略） 

Hermann Park Conservancy 理事 

南 邦夫 

ちこちに仮置きされていきました。大きな

岩や石の基礎にあてがうための石は、か

ろうじて手で持ち運びができますが、そ

の他の石は全てクレーンや重機で吊り

上げねばなりません。言葉だけでなく身

振り手振りまでもが違う現地作業員との

コミュニケーションに苦労しながらも、次

第に息が合い効率も上がって、安全に

慎重に作業を進めることができました。 

 この作業を開始するにあたり、生えて

いた樹木を伐採したり、仮に移植させた

りしておきました。その中には大事に育てている桜も数本ありましたが、できるだけ

早く植え直す予定です。 

 第二陣の到着で、デザインに沿った石組に着工しました。日本庭園に置かれる

岩や石は簡単にいえば3つの石を組み合わせるのが基本です。大きな岩、それに

添える石、その間に入る滝水に似せた石など組合わせは様々ですが、それらのバ

ランス、向きなどは、アーティストの感性が決めていきます。冠木門を入り、正面に

雄滝、そして左端に雌滝が組み立てられ、それだけで数日を費やしています。そ

の間をつなぐdry stream（枯れた流れ）は、左から右に流れる傾斜となっており、そ

の底面にはナイロンの網を敷き、その上に選ばれたサイズの砂利が敷き詰められ

ます。中程に州浜を作り、丸く平べったい石を敷き並べています。その一角に、小

さくも貴重な岬灯篭が据えてあります。この石灯篭は、ハーマンパークの近くにお

住まいのアメリカ人ご夫妻が長年にわたり保有しておられたものを、今回ご寄贈い

ただきました。 

 今回も冠木門周辺歩道の縁石や四つのベンチ、そして下流の石橋などは中国

からの御影石を使用しています。Dry streamからさるすべりの丘の上まで飛び石伝

いに歩けるようになっていますが、その主な石は日本から輸入したものです。 

 作業後半は、少なからず雨に妨げられましたが、石組み作業はほぼ9割ほどの仕

上がりと思います。一番急がれるのは、盛り土の上に芝生を植え土の流れを止める

ことです。今のところ数十本の植栽が予定されています。これらの継続作業のた

め、Japan Teamとの交信が今も続いています。   

 とはいえ、植栽と冠木門建設はまだこれからで、募金の進み具合では来春まで

かかるかもしれません。冠木門の建設は、柱の基礎工事のやり方について、なお

意見の交換が続いていますが、すべての準備は整っています。来春のJapan 

Teamの再来訪によって合格となるように、仕上げを急いでいます。  

 慌ただしい毎日にかまけて忘れていましたが、ふと見るとフジ棚の花が咲き始め

ていました。  

 今回はこれまで以上に沢山の方々のお力添えをいただきました。一度ならず二

度、三度にわたりお弁当を用意していただいたり、色々な形でDinnerをご用意くだ

さった方々、さらに朝夕通勤のアシにタクシー契約をご寄付くださった方、飛行場

の送迎を自らやってくださった方々など、数えればきりがありませんが、皆さまのお

名前だけここに掲載させていただき、深謝の意をお伝えしたいと思います。  

 

仮置きされた石組み 

Dry Streamの中の水辺の州浜 

完成間近なDry Stream 

Japan Teamと現地作業員： 中村彩氏（左

から３番目）岩崎大樹氏（左から４番目）、

岩崎博司氏（右から３番目）、南邦夫氏（右

から２番目）、北村正隆氏（右端）  

◆日本庭園便り◆ 

 

１０...テキサスメディカル最前線 

１１...日本語スピーチコンテスト 

１２...知っとん・Walker・編集後記 
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平成27（2015-2016）年3月  商工会理事委員会  議事録 

日  時： 平成28年3月16日（水）11：30～ 12:45 

場  所： 住友商事社 会議室（10階） 

出席者： 名誉会長、名誉会員1名、理事委員14名、正会員2名、事務局長 

欠席者： 理事委員5名（うち会長委任3名、代理委任2名） 

司 会： 木村健洋 幹事 
 

１．商工会会長連絡 （髙杉禎 副会長： 本多之仁 会長代理） 

①メトロ・ヒューストン地区の2015年における非農業部門雇用者数が前年比で約1万5千

人の増加となったことが発表された。2014年は11万8千人増だったので増加率としては

大幅減になっているが、昨今の石油ガス産業落ち込みの中、雇用者数がまだ増え続け

ていることはポジティブに捉えたい。産業ポートフォリオが多様化しているヒューストンの

雇用面における耐性を引き続き見守りたい。 

②2月19日にヒューストン日米協会主催の「ジャパン・アップデート」コンファランスが開

催され、140名近い出席者の中、当会会員の皆様からも18社28名の参加があり、主催

の日米協会より当会からの多数の参加に大変丁重なお礼の言葉をいただいている。本

イベントは笹川平和記念財団の支援で成り立っており、当日は同財団米国組織の会長

でおられる元アメリカ国家情報長官デニス・ブレア氏による講演や貿易・投資及びエネ

ルギー分野のパネルディスカッションが行われた。 

③来年25周年を迎えるハーマン・パーク内の日本庭園の改修工事が始まっており、こ

れに従事されておられる建築家、庭師の方々4名が当地入りしていた間に商工会役員

との夕食会を3月1日に行わせていただいた。ご対応いただいた皆様に御礼申し上げ

る。  

④先週土曜日に日本語補習校の卒業式が行われ、天野総領事には主賓として、また

山下副会長には来賓としてご列席いただき感謝申し上げる。 

⑤商工会の活動として、3月27日には恒例の総領事杯商工会ソフトボール大会に23

チームが参加して開催される予定で、昨年に続きスポーツ委員長の三井物産様が幹事

として運営をご担当される。また、4月16-17日には、ジャパン・フェスティバルが開催さ

れ、商工会は「キッズ縁日」の準備・運営で本イベントに協力することになっている。主

幹事としてカネカ様、副幹事としてクラレ様・三菱商事様にその運営に携わっていただ

いている。これらのイベント関係者の皆様に厚くお礼申し上げると共に、盛会に向けて

引き続き当会の活動にご支援を宜しくお願い申し上げる。 

２．総領事館連絡 （天野哲郎 総領事） 

＊天野哲郎 総領事より 

①当地に着任して約3ヶ月が経とうとしており、ダラス、フォートワース、ヒューストン、サン

アントニオの市長との会談やサンアントニオのOur Lady of the Lake Universityにおける

勲章授与式への参加等、テキサス州各地を訪問して要人と接する機会も増え、当地に

おける日本のプレゼンスの大きさを実感している。今後も、更なる人脈構築を進め、皆

様のお役に立てるよう努めていく所存であり、米側への具体的な御要望等があれば是

非御連絡頂ければ幸いである。 

②4月20-21日に愛知県の大村知事がテキサス州を訪問される他、ゴールデンウィーク

には我が方政務レベル3組の来訪が調整中である。政務レベルにおいてもテキサス州

への注目度が上がっており、今後も当地を来訪する政務レベルと当地で御活躍されて

いる日系企業の皆様との交流の場を設けていきたいと考えているので、御協力をお願

いしたい。 

③南米を中心にジカウィルス感染症が多数報告され、当地においても流行拡大が懸念

されている。現在、二次感染と見られているケースは１件しかないとのことであるが、在

留邦人の皆様へは引き続き最新の情報提供と注意喚起を行っていく。 

＊岩田慎也領事より 

4月13日（水）午後7時より公邸にて、6月頃国際宇宙ステーション（ISS）への出発を

予定している大西卓哉宇宙飛行士の壮行レセプションを開催する予定である。商工会

幹部の皆様にはメールにて招待状を配信するので、ぜひご出席いただきたい。 

３.  ジャパンフェスティバル関連報告  （新開瑞穂 正会員： 藤井一彦 特命理事代理） 

開催日が一ヶ月後に迫り、Japan Festival of Houstonは週に一度ミーティングを行い

加速度的に準備を進めている。当会が担当する「キッズ縁日」のコーナーに関しては、

今年より当コーナー専用のチケットブースを設けることとなり、幹事会社を主体に対応を

図る。2月24日にボランティア募集の依頼状が事務局を通して配信され、現在のところ

順調に集まってきているが、まだ時間帯によっては手薄なシフトもあるため、引き続きお

声がけをお願いしたい。スポンサーの依頼状も同日配信され寄付金が集まりつつある

が、まだ昨年度のレベルまでは至っておらず、赤字収支となる見通しのため、必要に応

じて寄付の追加依頼状を配信する予定である。たとえ少額の寄付でもぜひご検討いた

だきたく、引き続きご協力をお願い申し上げる。 

４．日本庭園関連報告 （加藤眞人 他団体対応・日本庭園特命理事） 

ハーマン・パーク内の定期的な庭園の整備と開園25周年記念事業の１つである枯

山水の造園に携わるため、2月23日から3月12日の間、日本から庭師、設計デザイ

ナー、石工の方々4名が当地を訪れた。枯山水用の石の設置はほぼ終了し、一行は来

年再度当地を訪れて最終調整する予定。一方、25周年記念事業に必要な資金は、ま

だ目標額に達しておらず、さらに約50万ドルを必要としているため、引き続き寄付に

ご協力いただきたい。 

５．新規入会申請について 【承認事項】 （木村健洋 幹事）  

 定款第二条第二項に従い、下記の正団体会員二社と準会員二名の入会申請を

全会一致で承認した。 

①正団体会員 

＊J.P.Morgan Chase    

 申請者・代表者： 大原 淳 （おおはら じゅん）氏 

＊Tatsumi Intermodal (U.S.A.) Inc.  

