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The Cynthia Woods Mitchell Pavilion:  

http://www.woodlandscenter.org/ 

House of Blues Houston:  

http://www.houseofblues.com/ 

Bayou Music Center:  

http://www.livenation.com/Verizon-Wireless-Theater

-tickets-Houston/venue/98584 

Jones Hall: http://www.houstonsymphony.org/ 

Toyota Center: http://www.houstontoyotacenter.com/ 

Miller Outdoor Theatre:  

http://milleroutdoortheatre.com/  

Reliant Park: http://www.reliantpark.com/calendar 

Main Street Theater—Rice Village  

(2540 Times Blvd.) 713-524-6706 

www.mainstreettheater.com  

Wortham Theater Center—Cullen Theater (501 Tex-

as) 832-487-7041 www.houstonfirsttheaters.com/

WorthamCenter.aspx  

Alley Theatre (615 Texas) 713-220-5700 

www.alleytheatre.org  

Hobby Center (800 Bagby) 713-315-2525 

www.thehobbycenter.org 

<The Museum of Fine Arts Houston>  

(713-639-7300 visitorservices@mfah.org www. 

mfah.org 木曜は入場無料) 

@Audrey Jones Beck Building 

@Glassell School of Art        

<Contemporary Arts Museum Houston> 

(www.camh.org) 
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 「ガルフストリーム」では、今月号からの新企画として

「About Houston」を掲載しています。第1回は、現地

校別の日本人生徒数を取り上げました。ここで、記事

にコメント頂いている西元洋子先生は、「＜新＞もっと

知りたい現地校情報」や「教室から見えるアメリカ」と

いうタイトルで、米国の学校事情を何度も寄稿頂いて

います。それらの記事は、商工会のホームページ

（http://www.jbahouston.org/gulfstream.htm）から、バ 

ックナンバーのPDFでご覧頂くことが出来ます。これ

から学校にお子さんを通わせる方、学校を選ぶ方の

ご参考になれば幸いです。 

 なお、ガルフ編集委員でもある佐藤様のご息女の

治療費支援につきましては、多数の会員の皆様から

ご厚志を頂きました。この場を借りて御礼申し上げま

す。                              （白木 秀明） 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 
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By 
Kumiko 

＜第2回「宇宙船こうのとりの国産エンジン技術と宇宙船発展構想」＞ 

 今年度の第2回は、スペースセンターヒューストンのクラブルームに

て、「宇宙船こうのとりの国産エンジン技術と宇宙船発展構想」の演

題で、JAXAヒューストン駐在員事務所の高田所長代理による講演

を開催し、22家族69名の方々にご参加頂きました。 

 講演の初めは、地球上の身近な事柄と比較することで宇宙をより

実感できるような内容の解説を行いました。例えば、新幹線の速度

で進んだと仮定して、我々にとても身近な月の場合でも50日以上の

時間がかかる計算になります。一方で、我々が住む地上から上空

100kmに地球大気圏と宇宙の境目があるとされています。100kmと

いうのは、同じ地上で考えると、ヒューストンからサンアントニオを直

線で結んだ時の、半分程度の距離しかありません。宇宙は広大です

が、我々にとって意外と身近なものであることに気づかされます。 

 二つ目に、ロケットとISSについて、クイズを交えながら説明しまし

た。ロケットについては、その原理や仕組みに加えて、日本の主力ロ

ケットであるH-IIAロケットとイプシロンロケットの比較や、ISSについ

ては、国際プログラムの枠組みや目的、実績と今後の計画について

説明しました。ISSはInternational Space Stationの略で、アメリカ、ロ

シア、カナダ、日本、そして欧州の国々が参加する国際プログラム

です。高度約400ｋｍの軌道を周回する多目的の有人宇宙施設で、

宇宙の特殊な環境（真空、微小重力）を利用した様々な実験や研究

開発が行われています。 

 三つ目は、本講演の主題である、宇宙船こうのとりに搭載された国

産エンジンに関する解説を行いました。こうのとりはISSに荷物を運

ぶために日本が開発し運用を行っている無人の宇宙船です。大型

バスくらいの大きさで、一機当たり約6トンの荷物をISSに運ぶことが

できます。こうのとりがISSへ最終接近する際、絶対に衝突するような

ことがあってはいけません。その重要な運用は、つくばとヒューストン

の両管制センターからJAXAとNASAの運用チームにより協調して

行われます。さらに、その正確で安全な接近を支えているのが、信

頼性の高い国産エンジンです。講演では、エンジンの燃焼試験の

動画を使い、実際の開発秘話を交えながら、説明を行いました。 

 講演の最後には、ISSやこうのとりで得られた技術を生かして、これ

からJAXAが取り組む宇宙開発の構想について紹介しました。具体

的には、JAXAが研究を進めて

いる再突入カプセルの概要や、

国際的に進められている探査

関連ミッション構想の概要など

の紹介を行いました。講演の最

後にはたくさんの質問が挙が

り、未来の日本の宇宙開発に想

いを馳せることのできる講演会

となりました。 

＜第1回「宇宙飛行士にチャレンジ！」＞ 

 第1回は、クリアレイク地区にあるコート

ヤードマリオットホテルの会議室にて、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

開催しました。特別審査委員長として

JAXAの金井宣茂宇宙飛行士を迎え、14

家族53名の方々にご参加頂きました。 

 まず初めに、国際宇宙ステーション

（ISS）内での活動やサバイバル訓練の様

子を撮影した写真を用いて、宇宙飛行士の仕事について説明した後、以下の

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）

に各ご家族でチャレンジ頂きました。 

- 第1の能力「知識力」を試す課題として、日本を含む世界15カ国が協力して

運用しているISSに関するクイズが出題されました。日本が開発・運用を手掛

ける宇宙船「こうのとり」やISSの日本の宇宙実験棟「きぼう」に関する問題に取

り組んで頂きました。 

- 第2の能力「想像力」を試す課題として、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、しりとりを繋げ得

点を稼ぐという課題に挑戦して頂きました。 

- 第3の能力「記憶力」を試す課題として、非常に短い制限時間の中で22桁の

文字列や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

頂きました。この課題は各ご家族から代表者1名を選出して取り組んで頂きま

したが、出題者としても予想以上の正答率でした。 

- 第4の能力「持続力」を試す課題として、制限時間内で折り紙の完成個数を

競う課題に挑戦して頂きました。よく知られた話ですが、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。本セミナーのオリジナルとして、折り紙

のお題を、ゆきうさぎ、にわとり、かぶとの３種類用意し、個々の難易度によっ

て得られる点が変わると共に、全種類作成するとボーナス点が加算されます。

お父さん、お母さんが難度の高いゆきうさぎを、子供たちがかぶとを担当する

等、チームとして戦略的かつ真剣に取り組む様子が見受けられました。 

 全ての課題が終わった後、事務局による得点チェックが行われ、上位2家族

による決勝戦が行われました。決勝戦は、昨年に引き続き、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。故障し

たISS船外部品に見立てたパーツを新品のパーツと交換するのですが、一つ

だけルールがあります。それは、2本のロープを利用して、手を放してもパーツ

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。先に部

品交換を終了した方が優勝ということで、どちらのご家族も表情は真剣そのも

の。僅かの差で小林さん家族の優勝となりました。 

 本イベントの最後に、締め括りとして表彰式を行いました。金井宇宙飛行士

から優勝した小林さん家族に賞品の贈呈。また、参加された全てのご家族に

「修了証」が授与され、記念撮影が行われました。 

 第１回と第2回共に、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を行いました。

JAXAヒューストン駐在員事務所の和田所長代理の日本語での案内により、ISS運用管制室、宇宙飛行士訓練施設などを約2時間かけて見学しまし

た。第2回では、宇宙セミナーとしては初となりますSAIL（Shuttle Avionics Integration Laboratory）と呼ばれるスペースシャトル試験設備を新たにコー

スに含めることで、初めての参加者の方だけでなく、過去にご参加頂いた経験があるみなさまにも楽しんでいただけるような見学ツアーとなりました。 

 ご参加いただいたみなさまにとって、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3回宇宙セミナーもぜひご期待ください。 

 例年、多くの商工会員の皆様にご参加頂いております宇宙セミナーを今年度も引き続き開催しております。今年度は計3回予定しており、5月4日（日）に

第1回、6月1日（日）に第2回を開催致しました。 

<Houston Museum of Natural Science> 

(One Hermann Circle Drive 713-639-4629 

www.hmns.org) 

<The Menil Collection> 

(1515 Sul Ross 713-525-9400 http://

www.menil.org 入 場 無 料 Open: Wed-Sun 

11:00am-7:00pm) 

<MLB/Houston Astros at Minute Maid Park> 

http://houston.astros.mlb.com/ 

vs Marlins  7/25 (Fri) at 7:10 p.m. 

vs Marlins  7/26 (Sat) at 6:10 p.m. 

vs Marlins  7/27 (Sun) at 1:10 p.m. 

vs Athletics  7/28 (Mon) at 7:10 p.m. 

vs Athletics  7/29 (Tue) at 7:10 p.m.  

vs Athletics  7/30 (Wed) at 1:10 p.m. 

vs Blue Jays 7/31 (Thurs) at 7:10 p.m. 

vs Blue Jays 8/1 (Fri) at 7:10 p.m. 

vs Blue Jays 8/2 (Sat) at 6:10 p.m. 

vs Blue Jays 8/3 (Sun) at 1:10 p.m. 

vs Rangers  8/8 (Fri) at 7:10 p.m. 

vs Rangers   8/9 (Sat) at 6:10 p.m. 

vs Rangers  8/10 (Sun) at 1:10 p.m. 

vs Twins  8/11 (Mon) at 7:10 p.m. 

vs Twins  8/12 (Tue) at 7:10 p.m.  

vs Twins  8/13 (Wed) at 1:10 p.m. 
 