 申請者・代表者： 竹村佳樹 （たけむら よしき）氏 

②準会員 

＊ルイス・ヴィヤヴィセンシオ（Luis Vallavicencio）氏 連絡先：Uchi Properties LLC   

＊石丸りか （いしまる りか）氏  連絡先：Uchi Properties LLC   

６.委員会・部会関連事項 

①広報委員会 (佐藤大地 広報委員長) 

＊商工会ロゴ募集について 

ロゴの募集を今年1月15日から3月15日まで行い、現時点では、会員より2点、会

員関係者より1点、非会員より2点、計5点の応募があった。今月のガルフ編集会議に

おいて各作品を応募基準と照合し、選定作業を開始するとともに、追加募集の要否

について検討する。今後のプロセスとして、編集委員会で絞った作品約3点の中から

ロゴとして採用する最優秀作品を理事委員会にて選定・承認していただき、8月の常

任委員会でご報告できるよう作業を進めていく予定である。 

②企画・調査委員会 （黒川淳二 企画・調査委員長）  

＊メキシコビジネスセミナー開催報告 

商工会とJETROの共催で、2月26日（金）Norris Conference Centers at Westchase

に於いて同セミナーを開催し、57名の方々にご参加いただいた。中島伸浩氏 （ジェ

トロ・メキシコ事務所次長）を講師としてお迎えし、メキシコの経済・産業の現状およ

び今後の見通しにつき解説いただき、開催後行ったアンケートでは高い評価を得

た。今回のセミナーは、日本人会やさくら新聞を通して非会員にも公開されており、

入会案内も兼ねて当会の組織や活動についての説明を行う機会も設けた。 

＊日本語スピーチコンテストについて 

去る3月12日（土）にライス大学において日米協会と総領事館共催の第27回テキ

サス州日本語スピーチコンテストが開催され、審査員の一人として参加し、賞状を授

与した。同コンテストには、例年、商工会より$300を寄付しており、今後も将来日系企

業で働く人材となるような現地の生徒たちのために同コンテストを支援していきたい。 

＊４月の定例講演会開催案内  

4月20日（水）の常任委員会後  14:15よりUnited Way of Greater Houstonに於い

て講演会を開催する。講師として堂ノ脇伸氏 (米州住友商事会社ワシントン事務所

長)をお迎えし、米国政治の意思決定プロセスと大統領選の展望について解説いた

だく。ご案内は近日中に事務局より配信される予定なので、ぜひご参加いただきた

い。 

③文化委員会 （山下俊二郎  副会長兼文化委員長） 

＊商工会・日本人会共催ピクニック開催について 

5月15日（日）に Jones Creek Ranch Parkにて開催を予定されている同ピクニック

は、前幹事のカネカ様のご協力のもと、無事引継ぎを済ませ、順調に準備が進めら

れている。名簿順に約21社の会員企業に幹事としてご奉仕いただくことになり、3月4

日に開催された第一回幹事会ではピクニックの概要を説明し、各々の役割について

ご確認いただいた。また、今年は、United Airlines 様だけではなく、ANA様にもラッ

フルの商品をご提供いただけることになった。後日、事務局よりご案内を配信し、4月

末には第2回幹事会を行う予定である。多数のご参加をお待ち申し上げるとともに、

ラッフル景品の寄付にもぜひご協力いただきたい。 

④生活・情報委員会 （大内裕子 生活・情報委員長） 

＊古本市開催案内  

5月7日（土）午前10時から正午まで、三水会センター会議室において恒例の古

本市を開催する。開催時間10分前より整理券を配布するので、ぜひご参集いただき

たい。今回も人気の日本語教材コーナーを設けるので、ご家庭に該当する古本をお

持ちの場合は、事前に三水会センターへお届けいただきたい。また、前日と当日の

ボランティアも募集しているので、ご協力いただける方は事務局までご連絡いただき

たい。ご案内は後日、事務局を通して配信するので、皆様にお声がけをよろしくお

願い申し上げる。 

７．事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

＊会員消息  

3月16日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員数665名（正団体会員数

108社）、準会員35名で、総会員数は709名である。今月にて当会の前期が終了し、

後期に向けて会員登録人数の確認を行うため、ぜひご協力いただきたい。 
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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。  

 プライスウォーターハウスクーパース（PwC）は、1849年に英国ロンドンで開業した

会計事務所が起源です。現在は157カ国に展開する約20万人の従業員がフォー

チュン誌グローバル500社の内の418社（2015年）のお客様をはじめ、様々な業界の

企業、国際機関、各国政府、NGO等のお客様へ、監査、税務、M&A支援、コンサル

ティングなど幅広い専門サービスを提供しています。PwCのグローバル・ネットワーク

の主要メンバーである米国PwCは全米に80の事務所、4万6千名のスタッフを擁して

おり、日本のPwCと連携して米国各地の日系企業のお客様へも積極的にサービスを

ご提供してきました。米国PwCが長年にわたりアカデミー賞の投票集計業務を担当し

ていることをご存知の方がいらっしゃるかもしれません。 

 テキサス州の日系企業のお客様へ、PwCのコンサルティング・サービスをご紹介

し、お客様の課題の解決に最適と思われるプロジェクトをご提案し、その実行をご

支援するため、本年１月、PwCヒューストン事務所に私は着任しました。実際のコン

サルティングのプロジェクトでは、PwCの日本人および米国人の専門家が、事業戦

略、生産、調達、在庫、物流、販売、および 会計、人事、リスク&コンプライアンス、

情報セキュリティーなどの様々な領域で、計画の策定から業務やルールの見直し、

必要となる情報システムの選定～導入まで、お客様と熱く議論し、改革の実行を具

体的な作業レベルでご支援いたします。何かご相談事などありましたら、どうかお気

軽にお声がけください。 

 

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。 

 テキサスは広い！私は昨年まで駐在していたロサンジェルスからヒューストンまで

自分のクルマを運転してきました。I-10を東に向かってひたすら走り、西部の山並

みと砂漠を超えてテキサス州エルパソ市に入り、ヒルカントリーの牧草地を抜け、

ヒューストンにたどり着きましたが、全工程1600マイルの東半分がテキサス州にある

ことに改めて驚きました。テキサス西部で立ち寄った田舎の町々で出会った人たち

から「ヒューストンは hard working, international city だ」と聞いていましたが、その通

りだと思います。実際、ヒューストンには勤勉かつ外国人に寛容、お節介なくらい親

切な人が多いので、仕事や生活で腹の立つことが少ない上に、いろいろと助けても

らうこともあり、大変ありがたいです。こちらに来てからは、フリーウェイの橋脚のロー

ンスター、特大のハンバーガー、飲食店に掲示された銃の持込みのルール（禁止

じゃないのか！）、日曜の朝にクルマで溢れる教会の巨大な駐車場など、テキサス

らしさに遭遇して楽しんでいます。ロサンジェルスの乾燥した気候があまり好きでな

かった妻は、緑が豊かで適度に湿気があるヒューストンをとても気に入ってくれてい

ますが、夏になったら夫婦揃って蒸し暑さに悪態をつくのかもしれません。  

 
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。 

 趣味は旅行です。米国ボストンでの大学院生活の後、1年かけて一人で世界を見

て回ろうとエルパソ市から歩いてメキシコに入り、旅を始めましたが、結局、南極を

除く全ての大陸を旅するのに5年かかりました。これまでに辺境や戦地を含め、世界

147カ国に行きましたが、広大なテキサス州にも訪れたい場所はたくさんあり、週末

の小旅行が楽しみです。また、私はレゲエ、ブルース、ロックのギターを弾きます。

昔からのバンド仲間と応募した第一回「日経おとなのバンド大賞」(2007年)では東

京地区大会でグランプリ、全国大会は準グランプリを受賞しました。米国に来てから

は滅多にギターに触っていません。ヒューストンで演奏の機会があれば飛び入りで

も参加したいです。  

会員消息 ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞ 

★よろしく！～新規入会です 

 

●正団体会員入会（カッコ内、配偶者名） 
・J.P.Morgan Chase 

270 Park Avenue, 42nd Floor, New York, NY 10017-0001 

常任委員：大原淳（典子） 

・TATSUMI INTERNATIONAL(U.S.A.) INC. 