<MLS/Houston Dynamo> 

http://www.houstondynamo.com/  

Houston Restaurant Week @ Various Restau-

rant: 8/1-9/1 - ヒューストンにあるいろいろなレスト

ランにて低価格でコースメニューなどが楽しめる

期間限定のイベントが今年も開催されます。売り

上げの一部はHouston Food Bankに寄付されてい 

その他 

スポーツ 

ます。詳しくは： 
http://www.houstonrestaurantweeks.com/ 
 

North Texas State Fair and Rodeo@ Denton, 

TX: 8/15-23 - Events include a championship 

rodeo, livestock and horse shows, concerts, carni-

val rides and games, a fiddling contest, petting 

zoos and barbecue cook-offs. $10 for adults; $3 

for ages 6-12． http://www.ntfair.com/default.aspx 
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編集委員会では医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターにリレー方式でご登場頂き、健康に関する話、 

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の三瀬祥弘先生から乳腺外科がご専門の立花和之進先生にバトンが移りました。 

  

 第117回 

東日本震災と医療 
    

 MD Anderson Cancer Center  
Postdoctoral Fellow  

 

立花 和之進 

 皆様こんにちは。MD Anderson癌センターで乳癌に関する基礎研

究を行っております、立花和之進と申します。福島県立医科大学、

器官制御外科学講座から参りました。日本では、乳腺内分泌外科と

して勤務しており、こちらでは乳癌の早期発見のためのマーカーの

検索を行っております。 

 これまで、数々の先生方が乳癌について御寄稿されておりますの

で、私は少し目先を変えて、東日本大震災での私の経験について書

かせていただきたいと存じます。 
  

2011年3月11日 14時46分 

 地震発生時、私は福島県立医科大学附属病院にて学位取得のた

めの研究をしておりました。突然非常に大きな揺れを感じ、それが普

通の地震ではないことは直ぐに分かりました。揺れの大きさもすご

かったのですが、揺れている時間が非常に長かった（約3分）という印

象の方が強く残っております。医局の棚はほとんど倒れ、めちゃく

ちゃな状況でした。しかしそんな状況すらも忘れてしまうほどに、テレ

ビから流れてくる津波の情報や沿岸地域の壊滅的被害に固唾をの

むこととなります。あまりにも現実離れしていて、夢をみているようでし

た。 

 震災当日、大学の当直を増員するということで、私は急遽当直する

こととなります。大学病院内では情報が錯綜しており、大混乱でした。

福島市内のいくつかの病院が倒壊の危険があるとのことで、多くの患

者さんが大学病院に転院搬送されたため、その対応に難渋しまし

た。緊急手術を必要とするような患者さんがいなかったため、それ程

バタバタはしませんでしたが、周りの状況が混沌としており、何かとん

でもない事に巻き込まれてしまっているという状況でありましたため、

体内からあふれ出てくるアドレナリンをおさえて冷静さを見失わない

ようにすることが大変でした。 
 

震災後2週間まで 

 大学病院では、すべての通常外来診療、定時手術が中止となり、

入院患者さんもほとんどが退院となりました。緊急を要する手術が必

要であったり、抗癌剤治療の中断ができなかったり、透析等、定期的

な継続治療が必要な患者さんはほとんど近隣または他県の病院に

紹介または転院となりました。病院としては落ち着いておりましたが、

この時期は何といっても原発の状況に振り回されました。僕の家族を

含めて、多くの方々が県外に避難したため、実感としてこの時期の福

島市はスカスカでした。ライフラインに関しては、私が住んでいる地区

では水が止まっておりました。幸い私はお風呂の水をためておりまし

たのでトイレだけは可能でしたが、お風呂には入れませんでしたの

で、1週間ぶりに並んで入った銭湯は極楽の気分でした。また、食料

も困りました。この頃はほぼ毎日カップラーメンとおにぎりの生活で、

たまに奇跡的に営業しているお店を見つけてはそこで食事を食べる

という感じでした。ありきたりな言葉ですが、普段いかに満ち足りてい

るかを心から実感した時期であります。 

その後 

 病院の機能も徐々に回復し、皆様からのあたたかい支援物資も届

くようになり、生活は大分楽になっていきました。私は大学病院で主

に乳腺内分泌外科の外来を行っておりましたので、原発問題に関連

して甲状腺関連の仕事や相談が急増いたしました。福島県立医大に

課せられるミッションも1つ1つが非常に大きく、繊細な仕事でありまし

たので、神経をつかう作業でありました。外来を受診する患者さんを

含め福島市民は皆、原発問題で神経がピリピリしておりましたし、“根

拠がない”という言葉が飛び交う状況に、やりきれなさと無力感を感じ

る毎日でした。心の支えになっていたのは、主に浜通り地区で津波

被害にあい、すべてを失い、右も左も分からない土地で孤独に過ご

さなければならなくなってしまった方々が、それでも文句もいわず懸

命に頑張っている姿、笑顔、そしてその方々に必要とされているとい

う実感でした。1週間風呂に入っていないと文句を言っていた自分が

いかに狭量であったかを思い知らされました。その頃でしょうか、これ

まで以上に自分自身の内面を磨きたい、悔いのない人生を生きた

い、という思いが強くなっていきました。留学を考えたのも震災の体験

が大きかったように思います。 
 

最後に 

 震災後、皆様からいただきました励ましの言葉、物資はしっかり届

いておりましたし、日々の励みになりました。これほど人の温かさを実

感したことはありません。本当にありがとうございました。 

 あの頃は一寸先は闇の様な状況でありましたが、現在は大分落ち

着いてきております。放射線量もほぼ問題がないレベルとなっており

ますので、帰国された際には是非福島に足をお運び下さい。たくさ

ん温泉がありますし、なにより日本酒が本当においしいところです。 

 

 次回は、消化器・肝胆膵外科がご専門である山口洋志先生を紹

介させて頂きます。卒業大学は違いますが私とは同期であります。

多趣味な先生で、いろいろな国に行った時のお話など、聞いていて

全く飽きません。 

日     時： 平成26年6月19日（木）11:30～12:45 

場     所： 住友商事社 会議室（10階） 

出 席 者： 名誉会長、理事委員13名、事務局長 

欠 席 者： 理事委員7名（うち会長委任6名、委任未回答1名）     

司    会： 金子公亮幹事 

 

１．商工会会長連絡（髙杉禎会長） 

①土光前会長のご帰任に伴い6月1日をもって会長の大役を務め

させていただくことになり、今後も引き続き皆様のご支援をお願い

したい。今年度の大きな行事は6月までにほぼ終了したが、年度

末までの残りの4ヶ月間もハリケーンなどの緊急時に備えるなど商

工会として対応すべきことに注力していきたい。 

②この1～2年の間に各社とも社員だけでなく出張者や来客数も

増加しており、当会も12月までに正会員団体数が100社、総会員

数が600名を超え過去最多を更新する可能性がある。このように

会員数が増加する中、当会の主な目的とする会員間の情報交換

の充実や補習校の支援体制を整えていく必要があり、商工会の

意義をより皆様にご理解いただくとともに今後の発展のためにお

知恵を拝借したい。 

③最近、弊社の出張者や社員が、スポーツクラブにおいて盗難に

遭った事例や、アパートの駐車場において車上荒らしに遭った事

例を共有したい。人が歩いているとつい安全と勘違いするが、犯

罪統計Spot Crime（http://spotcrime.com/tx/houston）で見ると、

店があって人通りの多いダウンタウンやギャラリア地区は犯罪件数

も多い。身近な所で起こりうる犯罪の注意喚起を促したい。 

   

２．総領事館連絡（髙岡望総領事） 

 ①日本においてもヒューストンのエネルギー事情に関心が高まっ

ており、この夏に国会議員による当地訪問の連絡が既に2件ほどき

ている。今後更にくるものと思われる。その際には、当館主催の昼

食、または夕食会にトピックに応じて関連の企業の皆様をお招きす

る可能性があり、ぜひご出席いただきたい。 

 ②オーストラリアのアボット首相が6月13日にアジア・ソサエティー

で講演した。テキサスとオーストラリアの類似点や投資技術面の

win-winの協力関係などについて話されたほか、ヒューストンに新

たに総領事館を開設することも発表された。 

 ③オースチンに出張の際にペリー州知事と会談し、同知事が日系

企業の活躍の重要性を認識し歓迎していることを確認できた。ま

た、ナンディタ・ベリー州務長官には、マッカーレンとエルパソの商

工会から出された国境近辺に所在する日系企業の出入国手続き

の迅速化に関する要望を伝えた。今後も日系企業より要望があれ

ば、連邦政府に関わる内容であっても州側に伝えるのは有益と考

えるので、ぜひお知らせいただきたい。 

  ④犯罪被害に関しては、米国人女性が、夕方の明るい時間に、ア 

   パートの駐車場で車から降りたところをひったくりに遭った例があ         

   る。 

 

３．テストランについて（堀田宏樹安全危機管理特命理事） 

   6月6日に行われた緊急連絡網のテストランの結果は、参加会社

数計111社のうち、連絡がついた社数は95社、不在社数は16社で

あった。伝達所要時間約1時間半で終了した。参加者のコメントと

して、現実に非常事態が発生した場合には、電話が不通になる

のでこの連絡網が機能しないのではないかという疑問や、業務時

間を犠牲にすることへのクレームが寄せられた。今後、電話の代

わりにeメールや携帯メールの利用を要望する意見が出され、来

年度に向け検討することとなった。 

  

 

４．第2回宇宙セミナーについて 

                （小林浩子事務局長：酒井純一対外交流特命理事代理） 

   6月1日に第2回宇宙セミナーが開催され、参加者は68名（22家族）

であった。今回のセミナーは、NASA宇宙センター（JSC）にて行わ

れ、トラムツアーに引き続き、JAXA職員による宇宙船「こうのとり」に

ついての講演があった。第3回は宇宙飛行士による講演を予定して

おり、日程に関しては決定次第、後日連絡する予定である。 

  

５．委員会・部会関連事項 

  企画調査委員会（中溝丘企画調査委員長） 

メキシコ・エネルギー・リフォーム・セミナーについて 

 6月6日(金)にジェトロ とメイヤーブラウン法律事務所共催でセミナー

を開催した。昨年末の憲法改正、また今年に入って細則を定めた法

案が議論されているため皆様の関心も高く、35名の参加者があっ

た。 

 

8月セミナー開催について  

 8月27日の常任委員会後、午後2時からアジア・ソサエティーにて講

演会を開催予定。幹部向けのコーチングについて、株式会社コー

チ・エイ取締役社長を講師として東京よりお招きし、この会社が実践

しているコーチングの事例を紹介していただくので、ぜひご参加いた

だきたい。 

 

６.事務局関連事項（小林浩子事務局長） 

  ①2014年テキサス州六者交流会について 

  今年度第19回となる交流会は、11 月7 日と 8日にエルパソにて開催      

   される予定。この会に関する事前案内と参加申し込み調査をした結

果、自衛隊実射訓練見学参加者16名、ホテル予約希望者16名、交

流会参加者17名、ゴルフ参加者9名であった。来年度、当会がこの交

流会のホスト役を務めることになっており、その参考にするためにも、9

月上旬に正式な案内が届く際に、理事委員の皆様には参加をご検討

いただきたい。 

 

 ②商工会事務局/三水会センター及び補習校事務局夏季閉所連絡 

 商工会事務所閉所期間：2014 年 6 月 30 日(月)～7月 4日(金) 

  

    三水会センター及び 

 補習校事務局閉所期間：2014 年 7月 1 日(火)～7月 5日(土) 

 

  ③会員消息  

 2014年本日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員550名（正

団体会員93社）、準会員31名で、総会員数は590名である。その他の

詳細は、別項の「会員消息」欄参照。 

   