2 Northpoint Drive, Suite 200, Houston, TX 77060 

常任委員：竹村佳樹（優子） 

 

●準会員入会 

・ルイス・ヴィヤヴィセンシオ 

（Uchi Properties LLC） 
 4111 Lake Vista Cir., Missouri City, TX 77459 
・石丸りか 

（Uchi Properties LLC） 
 4111 Lake Vista Cir., Missouri City, TX 77459 

 

●正個人会員入会（カッコ内、配偶者名） 
・JX Nippon Chemical Texas Inc.     ヴィアンヌエバ雅世 

・Kureha America, Inc.        鈴木賢一 

・Mitsubishi Corporation (Americas)  岩尾光一郎 

・Toshiba International Corp.     大川敏光(千緒子) 

・Toyo U.S.A., Inc.         竹内北斗（めぐみ） 

  

 

                  

■さようなら！～残念ながら退会です 
 

●正個人会員退会 

・Toyo U.S.A., Inc.     田村和也  

 

●替わりました～メモのお願い 

 

●常任委員交代  

・Japex (U.S.) Corp.  

（旧）平田 一成  ⇒  （新）東倫生 

・Kureha America, Inc.  

（旧）阿部 俊輔  ⇒  （新）鈴木健久 

・Okaya  U.S.A.,  Inc.  

（旧）柴田 一彦  ⇒  （新）佐藤剛 

・Toyota Tsusho America, Inc.  

（旧）小林亨 ⇒ （新）藤原隆 

 

PricewaterhouseCoopers LLP 

        吉田健之 さん 
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新委員長紹介 
ヒューストン日本商工会  

 増田 裕一  

教育委員長 
Mitsui & Co.(USA), Inc. 

 

【職務内容】 

 ヒューストン日本語補習校の運営委員長として、拡大する経済規模に合わせ

た生徒の増大及びそれに付随する諸問題を解決し、円滑かつ高いレベルの教

育現場を提供すべく活動をしております。  

【抱負】 

 油価が下落してから久しいですが、補習校生徒数は引き続き増加傾向にあり

ます。時に辛い決断も御座いますが不断の覚悟を持って学校運営をサポート

してまいりたいと思います。  

【自己紹介】 

 気の置けない仲間たちと色々遊びながらのんびりゴルフするのが趣味でしょう

か。最近では、深夜のボーリングにもはまりつつあり、ゴルフスイングへの影響

が若干心配事になっております。  

【職務内容】 

 職務としましては、主として会員である法人・個人の皆様の当地での事業推

進に資する講演会を企画、開催することです。企画・調査委員会には「鉄鋼」

「物資・化学品」「機械・電子」「運輸・サービス・金融・貿易」「エネルギー」と4つ

の部会があり、それぞれ部会長が任命されています。部会長におかれまして

は、ゴルフコンペの「テキサス杯」の幹事を持ち回りで担当いただいています。  

【抱負】 

  一度に全会員を満足させることはなかなか難しいですが、皆様のご関心の高

いテーマや相応しい講師を見つけ出し、年3回の講演会を企画、開催していき

たいと思います。できれば、ご関心の1歩もしくは1.5歩くらい先を行くテーマや

内容を準備し、満足度を上げていきたいですね。そういう点からも皆様からのご

提案も大歓迎です。また、上記のとおり折角部会がありますので、これまで以上

に有機的な連携を進めて行ければと思います。 

【自己紹介】 

  着任してから早くも1年半が経過しようとしていますが、テキサスの勢いを

日々、体で感じています。経済しかり政治しかり、身近な話題もそうですが、米

国人、テキサス人の、無から有に変えていくエネルギー、推進力のすごさを感

じつつ、気力体力とも自分も頑張らなければ、と感じる毎日です。ワンダー

フォーゲル部で鍛えた健脚は遠い昔の記憶遺産となり、部屋の片隅でじっとし

ているバランスボールにはうっすらと埃が。足が遠のいているラグビー（タッチ

フット）サークルの練習にフル出場することが当面の目標です。  

大内 裕子  
 

生活・情報委員長 
JTB USA, Inc. 
 
 

 

【職務内容】 

  2013年10月から生活・情報委員長を拝命致しました。絵本読み聞かせの会、

あそぼーかい、古本市を主催し、お助けマップを更新しています。またこれらの

活動を担うボランティアの方を支援しています。 

【抱負】 

  それぞれのグループがヒューストンで生活されている日本人に役立つ、また

は快適に過ごせる内容、活動を工夫をしています。今年、就学前の子供を持

つお母様のために、就学前の子育てについてのセミナーを致しました。遠く離

れた国で新しいお母様が子供を育てて行く不安を持っておられる現状を知り、

このようなセミナーを継続していくことの必要性を実感しました。 

 また、活動されているボランティアの方々の帰国等、活動を続けていくことの

難しさを抱えています。例えば、昨年、お助けマップを更新致しました。しかし、

そのレストラン、ショップは既に存在していないことも有ります。日々新しくなる情

報を随時アップデートしていくには、常にマンパワーの問題と隣合わせです。 

 これらの素晴らしい活動を続けていくために、多くのボランティアの参加、皆

様のアイデアをお待ちしています。 

【自己紹介】 

  仕事がら、先の計画、先の予定が多く一年がアッという間に過ぎて行ってま

す。もう少し、ゆっくりと時間を楽しみたいと願っています。もちろん、旅行が大

好きです。出かけた先の風景、食べ物にも感動しますが、一番気に入っている

のは、自分自身のリセット。日常忘れていた文化、感覚を気づかせてくれる楽し

さです。  

 佐藤 大地 

広報委員長 
Japan Oil, Gas and Metals 
National Corp. 

 

【職務内容】 

 商工会月刊会報誌「ガルフストリーム」の編集委員長、ほか広報関連。 

【抱負】 

 ガルフストリーム誌は商工会活動や日本語補習校に関係する内容を中心に、

ヒューストン生活も楽しめる情報も載せていくよう心がけています。編集委員会

は月1回開催され、編集委員の皆さんとともに楽しい紙面になるようアイデアを

出し合っていますが、脱線したおしゃべりも楽しんでいます。今後とも、皆様か

らのご意見もいただきつつ、更に役立つ楽しい誌面で皆さんに喜んでいただけ

るよう頑張っていきたいと思います。引き続き、ガルフストリームをよろしくお願い

いたします。なお、新規の編集委員の方も引き続き募集していますので、ご興

味ある方は事務局まで、お問い合わせいただければと思います。 

【自己紹介】 

 昨年の3月終わりに単身で赴任してから、ほぼ1年になります。ようやく、車の

運転に慣れてきたので、最近は郊外に出てのドライブを楽しんだりしています。

カレッジステーションにあるジョージブッシュ元大統領の博物館に行ったり、

コーパスクリスティーにある退役空母のレキシントンを見たり、ブラゾリア国立野

生動物保護区で親子ワニにあったりもしました。また、近場ですが、3月のヒュー

ストンロデオにも行くことができました。MLBを見に行った時にも感じたのです

が、アメリカのショーってすごいので、圧倒されました。1年目に見逃したもの、

行ってないところもまだまだたくさんあるので、アメリカならではのものを中心に

もっと楽しんでいきたいと思います。  

 

 黒川 淳二 
  

企画・調査委員長 

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）

ヒューストン事務所  
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 例年、多くの商工会員の皆様にご参加頂いている宇宙セミナーを今年度も引き続き開催しております。今年度の第1回宇宙セミナーは、 