７．その他 

 ＊六者交流会についての質問 

  ゴルフに参加した場合、ヒューストンへ戻る飛行機の最終便（午後3

時）に間に合わないのではないかという質問に対し、エルパソ側では

ゴルフ終了時間を早めたり、ホテルを延泊する調整も可能であるとの

回答があった。 
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会員消息会員消息  ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞  

★よろしく！～新規入会です  
 ＊正個人会員入会（カッコ内、配偶者名） 
・Chiyoda International Corporation      

  青山稔(祐子)/田尻裕(ゆい子)/二井勝史(清香) 

・Inpex Corporation      多田英明/板東明良/鈴岡聡 

  

・Kaneka North America, LLC 新開瑞穂 

・Kuraray America Corp. 高本克則      
・Mitsui E & P USA, LLC 川口敬久/小西秀明  

・MMGS, Inc.      吉田幸司 

・Shintec, Inc.   長谷川智宏 

・Sumitomo Corporation of America   

  本多之仁/本多響/西川浩明/熊谷誠/藤原岳彦/本多幾一郎 

 

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

＊正個人会員退会 

・Kanematsu USA, Inc.   山田亮   

・Kawasaki Gas Turbines-Americas 治良整 

・Marubeni-Itochu Steel America  狩谷宣良        

・Meiko America, Inc.   松田憲二 

・Mitsui E & P USA, LLC  池部真梨 

・Sekisui Specialty Chemicals America, LLC 西村洋平 

・Shintech    原悠 

・Sumitomo Corporation of America 吉村雅弘/木村元洋 

 

Gulf    Stream Gulf    Stream 3 

Gulf    Stream Gulf    Stream 

 気の合う犬同士が一緒に走り回って遊んでいる

様子はとても生き生きとして楽しそうです。そのよう

な様子をドッグ・パークやテレビなどで見て、自分

が今飼っている犬の友達になってくれるように、も

う１頭犬を迎えようかと考える飼主は多いもので

す。 

 犬を複数飼うことを「多頭飼い」と言い、最初から

家にいた犬のことを「先住犬」と呼びますが、果た

して先住犬は、本当にもう１頭犬が家族に増えて

喜ぶでしょうか？答えはYesの場合もNoの場合も

あります。 

 我が家のウェルシュ・コーギー、シャーリは、コー

ギーという犬種には珍しく、生まれたときから兄弟

がいませんでした。本来は子犬の頃に兄弟同士

で遊ぶことで犬同士のコミュニケーションの基礎が

作られますが、シャーリはその経験ができず、その

後も他の犬と触れ合う機会が少なかったため、他

の犬が苦手でした。他の犬を見かけると「近づい

て来ないで」と吠えるシャーリのような犬が先住犬

であれば、ある日知らない犬が自分の家の中に現

れると、友達が来たと喜ぶどころか、大変ストレス

に感じるかもしれません。一方、出かけた先々で

他の犬と喜んで触れ合い、遊びたがるような犬が

先住犬であれば、新しい犬を迎えたその日から意

気投合するかもしれません。多頭飼いが成功する

かどうかの鍵は、先住犬が他の犬にどの程度慣れ

ているかと、先住犬と実際に迎える犬との相性と、

先住犬と新しい犬の共同生活がスムーズにスター

トできるように飼主が時間を費やせるかによると思

います。 

 我が家のシャーリの場合、他の犬が苦手でした

から、多頭飼いをしなかったとしても、自分の好き

な場所で、他の犬を気にせずのびのびと暮らすこ

とができてハッピーな日々を過ごせたと思います。

飼主を独り占めできるというのも、一頭飼いの犬の

特権です。問題行動などの対処も、多頭飼いより

も一頭飼いの方がじっくりと丁寧に取り組むことが

できます。 

 それでは、我が家で多頭飼いをしない方が良

かったのかと言うと、2頭目のヒューゴを迎えて多

頭飼いになって良かったと思っています。ヒューゴ

を迎えることでシャーリは以前と比べて犬同士のコ

ミュニケーションが上手になり、2頭で遊んでいると

ころを見るのは飼主のわたしにとっても楽しい時

間でした。 

 シャーリは6歳まで一頭飼いでした。子犬の

ヒューゴを家族に迎えた後、シャーリがヒューゴの

存在をストレスに感じすぎず、ヒューゴがシャーリ

に吠えられて犬嫌いにならないように、様々な工

夫をしました。まず、シャーリとヒューゴが常に顔を

合わせ続けるということを避けるため、ヒューゴがク

レート（プラスチック製の犬用のハウス）で休んで

いる時間と、シャーリがクレートで休んでいる時間

を作り、それぞれの犬と飼主のわたしが1対1で過

ごせる時間を作りました。2頭ともクレートの外にい

るときは、犬同士で遊ばせるというより、それぞれ

の犬とオスワリなどの簡単な練習をしてたくさんご

褒美をあげ、近くにもう1頭犬がいても飼主に注目

していると良いことがたくさんあると教えました。散

歩も別々に行っていましたが、ヒューゴが家族に

加わって、3ヶ月が経過した頃から、徐々に一緒に

散歩に行く練習を始めました。 

 時間をかけて慣らしたことと、ヒューゴがたとえ吠

えられても「構ってもらえた」と喜ぶぐらい先住犬

シャーリのことが大好きだったおかげで、我が家の

多頭飼いはわたしが想像していた以上に楽しいも

のになりました。2010年に東京からヒューストンに

引っ越してきたときも、飛行機での長時間の移動

写真3： 共同生活7ヶ月後、まともに2頭で

散歩できるようになりました。 

写真1： 2008年10月。ヒューゴが家族に加わっ

て間もない頃は距離が縮まりませんでした。 

写真4： 2014年1月。2頭一緒にいてもリラック

スして「笑顔」が出るまでに成長しました。 

写真5： 2014年3月6日。念願のWe♡Houston

のサインの前で記念写真。  

が心配でしたが、暗い貨物室でも、お互いの存在

を感じながら一緒に過ごしてくれることを飼主とし

ては心強く感じました。ヒューゴは家に迎えられた

その日からシャーリという姉御に厳しく育てられた

おかげで、小型犬と雌犬には大変優しいジェント

ルマンに成長しました。 

 多頭飼いをすると、食費、動物病院でのワクチン

代など犬にかかるコストは倍以上かかります。旅行

をするのに犬を預けるときも、一頭飼いよりもコスト

がかかります。散歩をするにも、しつけトレーニン

グをするにも、一頭飼いよりも時間がかかります。

先住犬との相性を無視して、「友達が必要だろう

から」という理由で安易に2頭目を迎えることは、先

住犬もストレスに感じ、飼主も大変な思いをするお

それがあるのでお勧めしませんが、飼主とそれぞ

れの犬との関係を深めながら、犬同士が新しい共

同生活に慣れるように工夫ができれば、2頭目を

迎えることで1+1=2以上の楽しさが得られるのでは

ないかと思います。 

 我が家の多頭飼いはシャーリが6歳のときにス

タートして5年5ヶ月続きましたが、実は今年3月11

日にシャーリが2日間だけ体調を崩したのち急逝

しました。読者の方々にはこの場でご報告させて

頂きます。ヒューストン生活5年目に入ったわたし

たちの生活はシャーリの存在なしには語れず、今

後の記事でもシャーリの写真や話題が登場するこ

とになります。これからもヒューゴと共に更にテキサ

スライフを満喫して参ります。 
 

注：本掲載では犬に対応する助数詞を頭に統一

しています。 

 

ダフル 

  ヒューストン 
川原志津香 

（家庭犬しつけインストラクター） 

Vol.22 

一頭飼いの楽しさ、多頭飼いの楽しさ 

 

“いつか外国に住んでみたい”小さい頃漠

然と思っていた夢が‘03夏叶うことになった。

当時、息子は年長、娘は2歳の誕生日前。私

には三つの目標があった。 1）子供が英語に

親しめるようにすること。2）現地の友達を作る

こと。3）アメリカ料理を習うこと。 

ワクワクして始まったアメリカ生活二日目、

家を出た瞬間、お隣の男の子と目があった。

実はその子、日本から子供が引っ越してくると

主人から聞いていて、男の子はスタスタと近

寄ってきて挨拶をすると、「後で家に遊びに

行っていい？」と訊いてきたのだ。そして、本

当にその子はやって来て、一人目の友達に

なった。その様子を見て、子供同士に言葉の

壁は無いと確信した。 

夏休みの日中は静かな通りも、夕方になる

とざわざわと子供達の声が聞こえ始め、通りは

公園へと変わった。わが子も、それに引き付

けられるように外に出た。近所の人から、「あ

なたの子供は小さいから大人と一緒にね！」

と声を掛けられた。外遊びが日課となった頃、

片手に飲み物を持ち、どっしりと椅子に座る

父親軍団に気が付いた。それにしても、こん

な早い時間から子供と遊んでいるなんて優雅

だな～と感じていた。ある日、そのお父さん達

の一人に、「あなたのご主人を全く見ないが、

大丈夫なの？」と訊かれた。私はドキッとし

た。離婚でもしたのかと思ったらしい。日本人

は夜遅くまで働き帰宅が遅いと説明したが、

腑に落ちないようだった。またある日には、「ア

メリカで大切にされる順番を知っているか」と

第118回   阿部 加代子 さん 

問われた。私は何の事かさっぱりわからな

かったが、そのお父さんは、1）女性、2）子供、

3）ペット、4）芝、5）男性、と言って豪快に笑っ

た。私は唖然とした。 

間もなく、私にも現地の友達ができた。アメ

リカ料理を習いたいと話すと、「日本料理を食

べている方が健康にいいんじゃないの？ベト

ナム料理なら教えてあげられるけど！」と応え

てくれ、何品か一緒に作った。その中で一番

のお気に入りは、生春巻き。ナマズをマリネ

し、青りんごも加えた生春巻きは、レストランで

は食べたことのない最高の味だった。 

このように、早く現地に溶け込みたいと無我

夢中で突っ走った二年余りは、毎日が珍体験

の連続であっという間に過ぎた。帰国の日、

飛行機が離陸した瞬間、寂しさで涙が溢れ

た。もう二度とヒューストンで生活する事は無

いと思ったからだ。学生の時勉強したはずの

英語はうまく伝わらず、歯がゆい思いも数え切

れない程経験した。それでも、三つの目標で

120％の達成感を味わえたのは、温かく受け

入れてくれた友達のお蔭だと再確認した。 

帰国後三年半が過ぎ、’09冬ヒューストンに

再赴任のチャンスを得た。友達には大きなハ

グで迎えられた。その再会は格別なもので、

今回も何とかなるという心の支えになった。5

年生の息子は、褒め上手の現地校の先生に

のせられ出足から好調に飛ばした。怒ってば

かりの母鬼とは違うようだ。娘は、日本での英

語保持費も無駄？と思われる程、英語を忘れ

ていたが、引き下がらない怖いまでの頑固さ

が吉と出て、5年過ぎた今では少々うるさい程

の英語を操る。そんな子供達も最近は忙しく

て友達と遊ぶ余裕もあまり無いが、まとまった

休みには現地の友達を家に呼ぶことがある。

初めの頃、食事はいつも出来合いピザで、楽

で良いと思っていた。しかし、ある日、友達の

一人がダイエット中でピザが食べられないと

言った為、慌てて冷蔵庫の中を探しとりあえ

ずハンバーグを作ってみた。それが意外と受

けたようで、最近は友達が日本食のリクエスト

をしてくる。 

こうして異文化に触れ楽しむ環境に改めて

心から感謝している。 

追伸：ダイエット中の彼は見事に成功。ダイ

エットはピザ抜きで！さて、友達は次回何をリ

クエストしてくるだろうか？ 

＊配偶者登録削除 

・Mitsui E & P USA, LLC 松井容子/小川貴子 

 

●替わりました  ～ メモのお願い 

＊住所変更 

・Kureha America, Inc.   

  (新)1700 Post Oak Blvd., 2 Blvd Place, Suite 600, Houston, TX 77056  

 

＊電話番号変更 

・Teikoku USA, Inc.   (新)281-846-8251 

・Valqua America, Inc. (新)408-986-1425  
 

＊常任委員交代 

・Kanematsu USA, Inc.    (旧)山田亮 →(新)溝下昌智 

・Kawasaki Gas Turbines-Americas (旧)治良整 →(新)小口和志 

・Marubeni-Itochu Steel America    (旧)狩谷宣良 →(新)向井真也 

・Meiko America, Inc.     (旧)松田憲二 →(新)清水寿彦 

写真2： 共同生活3ヶ月後、初めて2頭一緒

に散歩に出かけることができました。 
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生活・情報委員会だより 

  ～読み聞かせの会 ～ 
 ヒューストンの夏らしい青空の広がった6月11日水曜日、たくさんの小学

生のお兄さんやお姉さんたちも一緒に、夏休み読み聞かせの会をにぎや

かに開催することができました。 

 キッズルームに集まってくれたおともだちも、スタッフも、はじめは少し緊

張した表情でした。いつもと同じように「はじまるよ」の手遊びも、少し照れ

くさそうです。最初は「ぐりとぐら」の大型絵本。よく知っているお話も、大型

絵本で話を聞くのは初めてのお子さんも多く、迫力ある絵に見入っていま

した。次は「はなび ドーン」。暗い夜空に「シューッ」と何かが飛んでいき

ます。ページをめくると「ポン、ドドーン」と、色鮮やかな大きな花火が夜空

に広がります。次々と色や表情を変えて打ちあがる花火が、「パパパーン」

「キラキラキラ」といった楽しい擬音とともに繰り返されます。花火をみんな

で見ているような、楽しい気持ちになりました。次は「たなばたものがた

り」。織姫と彦星の物語が子供たちにわかりやすい内容で描かれていて、

七夕の行事の由来を知ることができます。お子さんの「七夕って何？」とい

う疑問に答えてくれる本です。テキサスではたくさんの星を見ることができ

るので、夜空を見上げながら思い出してほしいなと思いました。次は「ぞう

くんのさんぽ」。優しいぞうくんは、かばくんもわにくんも背中に乗せておさ

んぽです。ぞうくんの背中に乗ってお散歩する、かばくんやわにくんを見

たかめくんも、「ぼくものせて」「いいよ」と、みんなで散歩に行くことになりま

した。でもやっぱり重すぎて・・・。少しユーモラスに描かれたキャラクター

が、より優しい気持ちにさせる絵本です。次は「まくらのせんにん そこの

あなたの巻」。ユーモラスキャラクターが、なぜか穴に頭を突っ込んで抜け

なくなっています。「ふんが～」「ふんぎ～」「ふんぐ～」「ふんげ～」とうなっ

ているのに、まくらのせんにんは助けてあげるどころか、自分もぬけなく

なってしまうのです。そこのあなたにたのんで、この危機を何とかしようとし

ます。さて、どうするのかな。キッズルームは子供たちの笑い声でいっぱい

になりました。お子さんが大好きになること間違いなしの、楽しい絵本で

す。是非、おうちでも読んでみてください。次は「びゅんびゅんごまがま

わったら」。子供たちから、昔っぽいという声が聞こえてきそうなほど、懐か

しい風景の小学校が舞台になっています。自然の中で思いっきり遊んで

いた子供たち、一人の男の子が丸太渡りをしていて転んで怪我をしたこと

から、入り口には鍵がかけられてしまいました。どうしてももう一度、遊び場

を取り戻したい子供たちと、校長先生との交流が描かれています。はじめ

に、スタッフが本物のびゅんびゅんごまを見せる時間をとりました。「扇風

機みたいな音」。子供たちは、すっかりびゅんびゅんごまのファンになった

ようでした。とても長く11分もかかるお話でしたが、じっくりと聞いてくれました。少し体が疲

れてきたので、立ち上がってストレッチ。そのまま一緒に「だるまさんが」をよみました。大き

い子も、小さい子も、赤ちゃんも、だるまさんと一緒に、伸びたり、プシューとつぶれたり、と

ても楽しかったです。最後は「かいじゅうたちのいるところ」。いたずらっこのマックスが、狼

のぬいぐるみを着て大暴れしていると、お母さんは怒って、夕食抜きで寝室にマックスを放

り込んでしまいます。いつの間にか、周りは森や野原になっています。ボートにのって着い

たところは「かいじゅうたちのいるところ」。なかなか怖い顔の怪獣たちばかりです。でも、

マックスはかいじゅうたちの王様になってかいじゅう踊りをしますが、かいじゅうが寝てしまう

と、だんだんと寂しくなってしまいます。「行かないで」と引き止めるかいじゅうたちを振り

切ってボートに乗り、帰ってきたのは自分の寝室でした。温かい夕飯の置いてある寝室に

戻ってくることが出来て、良かったなぁと聞いているお友達もほっとしているようでした。男

の子も女の子も、大好きになってくれる絵本です。 

 長い夏休み、この機会に親子で楽しめるお気に入りの絵本を見つけてみてください。もう

大きくなったお子さんでも、読んでもらうとまた違った楽しさが味わえると思います。また、

小さい弟や妹に読んであげるのも素敵です。 

 9月からまた、土曜日の読み聞かせの会を行いますので、皆さんにお会いできるのを楽

しみにしております。 

●今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞  

6月から8月までお休み 

9月12日（金） 10時30分～ 

9月20日（土） 9時30分～ 

＜読み聞かせの会＞  

小さいお子さんから小学生の 

お子さんを対象にした本 

7月と8月はお休み 

9月13日（土） 

9時30分～ 3歳以上を対象とした絵本 

10時00分～ 3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 ポ ス タ ー や

ヒューストンなびでもご確認くださ

い。 

 スタッフは、随時募集中です。ご

興味をお持ちの方やお問い合わ

せは、次のアドレスまでご連絡下

さい。お待ちしております。 

あそぼーかい    
  mama.asobokai@gmail.com 

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

というわけで、なんだか美味しそうな魚だし、先生の熱意にも押されたしで、猫魚を食べ

ることにした。レストランに事前に予約をしておかなければいけないらしい。 

 部屋に帰って、どんな魚か辞書を引いてみるとCatfish：「ナマズ」。それを見た瞬間、

私の胃はギュ―ッと縮まり、猫魚を食べることを体が拒否した。「どうしよう。」 

 だいたい、ナマズって食べられるの？しかも何で猫？ナマズといえば地震くらいしか

思いつかない私は、なぜナマズがキャットフィッシュと呼ばれるのか理解できなかった。 

 しかし、先生のあの太鼓判と情熱に乗せられて、食べると言ってしまったので、今さら

後には引けない。レストランにいく日まであと3日。思い出すと不安になるので、なるべく

考えないようにしながら過ごし、当日、数少ないワードローブから精一杯の正装でレスト

ランに出かけた。 

 集まったのは、日本人が4人、フランス人がひとり、韓国人がひとり、そしてアメリカ人

の先生。先生は、ナプキンの置き方からフォークの取り上げ方、手の置き場所まで、丁

寧に説明してくれた。先生に倣って、みんないっせいに同じ動作をするので、なんだか

落語の「芋ころがし」のようで可笑しい。 

 そこへ、魚の料理の仕方は何が良いか、とウェイターがききにきた。訊かれても、どん

なものがあるか知らないし、第一今まで一度も食べたことがないのだから、どんな食べ

方が好きなのかなんて、答えられるわけがない。そこで先生が、じゃあフライにしましょ

う、と言うと、ウェイターは「Good choice」と言ってニコニコした。（が、彼は、誰が何を

言っても、同じことを言っていたので、フライが特別良いというわけでもないのだろう。） 

 そして、いよいよ登場したナマズ。ナマズと書くと食欲減退するので、キャットフィッ

シュと書こう。コーンの粉を衣にしたフライを、お上品にナイフとフォークで一口大に

切って、タルタルソースをつけて口に運ぶ。 

「おお！」 

 白身で柔らかくって脂がのっていて…って、先生のフレーズが頭の中でリフレイン。

お・い・し・い！美味しいじゃないですか！ 

 最初の不安はどこへやら、私達はすっかりキャットフィッシュが気に入って、

食前の不安げな沈黙はどこへやら、食後はみんな口々に、どんなに美味し

かったかを陽気に話し合いながら帰途についた。 

 そして今、ヒューストンの水槽のある大きなスーパーに行くと、必ずお目にか

かれるキャットフィッシュたち。なるほど、顔が猫みたいだ。かたまりになって水

槽の壁に顔をくっつけてパクパクしている様子は、「萌え～～～」と言いたくな

るほどかわいい。ニャアニャアという声も聞こえてきそうだ。 

 お店では、水槽からお好みの一匹を取ってもらうか、既に息絶えて尾頭付き

でケースに入っているものを、お好みにさばいてもらう丸ごと買い、既に3枚に

おろしてあるフィレ、細切れになっているナゲットなど、だいたい3種類の形態

で購入できる。 

 キャットフィッシュは皮が硬いので、えらの辺りにくるりと一周切込みを入れ、

ペンチのような道具で皮をつかんで、濡れた下着を脱がせるように皮を剥ぎ取

る。丸ごと買う場合は、私は頭以外は骨ももらう。身は三枚におろしてもらい、

その他の部分の肉はナゲットにする。背骨は油で揚げると食べられる。 

 調理方法は、香辛料を全体にまぶして油を引いたフライパンで焼くブラッケ

ンというのが、スパイス好きにはお薦めの南部式。焼くと真っ黒になるが、焦げ

ているわけではない。そのほか、コーンの粉と小麦粉を混ぜてまぶした身を油

で揚げるのも代表的な食べ方。一度、日本風の焼き魚にしてみたら美味しくな

かった。やはりキャットフィッシュは、油で調理したほうが美味しいようだ。 

 日本でも、昔から親しまれてきたナマズであるが、ナマズは地震を起こすと

か、神格化、土地によっては妖怪にも模して、食用とすることを勧めていない。

美味しいので、実は乱獲を防ぐための知恵なのかもしれない。養殖が比較的

簡単で、川や湖でも釣れるキャットフィッシュ。アメリカ南西部ではお馴染みの

この食材を、是非一度ご賞味あれ。 

 SCS Global Professional, LLP会計事務所のダラス代

表の比嘉輝雄と申します。このたび、ガルフストリームで

記事を掲載させて頂けることとなり、「届け先不明金」に

ついて紹介したいと思います。今後も皆様にお役に立

てる情報を紹介したいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

届け先不明金 

 “Unclaimed Property” と呼ばれる届け先不明金は一

般的に「忘れ去られたお金」と位置付けられており、持

ち主が現れるまで州政府の管理下に置かれている金

品などの所有物の事を指します。この税法はテキサス

州に限らず他の州でも実施されているプログラムで、現

在約26億ドル近い金額がテキサス州政府の管理下に

置かれているそうです。最近このプログラムの認知度が

上がり2012年度には約1.6億ドルの届け先不明金が持

ち主に返金されましたが、未だにテキサス州住民の4人

に1人の割合で届け先不明金が未請求のまま残ってい

るそうです。 

 届け先不明金の主な原因は、持ち主が他の住所へ

引越しをしてしまった為、お金を返金する手段を失った

各企業や団体が州政府へ金品等を一時的に預ける形

で引き取られます。 

届け先不明金の主な例 

 ・長い間現金化されなかったチェック 

 ・光熱費解約後の返金 

 ・長い間入出金の無い銀行口座 

 ・保険からの給付金 

 ・裁判判決による給付金 

  

 法律によって定められた期間を超す所有物に対しテキ

サス州は一時的に預かる権利を持っており、放棄認定期

限を超えた場合、各企業、銀行、電力会社その他の団体

は、州政府にその所有物を引き渡さなければなりません。

あくまで持ち主が現れるまで一時的に預かる管理人という

立場をとっているため、管理下に置かれた各所有物は州