3月27日（土）に開催いたしました。 

 今回は、NASAジョンソン宇宙センターの施設見学ツアーと、親子／グ

ループ単位で宇宙飛行士に必要な能力を試す課題にチャレンジする参加

型イベント「宇宙飛行士にチャレンジ！」を開催し、19家族72名の方々にご

参加いただきました。JAXAからは、駐在職員に加えて、2015年7月から12

月にかけて国際宇宙ステーション(ISS)に約4か月間の長期滞在を行った油

井亀美也宇宙飛行士が参加し、ISS搭乗経験を踏まえた説明を交えなが

ら、本セミナーを盛り上げました。 

 まず、午前9時15分にスペースセンターヒューストンの会議室に集合し、ス

ペースセンターヒューストンから出発するトラムに乗って、NASAジョンソン宇

宙センターの施設見学ツアーに出発しました。JAXAヒューストン駐在員事

務所の高田所長代理の日本語での案内により、ISS運用管制室、アポロ運

用管制室、宇宙飛行士訓練施設、そしてサターンVロケットが展示されてい

るロケットパーク等を、約2時間かけて見学しました。ISS運用管制室ではISS

からのリアルタイム映像や管制室の様子を確認いただき、運用管制に様々

な役割があることをご理解いただきました。アポロ11号による人類初の月面

着陸ミッション、酸素タンクの爆発事故に遭遇しながら宇宙飛行士の生還に

成功したアポロ13号など、歴史的な運用管制が行われたアポロ運用管制室

では、有人宇宙開発の歴史と共に、新旧運用管制室の違いについてご理

解いただきました。また宇宙飛行士訓練施設では、ISS実機大モックアップ

を見ていただき、また日本の存在感を実感いただけたと思います。開発中

の新型宇宙船、月面や火星面で使われる可能性のあるローバー開発品も

ご確認いただきました。 

 その後、昼食をはさみ、午後からは、同じくスペースセンターヒューストン

の会議室にて、参加型イベント「宇宙飛行士にチャレンジ！」を開催しまし

た。特別審査委員長は、油井亀美也飛行士が担当しました。 

  まず初めに、油井飛行士から、地上サバイバル訓練や海中訓練、実験装

置を用いた訓練など、ISS搭乗に向けた訓練の様子や、ISSでの長期滞在

時の活動状況について説明しました。今はロシアのソユーズ有人宇宙船で

飛行するため、ロシア語学習も大事な訓練です。 

   その後は、いよいよ宇宙飛行士に必要な能力を試す課題（知識力／想

像力／記憶力／持続力）に挑戦です。 

   「知識力」を試す課題では、ISSの日本実験棟「きぼう」のロボットアームを

使って、今春宇宙へ放出される、フィリピン国産初となる50kg級超小型衛星

(フィリピン科学技術省・フィリピン大学、北海道大学及び東北大学が開発を

担当)や、宇宙環境で骨量減少、筋萎縮、免疫低下など、加齢現象と類似

した身体変化が短期間で進むことを利用した、マウスを使った加齢疾患研

究について、クイズを通して学んでいただきました。このマウスの装置は、油

井飛行士が宇宙で装置を組み立てました。 

   「想像力」を試す課題では、問題用紙にらせん状に記載されたマス目に合

せて、制限時間内に、事前に定めた条件を守りながら、しりとりを繋げていく課

題に挑戦していただきました。難易度の高い問題でしたが、家族のチーム

ワークを存分に発揮していただきました。 

   「記憶力」を試す課題では、制限時間の中で16ケタの数列、JAXA宇宙飛

行士の顔写真と名前を暗記するという問題に挑戦していただきました。次から

次に難しい課題に挑戦いただきましたが、気持ちを切り替えて、どんどん新し

いことに前向きに挑戦し続けることも、宇宙飛行士にとって大事な能力です。 

  そして「持続力」を試す課題では、制限時間内で折り紙の完成個数を競って

いただきました。折り紙は実際の宇宙飛行士選抜でも実施された課題です。

折り紙のお題として３種類の課題が用意され、難易度によって得点が変わると

共に、全種類作成するとボーナス点が加算される方式で競いました。お父さ

ん、お母さんが難易度の高い課題を担当する等、チームワークよく真剣に取り

組む様子が見受けられました。 

  ここで、ここまでの全課題に対する採点を行いました。また、採点時間を利用

して、油井飛行士のISS長期滞在ミッションをまとめたビデオ上映を行い、油井

飛行士が、2015年8月24日に、日本の物資補給船「こうのとり」5号機を、ISSの

ロボットアームを使って掴んだことも紹介されました。この時は、NASA通信担

当のリーダーが若田宇宙飛行士、そして筑波宇宙センターの「こうのとり」管制

室で運用管制を行うという、日本の素晴らしいチームワークによって成功でき

たことが印象的だったと紹介されました。また、宇宙では重力がないため、ば

ねの力を使って体重を測定する様子もビデオを使って紹介されました。 

  得点チェックの結果、上位2家族による決勝戦が行われました。決勝戦は、

ISSにおける船外宇宙活動（EVA）を想定した「EVAロープトライアル」が出題

されました。これは、トライアル参加者自身をEVA中の宇宙飛行士と想定し、

ISS船外部品に見立てた部品を交換する模擬問題です。大事なことは、船外

活動中に手から部品が離れてしまうと、二度と取りに行けないため、ISS船外

で部品を交換する場合は、2本のロープを利用して、万が一手が放れても部

品が飛んで行かない状態（ロープに繋がれた状態）を常に保つことです。コツ

をつかむまでが大変難しく、どちらのご家族も一生懸命に取り組み、僅かの差

で小西さん家族の優勝となりました。 

 本イベントの最後に表彰式を

行いました。油井飛行士から優

勝した小西さん家族、そして準

優勝の木村さん家族に賞品の

贈呈が、また参加された全ての

ご家族に「修了証」が授与さ

れ、油井飛行士とともに記念撮

影が行われました。 

一日を通して、参加者からの

質問が活発に出され、油井飛

行士、JAXA職員との会話が多

く弾み、親子で宇宙に浸かって

いただき、思い出に残る楽しい

イベントになったことと思いま

す。第2回目以降の宇宙セミ

ナーもぜひご期待ください。 

 

参加型イベント「宇宙飛行士にチャレンジ！」での油井飛行士によるミッション概要紹介 

優勝した小西さん家族と油井亀美也宇宙飛行士 

油井飛行士の活動状況は、 

「新米宇宙飛行士最前線！“宙亀日記”」 

やツイッターで紹介しています。 
  http://iss.jaxa.jp/astro/report/column 

https://twitter.com/astro_kimiya 
 

http://iss.jaxa.jp/astro/report/column
https://twitter.com/astro_kimiya
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【最終順位】 

   優勝：アストロズ 

   二位：イーグルス 

   三位：住友ダッシュ 
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■ 商工会・日本人会共催ピクニックのお知らせ 

 今年も、Jones Creek Ranch Parkでピクニックが開催

されます。 

 会場にはバレーボールやバスケットボールコートが

あり、大人も子供も楽しめる各種アクティビティをご用意しております。さ

らに昨年同様、ゲームコーナーやインフレイタブル、ペッティングズーな

どのアトラクションもご用意する予定です。また、パビリオンや木陰でピク

ニックテーブルを囲んでのBBQをゆっくり楽しんでいただけます。 

 単身でのご参加も歓迎いたします。 

 参加申込みなどの詳細は商工会事務局までお

問合せください。 

開催月日：2016年5月15日（日）＜雨天決行＞ 

開催場所：Jones Creek Ranch Park  

（7714 FM 359 Richmond, TX 77406-7724） 

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

■ 第554回日本商工会・日本人会共催  

  テキサス会「総領事杯」開催のお知らせ 

  生活・情報委員会が「古本市」を開催することになり

ました。三水会センター会議室にて午前のみの開催

を予定しております。午後9時50分より整理券を配布する予定です。 

 今回も、日本語を学習している現地校の生徒の皆様にもお役に立て

ていただき、大変好評な日本語教材（辞書、ひらがなドリル、漢字ドリ

ル、国語・漢字学習ノート）のコーナーを設ける予定です。三水会セン

ターに専用の箱を用意いたしておりますので、該当するものがありまし

たら、ご寄付をお願いいたします。 

 前回の売り上げ同様に、図書館の子供向けの本の充実に使わせて

いただきたいと思います。 

開催日時： 2016年5月7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、ご希望の3日前までに、商工会事務局までご連絡くださ