政府の資産にはなりません。ただし管理期間や請求期限

が設けられていないため、持ち主が現れない場合には一

生政府の管理下に置かれてしまいます。 

放棄認定期限 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 これら届け先不明金の情報は一般公開されており、電

話、ファックス、郵便のみならずオンラインでも検索が可能

です。また検索の際には、(1) 所有者の名前、(2) 以前に

住んでいたテキサス州内の住所、(3) ソーシャル・セ

キュリティー番号、(4) 現住所、(5) 連絡先が必要と

なりますので事前にご準備ください。 

 オンラインで検索をする場合は、名前を入力する

だけで簡単に検索ができます。運良く不明金を発見

する事ができれば、次は請求です。 

 請求方法はいたって簡単で、ウエブ上より請求書

を作成し必要書類を一緒に提出すれば通常3、4ヶ

月以内に返金されます。また提出書類の状況が気

になる方は、次のリンクより手続きの進行状況を調べ

る 事 が で き ま す。https://mycpa.cpa.state.tx.us/up/

ClaimSearch.jsp 

 受け取る金額にそれぞれ差はありますが、返金額

は一件につき平均千ドルとなっているようです。なか

には数万ドルの返金もあるようですが、1996年にダ

ラス在住の持ち主に支払われた4,300万ドルが今ま

でで一番高額な返金額だそうです。提出書類と請

求先住所は以下となります。忘れていたお金が見つ

かると良いですね。 

提出書類 

 1.  請求書（オンラインより作成） 

 2.  顔写真の載っている身分証明書のコピー（運転              

   免許書、パスポート等） 

 3.  ソーシャル・セキュリティー番号のコピー 

 4. リポートされた住所に住んでいた事を証明する 

     書類（住所と名前が載っている領収書、請求書、 

     契約書等。） 

請求先住所 

COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS 
Unclaimed Property Claims SectionP.O. Box  
12046 Austin, TX 78711-2046 

所有物 期間 

給与 1 年 

銀行口座・CD 等 3 年 

マネー・オーダー 3 年 

貸金庫内の所有物 5 年 

トラベラーズ・チェック  15 年 

その他 3 年 

検索手段 問合せ先番号・住所 

オンライン https://mycpa.cpa.state.tx.us/up/Search.jsp 

電話 1-800-654-3463 

ファックス 1-888-908-9991 
  

郵便 

Texas Comptroller of Public 
Accounts Unclaimed Prop-
erty Claims Section 
P.O. Box 12046 
Austin, Texas 78711-2046 

フィレ（手前）とナゲット（奥）。 コーンの粉をまぶして揚げた

ナゲット。  

外は真っ黒、中は真っ白

なブラッケン。 

水槽の底に群れる猫魚たち。ニャ

アニャアと鳴いていそう。かわゆし。 
ブラッケン用の香辛料を

まぶしたフィレ（調理前）。  

 

ヒューストン日本商工会 
１．会社の業務内容等について 

 私どもエーオンは英国に本社を持つ、損害保険、医

療保険の仲介業務を中心に、リスクマネージメント、人

事コンサルティング、再保険の仲介ビジネスなどを行な

うグローバル企業です。全世界に120ヶ国、600ヶ所以上

の事務所があり、日本にも東京・大阪に拠点がありま

す。私ども米国におけるエーオンジャパングループは損

害保険を中心に、日系企業様のリスクマネージメントの

相談相手として、全米6ヶ所にネットワークを持っており

ます。ここヒューストン事務所は残念ながら日本人は常

駐しておりませんが （アトランタより出張ベースで頻繁に

参っております）、損害保険だけで200名以上の専門家

により700社以上のお客様をサポートしております。ま

た、この事務所は、弊社におけるエネルギー関連にお

ける全世界の本部機能を持っており、世界中からスペ

シャリストが集結、エネルギー分野や建設・エンジニアリ

ング関連の特殊な保険から、化学プラント、自動車関連

などの一般賠償責任保険、財物保険や労災保険などの

アレンジを行なっております。ジャパングループでは、日

系企業様のニーズを熟知しており、弊社内の各分野の

専門家とタイアップし、日系企業様と米国の保険マー

ケットとの橋渡しとして、皆様のリスクマネージメントのお

手伝いをさせていただきます。損害保険、医療（健康）

保険でお困りの点があれば、お気軽にお声がけくださ

い。 

会社紹介 

Aon Risk Services, Inc.  
エーオンリスクサービス 

（ジャパングループ） 

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。 

 米国にはかれこれ10年近く住んでおりますが、ヒューストンには

住んだことがなく、ヒューストンニアンを語れるほどではありません

が、通算訪問回数は100回を下らず、地元アトランタ以外で一番

親しみのある街です。ここは、なにより広大な土地と人々のエネ

ルギーは、他のエリアにはない活気を感じさせてくれます。夏場

はさすがに暑いので遠慮がちになりますが、年中ゴルフができる

環境と、私の住むアトランタにはない、海の近さがとても魅力的で

す。また、世界各国の料理が楽しめ、特に本場のステーキはNY

の一流店よりはるかに美味しいと思います。最近はアトランタから

の飛行機も、以前より機体は大きくなったのですが、ほとんど満

席で、ヒト・モノ・カネがこの地に集まってきているのを肌で感じま

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。 

 個人的にはスポーツ全般が好きで、自分自身は動けません

が、NFLやMLBの試合を見るのが趣味で、今年の目標は昨年

不本意だったテキサンズの試合を観戦したいと思います。また、

弊社エーオンは英国プレミアリーグの名門マンチェスターユナイ

テッドのスポンサーでもありますので、サッカー人気の高いヒュー

ストンでアメリカのプロサッカーも観てみたいと思います。 

 なお、レベルは万年初心者ですが、ゴルフや釣りも趣味として

おります、皆様のお仲間に入れていただき、ゴルフ、釣り（特に

海釣り）をしたいと思います。ぜひお声がけ下さい。宜しくお願い

します。 

山岡 元久 さん 
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Vol.１ 現地校別の日本人生徒数  

 商工会加盟企業のビジネスやご家族の生活に役に立つHoustonやTexasの

データをご紹介する新連載「About Houston 」。タイトルは、おおらかなTexasらし

くアバウト（和製英語）ですが、正確で有益なデータをご紹介できればと思いま

す。 

  この時期、新学年を控え（Houstonでは今年は８月25日から新学年）、既に新

規赴任や家族の呼び寄せ、転居等を実施された方もいらっしゃるかと思います

が、今なお検討されている方、今後の駐在予定者からアドバイスを求められてい

る方もいらっしゃるでしょう。アメリカでは、子供が通う学校を決めてから住居物件

を選ぶことが鉄則とされていることから、連載第１回は、日本人の児童・生徒が多

く通っている現地校を、日本語補習校の集計を元にまとめてみました。 

 表の「人数」は、補習校に通っている児童・生徒が、各現地校に何人通ってい

るかを示しています（2013年11月時点）。なお、Texas州では、Kindergarten（日本

の幼稚園年長、小学校に付属）、小学校５年、中学校３年、高校４年が義務教育

です。 

  表や地図の通り特定の人気地域・学校がある実態がありますが、Houstonの教

育事情に詳しい教育・異文化問題コンサルタントの西元洋子氏（JAMEX Cross-

Cultural Communication）は、このデータについて、「Houstonの日本人は、比較

的治安が良く、Exemplary School（優良校）の多い地区、そして言葉のヘルプが

期待できる日本人生徒が既に在籍している学校を選ぶ傾向があることがうかがえ

学校名（現地校） 学区（ISD） 人数 

ア Roberts El. Houston 16 

イ John F. Ward El. Clear Creek 15 

ウ Pattison  El. Katy 14 

エ Nottingham El. Spring Branch 14 

オ Ray K. Daily El. Houston 13 

カ North Pointe El. Clear Creek 10 

キ Bunker Hill El. Spring Branch 10 

ク Barbara Bush El. Houston 8 

ケ Nottingham Country El. Katy 7 

コ Rylander El. Katy 7 

サ  Austin Parkway El. Fort Bend 6 

シ Kilpatric El. Katy 6 

ス Rummel Creek El. Spring Branch 6 

セ Brookwood El. Clear Creek 5 

ソ Bonnie Holland El. Katy 5 

タ T. H. Rogers Houston 5 

  Falcon Pass El. Clear Creek 4 

  Corner Stone El. Fort Bend 4 

   Frost Wood El. Spring Branch 4 

  Jo Ella Exley El. Katy 4 

Ａ Space Center Intermediate Clear Creek 14 

Ｂ  Memorial Middle Spring Branch 12 

Ｃ Spring Forest Middle Spring Branch 9 

Ｄ McMeans Jr. High Katy 7 

Ｅ Beckendorff Jr. High Katy 6 

  Lanier Middle Houston 4 

  Cinco Ranch Jr. High Katy 4 

① Stratford Sr. High Spring Branch 16 

② Cinco Ranch High Katy 4 

③ Taylor High Katy 4 

  Seven Lakes High Katy 3 

  Cy-Fair High Cy-Fair 2 

  Memorial Sr. High Spring Branch 2 

る。学校の選択にあたっては、各学校のSchool Profileを通じて（各学校のWeb

のAbout Usに掲載されていることが多い）、TEA（Texas Education Agency）によ

る学校の評価（Accountability）、教師一人あたり生徒数、Magnet Program（強

化プログラム）の有無、ESLの生徒へのサポート体制等の詳細情報を確認すべ

きである」とコメントしています。 

 学校の選択は総合的な検討が必要であり、日本人生徒数だけで決定すべき

ものではなく、また、他の日本人生徒のサポートを頼りすぎると英語力が伸びに

くいおそれもあります。また、学区によって、家賃相場や親の通勤事情も変わっ

てきますが、Magnet Programについては、各学校の校区外からも通学が認めら

れる場合もあります。各ご家庭の教育方針・住宅事情を踏まえた上で、参考に

なればと思います。 

 より詳しい情報をご覧になりたい場合は各学校や学区（ISD）のホームページ

を、表記載以外の学校の日本人生徒数については補習校ホームページ

（http://www.jeihouston.org/houston_m.htm）を、参照ください。 

＜小学校；Elementary schoolなど＞ 

＜中学校；Junior High school、Middle schoolなど＞ 

＜高校；High school、Senior High school＞ 

 

 
⑥ 猫 魚

キャットフィッシュ

（アメリカ南部料理の代表、猫顔の美味いやつ）   

んなもん食っとん？！ 

 

 ヒューストンのスーパーマーケットで売られている、目にはすれどもどうも手が出しづ

らい、食べ方が分からない、といった日本人にとって「珍しい様々な国の食材」に挑戦

した体験のご紹介、第6弾です。  

 「魚、好き？」 

 20数年前、テネシーの大学に留学して半年ほど経った時のこと。ESLの授業の一環として、

アメリカ式の“正しい”食事のマナーを学ぶことになった。それは、ここで学ぶ外国人学生の誰

かが、将来もし万が一、大統領と食事をするような出世をした場合、テーブルマナーを知らず

に恥をかかないように、という先生方の深謀遠慮の親心。実習場所は、どんな田舎町にも1軒

くらいはある、特別な時におしゃれをして行くような、小さくて古いお高くとまったフレンチレス

トラン。アメリカ式のテーブルマナーを学ぶのに、"フレンチレストラン“？…というつっこみはさ

ておいて。 

 日本人なら、魚が絶対好きに違いない、という冒頭の質問への私の答えは、見事に予想を

裏切らなかった。 

「大好きです。…でも、こんな山の中で、魚なんて獲れるの？」海辺で育った私の頭の中に

は、魚＝海というイメージしかなく、こんな情けない質問をしてしまった。が、先生は、意に介

する様子もなく、嬉しそうに答えた。  

「キャッフィッ！」 

は？日本語風に発音すると「キャットフィッシュ」…直訳すると、猫魚？私の頭の中を、バカボ

ンパパに引っ張られたウナギイヌが横切っていった。まあ、ウナギイヌがいるんだから、猫魚

がいてもおかしくはないか…と一瞬納得しかけたが、ちょっと待て、ウナギイヌってマンガの話

だ、実在してないって！ 

「…どんな、魚ですか？え、猫なの？」（英語に自信のない私） 

「食べたことないの？白身の魚で、柔らかくって、脂がのっていて…」 

 猫魚について語る先生は、口の中にだんだんよだれがたまってきたような口調で、それがど

んなに美味しい魚かを滔々と述べ立てた。 

「食べたことがないなら、絶対食べるべきよ！テネシーの名物なのよ！あの店の看板メニュー

なのよ！」 

 

 

ーJAXA支援 中学部2・3年合同理科での試みー 

ヒ ューストンの夏の日差しがまぶしく照りつける中、子ど

もたちの製作した水ロケットが勢いよく空に飛び出して

いきます。 

 今年で3年目を迎える中学部理科での水ロケット発射実験

が6月14日の3・4校時に、借用校グランドにて行われました。 

 これは、2012年度にJAXA とヒューストン日本語補習校で理

科への興味関心を高めることを主たる目的として立ち上げた

教育イベントのプログラムです。子どもたちの理科離れが叫

ばれるなか、「宇宙」を題材にした教育イベントを通して、理科

のおもしろさ、不思議さを感じ取る経験を得させたいとの願い

のもとに設定されたものです。 

 通常は週1回1時間の理科の授業ですが、中学部2年生（22

名）と3年生（23名）が一緒になり、2時間続きの授業として、3

回設定して行いました。1回目は、飛ぶ仕組みの理論の学習

とその理論に基づき設計図を描きました。2回目は、その設計

図を基に「より遠くに、よりまっすぐに」飛ぶための工夫を加え

て、ペットボトルを使って水ロケットを製作。そして、この日何

回かの打ち上げを行いその理論を確かめました。 

 今年度は、昨年度の反省から「設計」と「製作」の時間を別

に設定し、「設計」の中で理論を習得し、仮説・検証の流れを

充実させることに力を入れました。ここではまた、資源の制限

やコストの面も考慮に入れるようにしていきました。 

 「製作」では、2・3年合同の8つの各班が、デザインからバラ

ンスをとるための重りやフィン（羽根）、先端部分などを工夫し

ていきました。同じ理論の中でも多様な形のロケットができて

いきました。ここでは、ペットボトルが水圧に耐えられるように

テープで補強もしました。 

 実際の打ち上げでは、一定の水圧のもと、水の量や発射角

度を変えながら飛行距離を測り、どのような影響で飛距離の

違いが出るか考えるためのデータを集めていきました。ここで

は、見学に来ていた幼稚部や小学生にもわかるように工夫し

た点や予想したこと等を説明することもしました。説明を聞い

た子どもたちも、実際に50m、60m と勢いよく飛ぶロケットに歓

声をあげながら真剣に見入っていました。 

 発射実験後は、図書室に移動し、班ごとに集めたデータか

らわかったことや残った疑問をまとめていきました。この記録

の仕方や記録ノートの内容も今年度工夫した点でもありま

す。 

 このような一連の流れで、科学的思考・判断・表現力を養う

とともに理科への興味・関心を高めるための一つの経験を得

させることが大きなねらいであるわけですが、子どもたちには

大きなインパクトを与える場となっていると感じます。 

 限られた時間の中で、子どもたちのさまざまな可能性を引き

出し、自ら進んで学ぶ力を高めていくために、このような地域

人材の活用は非常に有効性が高いものがあります。海外で

暮らす子どもたちにとって、そこで活躍している日本人を知

り、そして、学ぶことができることは大きな力となるものだと感じ

ます。 

 ヒューストンのNASA ジョンソン宇宙センターで、実際に宇

宙ステーションとの交信や人工衛星の管理にあたっている

JAXA の方々から学び、その専門性に触れ、さらに用具等の

支援等も得られることは子どもたちにとって得難い貴重な経

験です。ヒューストンならではの学びの場と言ってよいでしょ

う。JAXAの皆様に改めて深く感謝申し上げます。        

(理科担当；清水亮、文責；山崎弘光） 

水ロケット発射実験 

設計図をもとに製作 

小学生に説明 

水ロケット発射 

JAXA支援 

発射準備 

実験のまとめ（記録、班での話し合い） 

JAXA支援 



 

Gulf    Stream 6 Gulf    Stream 7 

メキシコ・エネルギー改革とセミナー開催の背景 

 本セミナー開催の背景として、メキシコにおけるダイナミックなエネル

ギー改革政策の推進に伴う外国勢の投資機会の発生が挙げられます。メ

キシコは豊富な石油・ガス資源を有する世界有数の産油国ですが、従来

石油・ガスの開発に対する外資の参入は憲法で禁止されており、石油・ガ

スの生産は国営石油会社PEMEXが独占してきました。然しながら、近年

メキシコの石油・ガス生産量は大幅に落ち込んでおり、2004年に日量340

万バレルあった生産量は2012年には日量250万バレルまで減退してしま

いました。その原因としてPEMEX独占による競争の欠如及びPEMEXの

技術面での遅れが指摘されていました。その間米国でシェール・ガスの生

産量が飛躍的に伸びたのと好対照です。メキシコが外国勢の石油・ガス

上流事業参入を憲法で禁止したのは1938年ですが、当時は外国勢によ

る石油・ガス利権搾取を防ぐ為の資源国有化の動きが背景にありました。

その後、外国勢に対する石油・ガス資源開放の議論は何度も行われてき

ましたが、国民による忌避感が強くなかなか実現しませんでした。一方、近

年の石油・ガス生産量の著しい減退は国家財政並びに経済政策上これ

以上放置できない状態に達しており、ニエト大統領のリーダーシップの

下、一気に憲法改正議論が盛り上がり、昨年12月21日新憲法が採択され

エネルギー改革政策が端緒につきました。メキシコのシェール・ガス埋蔵

量は世界トップクラスといわれています。また、メキシコ湾のメキシコ領深海

域には米国に匹敵する石油・ガス埋蔵量が存在するともいわれています。

これらの資源開発は殆ど手付かずの状態であることから、外資の参入を

きっかけとしてメキシコの石油・ガス産業が活性化し生産量が大幅に増加

することが期待されています。外資にとってエネルギー産業全般に亘る絶

好の投資機会が生じつつあることから、米国企業は参入機会を虎視眈々

と狙っており、日本企業にも最前線の情報を提供したいとの目的で、本セ

ミナーを開催しました。 

改革実施法案採択までの流れ 

 具体的なエネルギー改革政策は、憲法改正を受けた個別の改革実施

法案の成立により推進されます。4月30日、ニエト大統領は下記九つの改

革実施法案を議会に提出しました。 

 ・炭化水素（石油・ガス）法 

 ・炭化水素（石油・ガス）歳入法 

 ・電力事業法 

 ・地熱エネルギー法 

 ・エネルギー部門管轄政府機関の連携に関する法律 

 ・炭化水素（石油・ガス）管轄新政府機関の設立に関する法律 

 ・PEMEX（国営石油会社）法 

 ・CFE（電力庁）法 

 ・石油・ガス基金法 

 これらの法案は、6月後半に開催されるメキシコ国会において審議される

予定です。与党、野党共にエネルギー改革推進をサポートしていることか

ら、早期の法案成立が期待されています。 

石油・ガス上流事業 

 新法案に於いては、石油・ガス上流事業は下記政府機関の管轄の下、

推進されます。 

 エネルギー省（SENER）: エネルギー政策立案、上流事業の枠組み 

                      設定 

 CNH: 上流資産の入札担当、探鉱・開発事業管轄 

 SHCP: 上流資産に関する経済条件の設定 

 SEMARNAT: 環境規制、操業安全管轄 

PEMEX ラウンド・ゼロ 

 新法案において、新規の石油・ガス上流権益付与は一般入札により行

われることになります。PEMEXの独占は排除され、PEMEXは単に一企業

吉田敏之  
パートナー弁護士 

 エネルギー専門の弁護士として長

年日本のクライアントに対しM&A、

プロジェクト業務、会社法関連のア

ドバイスを行っている。日本勢の

シェール・ガス資産買収案件など実

績多数。  

ます。入札にあたって、一般企業は単独で入札することも、或いはPEMEXと事

前合意の上共同で入札することも可能です。契約形態は新たに設定される探

鉱・開発契約となります。 

探鉱・開発契約の種類 

 新たに設定される探鉱・開発契約には次の四つの種類の形態が設けられてい
ます。 

 ・ライセンス契約 

 ・利益分与契約（Profit Sharing) 