い。 

前日：5月6日（金）11：00～13：00  当日5月7日（土）9：30～13：00 

連絡先：商工会事務局 Tel：(281)493-1512 sansuikai@jbahouston.org 

 第554回テキサス会「総領事杯」を下記日程で開催

致しますので、皆様奮ってご参加下さい。商工会、日

本人会会員に限らず、日本人コミュニティー関係者の方はどなたでもご

参加いただけますので、ご家族、友人、知人、出張者等ゴルフをなさる

方の幅広いご参加をお待ちしております。ご寄付、賞品のご提供も宜し

くお願い申し上げます。 

開催日時： 2016年5月22日（日） 午前8時30分スタート＜小雨決行＞ 

開催場所： Oakhurst Golf Club  

       （20700 Mills Branch Drive Porter, TX 77365） 

お問い合わせ先： 

 降旗 hideaki.furihata@daikincomfort.com 

 山本 yoshihisa.yamamoto@daikincomfort.com 

 ■ 商工会主催 講演会のご案内 

「米国政治の意思決定プロセスと大統領選の展望」 

 ヒューストン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28（2016）年4月20日（水） 

           2：15 pm（常任委員会終了後）～3：45 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： 堂ノ脇 伸氏 （米州住友商事会社ワシントン事務所長） 

略歴： 1984年早稲田大学政治経済学部卒業、同年住友商事入社。生

活物資運輸部、油脂部、食料部、米国住友商事（ニューヨー

ク）、トルコ住友商事（イスタンブール）を経て2012年4月より現

職。 

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

5/15 

（日） 

４/20 

（水） 

5/7 

（土） 

■ 商工会生活・情報委員会主催  

  「古本市」開催のお知らせ 

5/22 

（日） 

■予選リーグ結果一覧 

今年の商工会ソフトボールは、3月27日（日）にSportsplexで開催されました。 

昨年Quarter Finalで引き分け、じゃんけんで敗れたアストロズが、今年は雪辱を果たし、見事に優勝を飾りました。 

尚、ガルフストリーム次号では、優勝したアストロズ並びに準優勝イーグルス、3位住友ダッシュからのレポートを掲載

する予定です。 

 

ロスカボス： 
www.cabodeepblue.com  

カリフォルニア半島の先にある美しい港街、カボサンルーカ

ス。ヒューストンから直行便が飛んでいるのでアクセスにも便

利で、カリブとはちょっと違った雰囲気を味わえる所です。カ

ジキ釣りで有名な港には一日釣りツアーなどをアレンジしてく

れるお店が立ち並んでいます。ダイブサイトも充実しており、

モブラの群れ、鯛の群れ、アシカ、亀など、こんなに港に近い

ところでこんなものが見られるのか!?と驚くほど内容が濃い海

です（メインシーズンは秋）。海のアクティビティーは日本語対

応可能な「Deep Blue」社がお薦め。大阪弁が達者なメキシコ

人オーナーのオスカルさんが笑顔で対応してくれます。 

 

Bahama Los Cabos 

Cancun 

St. Croix 

本格的な夏が近づいて来る前に予約ゲット! 

今回はハードなダイバーに限らず、カップル・家族で楽しめる海

系バケーションのアイデアを幾つかご紹介します。 

バハマ：ドルフィンクルーズ 
www.dolphindreamteam.com  or  takaji-ochi.com  

野生のイルカを追いかけながら船上で生活する。こんな夢みた

いな旅を実現させてくれるのが「Dolphin Dream」号です。FL州

West Palm Beachから出港、翌朝にはバハマに到着。そこから毎

日野生のイルカを探して1週間航海、群れを見つけたらスノーケ

ルとフィンを付けてジャンプイン!もちろん泳ぎが得意な人に有利

ですが、ここに出現するマダライルカ達はフレンドリーで遊び上

手。一生の思い出になること間違いなしです。  

達人の 

柴田佐織 (Satake USA, Inc.) 

カンクン： 
www.queenangel.com or takaji-ochi.com  
おなじみのカンクンですが、1-2月はバショウカジキ、7-8月はジンベイザメが

出没するシーズン。カジキ、ジンベイと一緒に泳いでみたいと思いません

か!?驚くことなかれ、かなり高確率で実現可能です。バショウカジキの群れを

追いかけるのにはかなり泳力が必要ですが、ジンベイは小船で先回りして、

泳いでくる方向にジャンプインしますので、ほぼ浮いているだけで大丈夫。

ぶつかるくらい近距離で迫力満点! 

ベテランダイバーであればPlaya del Carmen 周辺まで足を延ばしてセノーテ

（泉）ダイビングをやって帰りましょう。 

 

USバージン諸島 St. Croix： 
www.visitusvi.com/stcroix  
USバージン諸島の中ではマイナーですが、手ごろな価格なコンドミニアムも

多いので家族で長期滞在して楽しめる美しいカリブの島です。アクティビ

ティーは、Buck Island無人島ツアーが一押し。透明な海、美しいビーチ、夢

のような景色が広がっています。Passport なしでアメリカから行けます!とコ

マーシャルしていますが、通関がありますので要注意です。どの国籍保持者

でも一応Passportを持参するのが安心です。 

 

ホンジュラス ロアタン島： 
www.anthonyskey.com   
老舗のAnthony’s Key Resortは子ども向けのダイビングプログラムが充実し

ているリゾートで、今のうちにライセンスを取っておきたい海好き家族には最

適の休暇ロケーションかもしれません。イルカプログラム、Fish ID など教育・

環境に関したサービスも充実しています。宿泊施設も水上コテージチックな

雰囲気があって、ゆっくりとカリブの海を満喫できます。ヒューストンから直行

便あり。  

達人のプロフィール： スキューバダイビング歴26年、水中写真歴15年 

ダイビングでの訪問国 20か国以上 

近年ではスノーケルでの大物狙いに嵌っている 

(イルカ、ザトウクジラ、マナティー、カジキなど) 
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  私、ヒューストンにあるサッカー部FC Japanに所属しております、山田と申

します。 

 サッカーが好きなもの同士で集まり、毎週土曜日、和気あいあいと、時に

真剣にサッカーをしております。 

 このたび、サッカーについて語る機会を設けて頂き、ありがとうございま

す。僭越ながら、ヒューストンでの楽しみ方の一つ、スポーツ観戦について

お伝えします。 

   ヒューストンでのスポーツ観戦と聞

いて、思いうかべるスポーツは人それ

ぞれだと思いますが、サッカー部とし

ては、やはりサッカー観戦。その中で

も、是非注目していただきたいのがこ

の人、“アメリカサッカー界にこの人

あ り”と言われているCarli Lloyd

（カーリー・ロイド）選手です。（お名前

を聞いてピンときた方がいるので

は？） 

 