 ・生産物分与契約（Production Sharing) 

 ・サービス契約 

 個別の鉱区に関して適用となる契約形態及びその経済条件は、エネルギー省

及びSHCPの裁量により決定されます。 

石油・ガス中流/下流事業 

 石油精製、パイプライン輸送、小売販売などの中・下流事業に従事する事業

者は、新炭化水素法施行後三ヶ月以内に政府より暫定事業許可を取得しなけ

ればなりません。CENAGAS（National Center of Natural Gas Control) は、

PEMEXの所有する全てのガス・パイプライン及び貯蔵施設の譲渡を受け、独立

した機関として国家規模でのガス輸送・貯蔵システムの構築を行います。また、

パイプラインによるガス輸送契約の保有者は、余剰のパイプライン輸送能力を第

三者に提供する義務を負うことになります（オープン・アクセス・ポリシー)。

CENAGSによるガス輸送・貯蔵設備の保有は、ガス輸送者と販売者の分離を目

的としています。 

 現在PEMEXが独占している石油・ガスの小売に関しては、2017年より一般企

業への開放が予定されています。2019年より一般企業によるガソリン及び軽油

の輸入許可も開始される予定です。 

電力事業 

 新法下では大胆な電力事業自由化が予定されています。一般企業による発

電及び卸売りが許可される一方、独立機関のCENACEが競争力のある電力市

場の創出・維持を管轄する役目を負います。CFE（旧電力庁）との契約を通じて

一般企業の送電、配電事業への参入も許可されます。CFEは政府機関ではなく

Jose Valera  
パートナー弁護士 

ペルー出身。エネルギー関連中心

に長年ヒューストンで活躍。スペイ

ン語能力を活かし南米案件などに

精通。  

として入札する権利を留保することになります。但し、入札過程への移行に先立

ち、PEMEXは優先的に現在保有している石油・ガス上流権益を保持することを

エネルギー省に対して要求する権利が与えられています。PEMEXは去る3月

21日までに権益保持継続を希望する鉱区をエネルギー省に対して提出しまし

たが、現在生産中の鉱区の全て及び可採埋蔵量を有する有望鉱区の大半の

継続保持を要求しています。これに対して、エネルギー省は9月17日までに、権

益保持を許可する鉱区の決定を通知することになっています。この過程を、ラウ

ンド・ゼロと呼んでいます。PEMEXは権益保持許可を得た鉱区に関して、新法

により設定される探鉱・開発契約 (E&P Contract) に移行する要求をエネルギー

省に対して行うことができます。新たな探鉱・開発契約の形態は他の産油国で

見られる契約形態を取り入れたもので、外資石油・ガス会社にとって権益取得

のメリットがある契約形態と考えられています。探鉱・開発契約移行が認められ

た鉱区に関してPEMEXがパートナーを必要とする場合には、CNHの実行する

入札を経てパートナーを招聘することが可能です。外資にとってPEMEXの保

持する有望鉱区への参画機会となります。 

入札ラウンド 
 ラウンド・ゼロでPEMEXに付与された鉱区以外は、以後順次入札により外資

を含めた一般企業に開放が進められていきます。入札の実行はCNHが担当し

独立の国営企業として再編され、一般企業との合弁事業も可能となりま

す。  

税制 

 新法下では、メキシコ国内で石油・ガス事業を行う外国会社のメキシコ税

法上のパーマネント・レジデント扱いの基準が、従来の国内活動期限基準

である一年間183日から、30日に大幅に短縮されます。その他石油・ガス

事業固有の税制が追加される予定です。 

注意点 

 魅力的な投資機会が生じつつある一方で、メキシコ固有の注意点がある

ことも認識しておく必要があります。 

 ・憲法改正の枠組みで付与可能な権益の性質が、国際基準に照らして 

   必ずしも明確でない点 

 ・探鉱・開発契約の経済条件に関する具体的内容がはっきりしていない 

   点 

 ・過度の規制体質及び石油・ガス開発に伴うインフラ整備の問題 

 ・長年のPEMEX独占により培われた賄賂体質、及び石油・ガス鉱区周 

   辺地域における社会治安問題（特に米国国境に近い北部地域） 
 

Gabriel Salinas  
アソシエイト弁護士  

メキシコ出身。米国、南米のエネル

ギー案件担当。メキシコ・エネル

ギー・リフォームに関し意欲的にモ

ニターを行っている。  

JETROとMayer Brown法律事務所の共催で、題記セミナーが6月6日に開催されました。講師は、同法律事務所パート

ナー吉田敏之弁護士、並びに同パートナーJose Valera弁護士、 アソシエイトGabriel Salinas弁護士です。本記事は、同セミ

ナーの内容を元に、吉田弁護士に寄稿頂いたものです。（編集部） 

Business Seminar 

講師紹介   Mayer Brown 法律事務所 

Mayer Brown法律事務所は、世界20ヵ所の事務所に1,500名を超える

弁護士を抱えるグローバル・ロー・ファーム。ヒューストン事務所はエネ

ルギー関連に注力。  

 

GHPGHP主催セミナー「主催セミナー「Coffee with the ConsulsCoffee with the Consuls」の開催 」の開催   

5月13日、グレーター・ヒューストン・パートナーシップ（GHP）主催によ

り「Coffee with Consuls－Doing Business with Japan」と題する朝食会セ

ミナーがGHPの会議室で開催されました。セミナー当日は朝方まで激し

い雷雨に見舞われましたが、60名を超える米企業等幹部が出席し、立

ち見もでるほどの盛況になりました。 

冒頭、髙岡総領事が、日本経済の復興、米国および世界経済にお

ける日本の重要性に関しプレゼンテーションを行いました。次いで、中

溝JETRO所長からは、ヒューストンで活動する日系企業と日本への投資

に関する説明が行われました。その後、土光東芝インターナショナル米

国社社長（商工会会長、いずれも当時）とTsai三井物産石油化学品部

門アシスタント・マーケティング・マネージャーが加わってパネルディス

カッションが行われました。 

パネルディスカッションおよび続けて行われた質疑応答のセッション

では、ヒューストンにおける日本企業等のプレゼンス、原子力発電再稼

働の見直し、今後の日系企業における米国人役員の増加の可能性、

経営者として日本人労働者と米国人労働者の違いをどう見るのか、日

本における終身雇用制度の将来、日本における女性や高齢者の社会進出、テキ

サス州における高速鉄道プロジェクトへの日本側からのサポート、メタンハイドレー

ド開発状況等についての質問がありました。 

 なお、髙岡総領事は、本朝食会セミナーの司会を務めたCapper氏がホストを務

めるラジオ番組「The Business Makers Radio Show」に出演しました。その模様は、

http://www.thebusinessmakers.com/episodes/shows/2014/may-2014/
episode-467/pkf-entrepreneurs-playbook-467.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%
3A+TheBusinessMakersRadioShow+
(The+Business+Makers+Radio+Show)にて視聴可能です。 

 

（注）GHPは、1989年にヒューストン商工会議所（Houston Chamber of Com-

merce）、ヒューストン経済開発審議会（Houston Economic Development Council）

及びヒューストン世界貿易協会（Houston World Trade Association）が合併して設

立された経済団体であり、ヒューストン近郊の10の郡（County）をカバーしていま

す。加盟企業には、ExxonMobil、BP、SHELL、AT&T、Chevron等の大手企業と

中小企業が名を連ねており、その数は2100社を超えると言われています。 
 

http://www.thebusinessmakers.com/episodes/shows/2014/may-2014/episode-467/pkf-entrepreneurs-playbook-467.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheBusinessMakersRadioShow+(The+Business+Makers+Radio+Show)
http://www.thebusinessmakers.com/episodes/shows/2014/may-2014/episode-467/pkf-entrepreneurs-playbook-467.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheBusinessMakersRadioShow+(The+Business+Makers+Radio+Show)
http://www.thebusinessmakers.com/episodes/shows/2014/may-2014/episode-467/pkf-entrepreneurs-playbook-467.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheBusinessMakersRadioShow+(The+Business+Makers+Radio+Show)
http://www.thebusinessmakers.com/episodes/shows/2014/may-2014/episode-467/pkf-entrepreneurs-playbook-467.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheBusinessMakersRadioShow+(The+Business+Makers+Radio+Show)
http://www.thebusinessmakers.com/episodes/shows/2014/may-2014/episode-467/pkf-entrepreneurs-playbook-467.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheBusinessMakersRadioShow+(The+Business+Makers+Radio+Show)
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メキシコ・エネルギー改革とセミナー開催の背景 