   時は少し遡り、2015年夏、カナダに

てFIFA女子ワールドカップカナダ

2015が開催されました。わが日本代

表なでしこJAPANも出場し、決勝まで

勝ち進みました。その決勝の相手は世界ランク2位のアメリカでした（当

時。2015年12月現在1位）。  

結果は、2－5と残念ながら日本は敗れて準優勝、アメリカが優勝し幕を

閉じました。 

試合中、一際目を引いたアメリカ人選手がおり、その方がCarli Lloyd選

手でした。彼女はアメリカ代表背番号10番のエース、またキャプテンを努

めチームの柱として活躍しました。決勝戦で彼女はハットトリック（3得点）を

達成、勝利に貢献しました。中でも圧巻だったのが、ハーフウェイライン付

近からの50ｍを超えるであろうロングシュート、一際歓声が上がった瞬間

でもありました。このゴールは日本のサッカー記事にも多数取り上げられ、

さらに国際サッカー連盟（FIFA）は、一般投票によってFIFAワールドカッ

プカナダ大会最優秀ゴールに選出されたと発表しました。 

また、年1度、ＦＩＦＡよりサッカー界で最も権威ある賞として世界年間最

優秀選手賞が贈られます。2016年1月11日、2015年の年間表彰式が開か

れ、あの有名なサッカー選手、アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手が

前代未聞の５度目の男子世界年間最優秀選手（FIFAバロンドール）に選

ばれ、女性部門の世界年間最優秀選手としては、このCarli Lloyd選手が

選ばれました。 

 このCarli Lloyd選手、実は、当地ヒューストンの女子サッカーチーム、

ヒューストンダッシュに所属する選手なんです。 

 そんな方のプレーが当地ヒューストンで見られ

るなんてサッカー好きにはたまりません。ヒュー

ストンダッシュが所属しているNational Wom-

an’s Soccer League は例年からいくとおよそ４月

頃から開始される模様です。 

 写真でお伝えできないのが残念ですが、皆様

ヒューストンダッシュの本拠地であるBBVAスタ

ジアムにて、Carli Lloyd選手のプレーを是非一

度生で観戦してみてください。サッカーファンで

ない方にも、サッカーの魅力が伝わるはずで

す。 

  世界で最も優秀な女性サッカー選手がヒューストンにいる！？  

 ヒューストン日本語補習校 

  去る3月12日に補習校オーディトリアムにて44回目の卒園・卒業式が挙行されま

した。 

 当日ステージが使えないハプニングがありましたが、好天に恵まれ、去年に引き

続き今年も二部構成の式となりました。今年の卒園・卒業生総数は125名となり、5

年前の80名と比べると補習校の生徒数が格段に増えていることが分かります。 

 前半の卒園式では、ぎこちないながらも腕を伸ばし礼をしてきちんと証書を受け

取る子、照れ隠しなのかポケットに手を入れたまま歩く子、緊張してロボットのように

手足が一緒に動いている子、一人一人の動きに会場全体が温かい空気に包まれまし

た。山崎校長先生からは、「世界に一つだけの花」の歌詞に触れ、「みんなは特別な存

在であり、違うところを認めあって仲良くしてください」との式辞をいただきました。 

 後半の卒業式では、小6卒業生代表の飯塚まりのさん、大谷壮生君は、補習校で育

んだ友情に触れ、平日は現地校に通う大変さを分ち合い共に切磋琢磨した喜びを語

りました。中3卒業生代表の鞍田瑞生さんは、週1回補習校に通うことは、異文化で暮ら

している張り詰めた心を和ませ、大切な仲間にめぐり合えたことに触れ、日本に似た環

境を提供してくれた先生と親への感謝の意を表しておりました。来賓代表の天野在

ヒューストン日本国総領事からは、前任地のマニラでの日本人学校への関わりについ

て述べ、現地校と補習校とを両立させることの難しさや近隣住民との触れ合いが、今後

の人生の糧になり、勇気を持って世界へ羽ばたける人になって欲しいとの祝辞を頂き

ました。 

 卒園・卒業の皆さん、ご家族の皆さん、おめでとうございました。これまでの素晴らし

い思い出を胸に、一層素晴らしい人生を歩んで欲しいと思います。また、日々の補習

校の運営にご理解ご協力いただきありがとうございました。 （補習校運営委員） 



 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞ 

5月13日（金） 10時30分～ 

5月14日（土）  9時30分～ 

6 、7、 8月はお休み 

 最新情報は、三水会センター内、日本語補

習校内のポスタ―、またはコミュニティーサ

イトのヒューストンなび＜hounavi.us＞でご確

認いただけます。 

＜読み聞かせの会＞ 

5月7日（土） 9時30分～赤ちゃんから就学前 

         ぐらいのお子さんを対象とした絵本 

6 、7、 8月はお休み 

 最新情報は、三水会センター内、日本語補

習校内、日本食品店「大道」内のポスター、

またはコミュニティーサイトのヒューストン

なび＜hounavi.us＞でご確認いただけます。 

 

＊変更がある場合もございます。上記の各最

新情報をご確認ください。 

＊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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3月のテーマはもちろん『お雛祭り』。女児の節句ということ

もあり、女の子が多く集まってくれました。「あそぼーかい」を

ちょうど3日に開催することが出来たので、この日は三水会セ

ンターの段飾りの雛人形たちと一緒に、ちびっ子たちの記念

写真を撮りました。   

 

●はじまりのあいさつ・・・ トラお君、トラ子ちゃんと雛壇にお

供えする菱餅について色や形のお話をしました。 

 

●今月のうた “うれしいひ

なまつり” ・・・ 歌詞に出

てくる人物がわかるように

壁に飾ったキルティングの

雛祭りタペストリーを使い紹

介しながら歌いました。 

 

●今月のお楽しみ「エプロ

ンシアター」 “ねずみのよ

めいり” ・・・ 昔話とは

ちょっと違い、ねずみの娘

目線ではじまる今どきのお

話になっています。チュー

子の結婚相手候補が次々

に登場。最後までどうなる

のかわからず、ちびっ子た

ちは真剣に見つめていました。 

 

●手あそび “ずいずい

ずっころばし” ・・・ 初め

てのちびっ子が多く、曲の

1番はママと一緒にやって

みました。曲の2番はみん

なで輪になって楽しみまし

た。 

 

駐妻のヒューストン日記 

第139回 生川 恭子 さん 

年末の旅行先を決めようと、ダイニングに貼っ

てある世界地図を眺めていた昨年の秋、目に留

まったのが南米大陸の先端、パタゴニア。以前

から漠然とした憧れはあったけれど、子供も小さ

く、それまでは現実的な旅行先として見ていな

かった。でも、ヒューストン暮らしも約3年が経ち、

上の娘は6才、テキサス生まれの息子も1才半に

なったし、今だったら行けるかも！とはいえ、相

応に時間もお金もかかる。尻込みする私に、最

終的には主人の「何とかなるんちゃう？」という楽

観的（テキトー？）な一言に背中を押される形で

決まった。南半球の12月は夏とはいえ、パタゴニ

アは樺太と同じ位の緯度。心配になった私は、

慌てて子供達の手袋やニット帽を買い込んだ。 

ブエノスアイレス経由で、まずはアルゼンチン

領ウシュアイアへ。心配した長時間のフライトは、

夜発だったので子供達はぐっすり寝てくれて一

安心。空港に降り立つと、遠くに白い雪を被った

アンデスの山並みが見えて気分が高まった。気

候は思っていたより穏やかで、「南極に一番近い

町」（南極大陸まで1000km）と聞いて不毛の地を

想像していた私は、町に並んだ素朴で可愛らし

い家々や、小さいながらも学校があることに驚

き、こんな最果ての地にも普通に人々が暮らして

いるという事に感動してしまった。一方で、トラブ

ルも発生。空港で預けたスーツケースのうちの１つ

が届かない！しかも着いた日はクリスマス…。間に

合わせの物を買おうにもどこのお店もクローズ

（汗）。全員分の防寒着を入れたスーツケースが

無事だったのは不幸中の幸いだった。 

翌朝、沖合にある野生のマゼランペンギンの営

巣地を見に行くクルーズに参加。動物好きの娘

は、小さな島の上にびっしりと並んだペンギン達

に大興奮！幼心にも、動物園で見るのとは一味

違ったようだ。 

続いて氷河の町、カラファテに移動。カラファテ

はウシュアイアよりも洗練されたリゾート地という印

象で、街歩きや食も楽しい。特に、アルゼンチン

はテキサスに負けず劣らず牛肉が安くて美味し

い！名物のパリジャーダ（炭焼き肉の盛り合わせ）

は食べ切れないくらいのボリュームで、テキサスサ

イズに慣れている私達もびっくりだった。 

スーツケースは未だに届かず、困ったのが下着

類。観光地だけに、お土産屋かレ

ストランばかりで、日用品のお店

がない。仕方なく毎晩ホテルで

洗ってはドライヤーで乾して何と

か凌いだものの、とうとうある日、

憐れにも主人のパンツに穴が開

き、家族で大爆笑。そろそろ限界

か…と思い始めた頃、夕方ホテル

に戻ってみると、行方不明だった

スーツケースが！特に主人が喜

んだことは言うまでもない。 

  氷河を目の前にした時は、あま

りにも日常とかけ離れた景色とス

ケールに圧倒されて「すごい…」としか声が出な

かった。高さ70mという巨大な氷壁から塊が崩れて

スローモーションのように海に落ちていく時は、雷

のような轟音が響いた。海に落ちて漂う氷山の吸

い込まれそうな青さも忘れられない。他の人達も同

じなのか、みんな言葉少なに風景に見入っていた

のが印象的だった。 

カラファテから日帰りで行ったチリ領のパイネ国

立公園も素晴らしかった。氷河によって鋭く削られ

た山々。「お馴染み『Patagonia』のロゴマークは、こ

れだったのね！」と勝手に納得。裾野にはエメラル

ドグリーンの湖が静かに広がり、短い夏を彩る可憐

な花々が咲いていた。最果ての地が、こんなにも

美しかったなんて！帰路には、去りがたくて何度も

後ろを振り返りながら歩いた。 

私にとっては一生に一度行けるかどうかと思っ

ていた場所。その地を踏めたことを、今でもとても

幸せに思う。 

あそぼーかい 

●3月のおたんじょ

う会 ・・・ プレゼ

ントのメダルをたの

しみに来てくれた

ちびっ子、みんな

からお祝いされて

ちょっと照れてし

まったちびっ子、

みんなおめでとう! 

 

●工作 “おひなさ

ま” ・・・ ちびっ子

たちには、折り紙を

折って作ったお内

裏さま，お雛さまの

お顔を描いてもら

いました。飾りをつ

けて可愛らしいお

雛さまの出来上がり! 

 

初めてのちびっ子もお待ちしています。「あぞぼーか

い」は月に2回、平日1回と土曜日1回開催しています。 

三水会センターのキッズルームへどうぞお気軽にお越し

ください。 

3月の「あそぼーかい」は雲の多い3日（木）と、

すっきり晴れ渡った青空の美しい5日（土）に開催さ

れました。どちらの日もたくさんのちびっ子が元気

に遊びに来てくれました。 
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が十二指腸内に流れなくなると白色便を呈します。血中のビリルビン濃

度が高くなると尿中に排泄され、黄疸尿となることもあります。 胆汁中に

はビリルビンの他、胆汁酸という物質も含まれ、これが血中に逆流すると

皮膚の痒みを来します。胆道疾患で、癌以外に黄疸を来すものとして、

胆石があります。胆石の黄疸は発作性の痛みや発熱をしばしば伴いま

すが、胆道癌では、黄疸とともに発作性の痛みや発熱を来すことは稀で

す。  

 

診断 

胆道癌が疑われた時に行う検査は、血液検査と腹部超音波検査やCT

検査などの画像診断検査です。血液検査では黄疸や肝障害の程度を

みます。画像診断では閉塞性黄疸の確認（上流の胆道の拡張）とその原

因（癌か胆石か）が検討されます。画像検査で胆道癌らしいと判断した

場合、より詳細に所見を検討して癌の進行の程度を判断します（病期診

断）。 病期は、手術可能か不可能かに大別されます。 

 

治療 

外科療法： 胆道癌を根治できる唯一の方法は、現在のところ手術です。

胆道癌では定型術式といったものはなく、癌の拡がりに応じ、安全かつ

確実に癌の取り切れる根治的な術式が選択されます。癌を含む胆管と

周囲のリンパ節を含んだ結合組織をまとめて切除するのが基本ですが、

癌の進展範囲が広い場合、最大で肝臓・膵臓の両方を同時に切除する

こともあります。いずれにしても難易度の高い手術となるため、可能な限

り定評のある病院で手術を受けることが推奨されます。 

 

放射線療法: 放射線治療は腫瘍細胞が、周囲の健常組織より放射線に

対する感受性が高い場合に成り立ちます。しかし、胆道癌細胞の感受性

は、他臓器に発生する高感受性腫瘍ほど高くはなく、周囲正常組織とそ

れほど変わらないため、外科的に切除できない場合や、手術で主病巣を

切除した後の追加治療として使用されます。 

 

化学療法: 化学療法(抗癌剤)のみでの治癒は不可能であり、癌の進行

を抑え癌とともに長生きすることが目的となるため、外科的に切除できな

い場合や、手術で主病巣を切除した後の追加治療として使用されます。

主に使用されるのはジェムザール（注射薬）、シスプラチン（注射薬）、

ティーエスワン（内服薬）ですが、乳癌や大腸癌などに比較して、効果の

認められている薬剤が少ないため、今後の開発が望まれています。分子

標的薬や免疫療法に関しては、臨床試験の段階であり、効果に関して、

それらの結果を待たねばなりません。 

 

 閉塞性黄疸は、各種治療を安全に行う妨げとなるため、治療開始前に

黄疸を解消する処置（減黄術）を行います。内視鏡を使って十二指腸乳

頭から癌の狭窄を越えた場所までチューブを挿入し、チューブは鼻から

出したり、体内に留置したりします。抗癌剤治療を考慮している場合、よ

り確実に長期間、黄疸を防ぐことができるように、チューブから形状記憶

合金でできたメタリック・ステントに交換することがあります。  

 

   以上、胆道癌に関する情報を述べました。外科・放射線科・内科が多

角的に診断・治療に関わる疾患であり、それら全般的な領域に慣れた専

門・総合病院の受診が必要となります。 

第138回 
 

     胆道癌について  

  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。 

  前回の松沼亮一先生から肝胆膵外科ご専門の山下俊先生にバトンが移りました。 

 皆さんこんにちは。和歌山県出身で東京大学医学部附属病院 肝胆膵外科

に所属しております、山下俊(Yamashita Suguru)と申します。現在は、MD An-

derson Cancer Centerの腫瘍外科部門に所属し臨床研究を行っています。これ

までの記事一覧を拝見し、まだ触れられていない胆道癌に関して、まとめてみ

ました。 

 

胆道とは 

肝内外胆管・胆嚢・十二指腸乳頭部をあわせて胆道と呼びます。胆管は、肝

臓で作られた胆汁を十二指腸まで導く管で、肝臓の中を走る肝内胆管と、肝

臓の外に出て十二指腸に繋がる肝外胆管に分けられます。肝外胆管の途中

で胆汁を一時的に溜めて濃縮する「ふくろ」が胆嚢です。 

 

胆道癌の種類 

胆道癌は、発生部位に従って、胆管癌（肝内胆管癌と肝外胆管癌）、胆嚢癌、

十二指腸乳頭部癌に分けられます。現在の癌取扱い規約では、肝内胆管癌

は、最初から肝臓の中にできた癌（原発性肝癌）の一つとして扱うことになって

いますが、原発性肝癌の多くは、B/C型肝炎・アルコール性肝炎などの慢性肝

疾患に起因する肝細胞癌です。肝臓の中の胆管粘膜から発生する肝内胆管

癌は肝細胞癌とは性格が異なり、有効な薬剤なども異なります。実際の臨床で

は、肝内胆管癌は胆道癌の一つとして治療を行うのが一般的です。 

 

疫学 

2015年の国立がん研究センターの報告によると、胆道癌の年間罹患者は約

2.6万人です。年間死亡者は約1.9万人で、肺・胃・大腸・肝・膵に次ぐ6番目に

死亡数の多い癌です。胆道癌は欧米先進国では稀ですが、南アメリカや東ア

ジアでは罹患率が高く、日本では稀とは言えません。年令別にみた胆道癌の

罹患率、死亡率は、ともに50歳台から増加します。胆道癌の原因は、残念なが

ら十分には解明されていません。ただし、胆石症、胆管炎、先天性膵胆管合

流異常症などの胆道疾患や、潰瘍性大腸炎、クローン病などの炎症性腸疾患

は、胆道癌のリスクになると言われています。また、女性、肥満、高カロリー摂

取、野菜果物の低摂取、出産回数が多いこと、などがリスクの候補と考えられ

ています。近年では、インクの洗浄剤に含まれる化学物質「1,2ジクロロプロパ

ン」が原因となり胆管癌が発生したケースを認めました。 

 

症状 

胆道に発生した癌により、胆汁の流れが妨げられ、上流(肝臓側)の胆管は拡

張し、更に圧が上昇すると胆汁が血中に逆流し、胆汁中のビリルビンという黄

色い色素のために皮膚や目の白い部分が黄色くなります(閉塞性黄疸)。胆汁

 次回は、周産・女性診療科がご専門の平光史朗先生です。今年

から医師チームとして、商工会ソフトボール大会に参加させて頂く

事になったのですが、そのチームメイトとして知り合わせて頂きまし

た。平光先生は、ふくらはぎを負傷しながらも、毎回練習に参加し

チームを鼓舞して下さる、とても熱い先生です。  

医師（現MD Anderson Cancer Center研究員） 山下 俊  
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 第27回テキサス州日本語スピーチコンテストが3月12日土曜日、ライス大

学へリングホールに於いて在ヒューストン日本国総領事館及びヒューストン

日米協会の共催により開催されました。各地区予選（オースティン、ヒュース

トン、ダラス、サンアントニオ）を勝ち抜いた上位入賞者総数57名が本選に

挑戦しました。 

 本大会は前半にスピーチ朗読部門、高校スピーチ全米オーロラ大会出

場者選考部門、大学部門、俳句部門の発表があり、続いて後半に詩暗唱・

オープン(一般)・スキット3部門の発表が行われました。俳句部門は高校中

級部門の1つで、大会目標の1つである日本語の創作能力のさらなる向上

を図るために今年度から採用されました。四季を代表する名句4選から1つ

を選択し、それを基に創作句を発表する部門です。俳句を含む各部門で

発表された内容は本選にふさわしく優れた内容の発表が多く、特に審査員

と日本語で行う質疑応答では毎年、発表者の会話運用力の向上がみられ

ますが、今年も発表者にとって学習成果を競うよい大会となりました。 

 大会後、スピーチコンテスト授賞式及びレセプションは同会場に於いて、

在ヒューストン日本国総領事館の岩崎首席領事をはじめ、ヒューストン日本

商工会、ヒューストン日本人会、ヒューストン日米協会シンテック金川基金、

テキサス州日本語教師会、全日空(ANA)、JETAAT(JETプログラムテキサ

ス同窓会)等各支援団体代表の方々のご同席のもと、大会参加者全員が

受賞式に臨みました。各団体代表の方々より各部門入賞者にトロフィーと

各部門入賞者 氏名(在学校名 参加地区大会) 

スピーチ： 朗読部門 

1位 Justin Nguyen (Richardson H.S. Dallas)  

2位 Bernice Tsao (Bellaire H.S. Houston)  

3位 Cynthia Corsiga (L.V. Berkner H.S. Dallas) 

高校オーロラ予選部門  

1位 Heeyong Huh (Newman Smith H.S. Dallas)  

2位 Amy Nguyen (Richardson H.S. Dallas)  

3位 Fiona Yeung (Bellaire H.S. Houston)  

大学部門 

1位 Sean Nixon (Baylor University)  

2位 Jessica Ramirez (Texas A&M University)  

3位  Melissa Perez  (University of Texas at San Anto-

nio)   

オープン部門 

1位 Kirti Sharma (Houston)   

2位 Julia Holz (Houston)   

3位 Suji Hong (James Taylor H.S. Houston) 

第27回 

今年のテキサス州日本語スピーチコンテストは、大会が広く周知され、学生のほかオープン参加者も増加

しました。ヒューストン日本商工会からは、寄付及び当会の理事委員一名が審査員として参加しました。 

賞状が授与されました。特別賞はヒューストン日本人会から奨学金千ド

ルが高校スピーチ全米オーロラ大会出場者選考部門の1位入賞者に、

ヒューストン日米協会シンテック金川基金から奨学金千五百ドルが大学

スピーチ部門の1位入賞者に、全日空よりオープン部門1位入賞者に日

本往復航空券が、テキサス州日本語教師会からスピーチ朗読部門1位

入賞者に漢字学習機器が、JETAAT から俳句部門1位入賞者に日本

製お菓子ボックス購入券が授与されました。本大会が無事にそして成

功裏に終了できたのも偏に在ヒューストン各団体からのご協力と運営資

金面でのご支援、ボランティアの皆様のご協力の賜物であり、心より感

謝申し上げます。また各団体を代表し審査員をお引き受け下さった

方々のご協力に深く感謝申し上げます。今後とも引き続きご支援、ご協

力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 以下入賞者の方々には今後も継続して日本語と日本文化を学習し、

日米両国の架け橋となり日米文化の交流と相互理解に尽力されるよう

心より祈念いたします。また入賞された生徒学生のご家族、日本語教育

に携わる教師の方々の日々の努力に感謝いたすと共にその努力の成

果に心からお喜び申し上げます。おめでとうございます。 

大会HP  http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/en/culture/page13.htm 
         http://www.jas-hou.org/blog-supply/ 

佐藤 裕子 

テキサス州日本語スピーチコンテスト実行委員会  

詩暗唱部門 

１位 Santiago Hoffman (Churchill H.S. San Antonio)  

2位  Elena Mills (Johnson H.S. San Antonio) 

3位  Khana Vu(Morton Ranch H.S. Houston)  

俳句部門 

1位 Camilla Chen (Cinco Ranch H.S. Houston)  

2位 Sadie Ward (McCallum H.S. Austin)  

3位 Andrea Lopez  (Churchill H.S. San Antonio)   

スキット部門 

1位 Bellaire H.S. Houston (Harvey Gao、 Anthony 

Hoang、 Eunice Valenzuela、 Susan Yu)  

2位  L.V. Berkner H.S. Dallas (Olivia Esh、 Danielle 

Lim、 Gillian Post)  

3位  Richardson H.S Dallas (Jing Liu、 Leila Miller、 

Genny Whidby、 Kitty Yu) 

ヒューストン日本人会奨学金 ($1,000) ： 

高校オーロラ部門1位 Heeyong Huh (Newman 

Smith H.S. Dallas)   

ヒューストン日米協会からオーロラ本選航空券： 

高校オーロラ部門1位 Heeyong Huh (Newman 

Smith H.S. Dallas)、同2位 Amy Nguyen 

(Richardson H.S. Dallas)  

日米協会シンテック金川基金 大学部門奨学

金 ($1,500) ： 

    大学部門1位 Sean Nixon (Baylor University)   

ANA日本往復航空券： 

オープン部門1位 Kirti Sharma (Houston)   

テキサス州日本語教師会賞漢字学習機器： 

スピーチ朗読部門1位 Justin Nguyen 

(Richardson H.S. Dallas)   

JETAAT賞： 

俳句部門1位 Camilla Chen (Cinco Ranch H.S. 

Houston)     

在ヒューストン日本国総領事館記念品： 

詩暗唱部門1位 Santiago Hoffman (Churchill 

H.S. San Antonio)    

テキサス州日本語スピーチコンテスト 
第27回 

テキサス州日本語スピーチコンテスト 

http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/en/culture/page13.htm


編  集  後  記 

 夏時間にも慣れてきた今日この頃、商工会もイベントの多

い季節に突入しています。ただ、外のイベントも多いので、

お天気に恵まれますようにと願わずにいられません。 

 さて、今号のガルフストリームは、日本庭園、商工会議事

録、会社紹介、商工会の常設委員長紹介、今年度第一回

目開催の宇宙セミナー報告、ソフトボール大会速報、青い

海が呼んでいる-達人のとっておき海情報、商工会講演会・

古本市・ピクニック・テキサス会「総領事杯」の告知、日本語

補習校関連では卒園・卒業式、課外活動のサッカー、南米

旅行の素敵な思い出の駐妻日記、ピーカンキッズ、テキサ

スメディカル、日本語スピーチコンテスト、ヒューストン知っと

ん、イベント情報のHouston Walkerなどになります。 

 3月初旬、私は無事にヒューストン初ロデオを見に行くこと

ができ、そのスケールを楽しむことができました。3月中旬、

私のアパートでは青空駐車場脇の木が花満開となり、数

日、車は毎朝黄色い花粉に覆われました。さて次は、テキ

サス州の花、Bluebonnetの季節がヒューストン周辺にも来る

と聞いています(3月20日サンアントニオ南西で開花が見ら

れたとの報告もあるようです)。今号発行の頃には、無事に

ヒューストン周辺でこの花の群落を見ることができているで

しょうか？今回見逃した方は、来年のため、今年見られた方

が忘れないうちに花を見るのによい場所を聞いておくとよい

かもしれません。 

 今後とも、「ガルフストリーム」を宜しくお願い申し上げま

す。商 工 会HP(http://www.jbahouston.org/)に バ ッ ク ナ ン

バーもありますこと申し添えます。        （佐藤大地） 
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  ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

By 
Kumiko 
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■Texas Crawfish & Music Festival   

April 29 - May 1 and May 6-8 @ Historic Old Town in Spring (130 Spring School Road Spring, 
Texas 77373)  

雨天にかかわらず決行。Tickets:$12、子供(6-12) $5、子供(0-5) Free. Parking is $10.   
See the website at http://texascrawfishfestival.com/  
  

■Cinco de Mayo Festival  

May 7 @ Traders Village This event is FREE for the public and parking is only $4 per car. 
Come enjoy community service exhibits, games and activities for the kids, fresh fajitas and tur-
key legs on the grill, margaritas and beer, and more. http://tradersvillage.com/houston/events  
  

■Festival of Greece  

May 12 - 15 @ 1100 Eldridge Parkway.   
Admission is $3 and FREE for children 10 & under. Free admission on Thursday for the entire 

family (4PM-11PM) ! 詳しいお知らせはVisit at http://houstongreekfest.com/  
  

■Pasadena Strawberry Festival   

May 20 - 22＠ Pasadena Fairgrounds (7603 Red Bluff Rd, Pasadena, TX 77507).  
Annual Pasadena Strawberry Festival. Three big days of excitement and family fun, with the 
warm, country charm of the original Strawberry Festival. Advance tickets: Adult $15 children:$5 
(5-12) Please see the detail at http://www.strawberryfest.org/  
  

■Houston Dragon Boat Festival  

May7 - 8 @Bayou in Houston Down Town.   
Free admission! They will have plenty of vendors providing food and beverages to quench your 
appetite! http://texasdragonboat.com/  
  

■Houston Barbecue Festival  

May 22@ One NRG Park, Houston, TX 77054  
20+ of Houston's best barbecue joints all in one place, at one time, for one price. This year's festi-
val will feature all of last year's list of the who's who of Houston's best barbecue. $60 General 

Admission ($50 early bird)、$120 VIP Admission、Free Children (under 6). http://houbbq.com/  
  

http://texascrawfishfestival.com/
http://tradersvillage.com/houston/events
http://houstongreekfest.com/
http://www.strawberryfest.org/
http://www.texasdragonboat.com/default.php
http://houbbq.com/