 本セミナー開催の背景として、メキシコにおけるダイナミックなエネル

ギー改革政策の推進に伴う外国勢の投資機会の発生が挙げられます。メ

キシコは豊富な石油・ガス資源を有する世界有数の産油国ですが、従来

石油・ガスの開発に対する外資の参入は憲法で禁止されており、石油・ガ

スの生産は国営石油会社PEMEXが独占してきました。然しながら、近年

メキシコの石油・ガス生産量は大幅に落ち込んでおり、2004年に日量340

万バレルあった生産量は2012年には日量250万バレルまで減退してしま

いました。その原因としてPEMEX独占による競争の欠如及びPEMEXの

技術面での遅れが指摘されていました。その間米国でシェール・ガスの生

産量が飛躍的に伸びたのと好対照です。メキシコが外国勢の石油・ガス

上流事業参入を憲法で禁止したのは1938年ですが、当時は外国勢によ

る石油・ガス利権搾取を防ぐ為の資源国有化の動きが背景にありました。

その後、外国勢に対する石油・ガス資源開放の議論は何度も行われてき

ましたが、国民による忌避感が強くなかなか実現しませんでした。一方、近

年の石油・ガス生産量の著しい減退は国家財政並びに経済政策上これ

以上放置できない状態に達しており、ニエト大統領のリーダーシップの

下、一気に憲法改正議論が盛り上がり、昨年12月21日新憲法が採択され

エネルギー改革政策が端緒につきました。メキシコのシェール・ガス埋蔵

量は世界トップクラスといわれています。また、メキシコ湾のメキシコ領深海

域には米国に匹敵する石油・ガス埋蔵量が存在するともいわれています。

これらの資源開発は殆ど手付かずの状態であることから、外資の参入を

きっかけとしてメキシコの石油・ガス産業が活性化し生産量が大幅に増加

することが期待されています。外資にとってエネルギー産業全般に亘る絶

好の投資機会が生じつつあることから、米国企業は参入機会を虎視眈々

と狙っており、日本企業にも最前線の情報を提供したいとの目的で、本セ

ミナーを開催しました。 

改革実施法案採択までの流れ 

 具体的なエネルギー改革政策は、憲法改正を受けた個別の改革実施

法案の成立により推進されます。4月30日、ニエト大統領は下記九つの改

革実施法案を議会に提出しました。 

 ・炭化水素（石油・ガス）法 

 ・炭化水素（石油・ガス）歳入法 

 ・電力事業法 

 ・地熱エネルギー法 

 ・エネルギー部門管轄政府機関の連携に関する法律 

 ・炭化水素（石油・ガス）管轄新政府機関の設立に関する法律 

 ・PEMEX（国営石油会社）法 

 ・CFE（電力庁）法 

 ・石油・ガス基金法 

 これらの法案は、6月後半に開催されるメキシコ国会において審議される

予定です。与党、野党共にエネルギー改革推進をサポートしていることか

ら、早期の法案成立が期待されています。 

石油・ガス上流事業 

 新法案に於いては、石油・ガス上流事業は下記政府機関の管轄の下、

推進されます。 

 エネルギー省（SENER）: エネルギー政策立案、上流事業の枠組み 

                      設定 

 CNH: 上流資産の入札担当、探鉱・開発事業管轄 

 SHCP: 上流資産に関する経済条件の設定 

 SEMARNAT: 環境規制、操業安全管轄 

PEMEX ラウンド・ゼロ 

 新法案において、新規の石油・ガス上流権益付与は一般入札により行

われることになります。PEMEXの独占は排除され、PEMEXは単に一企業

吉田敏之  
パートナー弁護士 

 エネルギー専門の弁護士として長

年日本のクライアントに対しM&A、

プロジェクト業務、会社法関連のア

ドバイスを行っている。日本勢の

シェール・ガス資産買収案件など実

績多数。  

ます。入札にあたって、一般企業は単独で入札することも、或いはPEMEXと事

前合意の上共同で入札することも可能です。契約形態は新たに設定される探

鉱・開発契約となります。 

探鉱・開発契約の種類 

 新たに設定される探鉱・開発契約には次の四つの種類の形態が設けられてい
ます。 

 ・ライセンス契約 

 ・利益分与契約（Profit Sharing) 

 ・生産物分与契約（Production Sharing) 

 ・サービス契約 

 個別の鉱区に関して適用となる契約形態及びその経済条件は、エネルギー省

及びSHCPの裁量により決定されます。 

石油・ガス中流/下流事業 

 石油精製、パイプライン輸送、小売販売などの中・下流事業に従事する事業

者は、新炭化水素法施行後三ヶ月以内に政府より暫定事業許可を取得しなけ

ればなりません。CENAGAS（National Center of Natural Gas Control) は、

PEMEXの所有する全てのガス・パイプライン及び貯蔵施設の譲渡を受け、独立

した機関として国家規模でのガス輸送・貯蔵システムの構築を行います。また、

パイプラインによるガス輸送契約の保有者は、余剰のパイプライン輸送能力を第

三者に提供する義務を負うことになります（オープン・アクセス・ポリシー)。

CENAGSによるガス輸送・貯蔵設備の保有は、ガス輸送者と販売者の分離を目

的としています。 

 現在PEMEXが独占している石油・ガスの小売に関しては、2017年より一般企

業への開放が予定されています。2019年より一般企業によるガソリン及び軽油

の輸入許可も開始される予定です。 

電力事業 

 新法下では大胆な電力事業自由化が予定されています。一般企業による発

電及び卸売りが許可される一方、独立機関のCENACEが競争力のある電力市

場の創出・維持を管轄する役目を負います。CFE（旧電力庁）との契約を通じて

一般企業の送電、配電事業への参入も許可されます。CFEは政府機関ではなく

Jose Valera  
パートナー弁護士 

ペルー出身。エネルギー関連中心

に長年ヒューストンで活躍。スペイ

ン語能力を活かし南米案件などに

精通。  

として入札する権利を留保することになります。但し、入札過程への移行に先立

ち、PEMEXは優先的に現在保有している石油・ガス上流権益を保持することを

エネルギー省に対して要求する権利が与えられています。PEMEXは去る3月

21日までに権益保持継続を希望する鉱区をエネルギー省に対して提出しまし

たが、現在生産中の鉱区の全て及び可採埋蔵量を有する有望鉱区の大半の

継続保持を要求しています。これに対して、エネルギー省は9月17日までに、権

益保持を許可する鉱区の決定を通知することになっています。この過程を、ラウ

ンド・ゼロと呼んでいます。PEMEXは権益保持許可を得た鉱区に関して、新法

により設定される探鉱・開発契約 (E&P Contract) に移行する要求をエネルギー

省に対して行うことができます。新たな探鉱・開発契約の形態は他の産油国で

見られる契約形態を取り入れたもので、外資石油・ガス会社にとって権益取得

のメリットがある契約形態と考えられています。探鉱・開発契約移行が認められ

た鉱区に関してPEMEXがパートナーを必要とする場合には、CNHの実行する

入札を経てパートナーを招聘することが可能です。外資にとってPEMEXの保

持する有望鉱区への参画機会となります。 

入札ラウンド 
 ラウンド・ゼロでPEMEXに付与された鉱区以外は、以後順次入札により外資

を含めた一般企業に開放が進められていきます。入札の実行はCNHが担当し

独立の国営企業として再編され、一般企業との合弁事業も可能となりま

す。  

税制 

 新法下では、メキシコ国内で石油・ガス事業を行う外国会社のメキシコ税

法上のパーマネント・レジデント扱いの基準が、従来の国内活動期限基準

である一年間183日から、30日に大幅に短縮されます。その他石油・ガス

事業固有の税制が追加される予定です。 

注意点 

 魅力的な投資機会が生じつつある一方で、メキシコ固有の注意点がある

ことも認識しておく必要があります。 

 ・憲法改正の枠組みで付与可能な権益の性質が、国際基準に照らして 

   必ずしも明確でない点 

 ・探鉱・開発契約の経済条件に関する具体的内容がはっきりしていない 

   点 

 ・過度の規制体質及び石油・ガス開発に伴うインフラ整備の問題 

 ・長年のPEMEX独占により培われた賄賂体質、及び石油・ガス鉱区周 

   辺地域における社会治安問題（特に米国国境に近い北部地域） 
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ニターを行っている。  

JETROとMayer Brown法律事務所の共催で、題記セミナーが6月6日に開催されました。講師は、同法律事務所パート

ナー吉田敏之弁護士、並びに同パートナーJose Valera弁護士、 アソシエイトGabriel Salinas弁護士です。本記事は、同セミ

ナーの内容を元に、吉田弁護士に寄稿頂いたものです。（編集部） 
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Mayer Brown法律事務所は、世界20ヵ所の事務所に1,500名を超える

弁護士を抱えるグローバル・ロー・ファーム。ヒューストン事務所はエネ

ルギー関連に注力。  

 

GHPGHP主催セミナー「主催セミナー「Coffee with the ConsulsCoffee with the Consuls」の開催 」の開催   

5月13日、グレーター・ヒューストン・パートナーシップ（GHP）主催によ

り「Coffee with Consuls－Doing Business with Japan」と題する朝食会セ

ミナーがGHPの会議室で開催されました。セミナー当日は朝方まで激し

い雷雨に見舞われましたが、60名を超える米企業等幹部が出席し、立

ち見もでるほどの盛況になりました。 

冒頭、髙岡総領事が、日本経済の復興、米国および世界経済にお

ける日本の重要性に関しプレゼンテーションを行いました。次いで、中

溝JETRO所長からは、ヒューストンで活動する日系企業と日本への投資

に関する説明が行われました。その後、土光東芝インターナショナル米

国社社長（商工会会長、いずれも当時）とTsai三井物産石油化学品部

門アシスタント・マーケティング・マネージャーが加わってパネルディス

カッションが行われました。 

パネルディスカッションおよび続けて行われた質疑応答のセッション

では、ヒューストンにおける日本企業等のプレゼンス、原子力発電再稼

働の見直し、今後の日系企業における米国人役員の増加の可能性、

経営者として日本人労働者と米国人労働者の違いをどう見るのか、日

本における終身雇用制度の将来、日本における女性や高齢者の社会進出、テキ

サス州における高速鉄道プロジェクトへの日本側からのサポート、メタンハイドレー

ド開発状況等についての質問がありました。 

 なお、髙岡総領事は、本朝食会セミナーの司会を務めたCapper氏がホストを務

めるラジオ番組「The Business Makers Radio Show」に出演しました。その模様は、

http://www.thebusinessmakers.com/episodes/shows/2014/may-2014/
episode-467/pkf-entrepreneurs-playbook-467.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%
3A+TheBusinessMakersRadioShow+
(The+Business+Makers+Radio+Show)にて視聴可能です。 

 

（注）GHPは、1989年にヒューストン商工会議所（Houston Chamber of Com-

merce）、ヒューストン経済開発審議会（Houston Economic Development Council）

及びヒューストン世界貿易協会（Houston World Trade Association）が合併して設

立された経済団体であり、ヒューストン近郊の10の郡（County）をカバーしていま

す。加盟企業には、ExxonMobil、BP、SHELL、AT&T、Chevron等の大手企業と

中小企業が名を連ねており、その数は2100社を超えると言われています。 
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Vol.１ 現地校別の日本人生徒数  

 商工会加盟企業のビジネスやご家族の生活に役に立つHoustonやTexasの

データをご紹介する新連載「About Houston 」。タイトルは、おおらかなTexasらし

くアバウト（和製英語）ですが、正確で有益なデータをご紹介できればと思いま

す。 

  この時期、新学年を控え（Houstonでは今年は８月25日から新学年）、既に新

規赴任や家族の呼び寄せ、転居等を実施された方もいらっしゃるかと思います

が、今なお検討されている方、今後の駐在予定者からアドバイスを求められてい

る方もいらっしゃるでしょう。アメリカでは、子供が通う学校を決めてから住居物件

を選ぶことが鉄則とされていることから、連載第１回は、日本人の児童・生徒が多

く通っている現地校を、日本語補習校の集計を元にまとめてみました。 

 表の「人数」は、補習校に通っている児童・生徒が、各現地校に何人通ってい

るかを示しています（2013年11月時点）。なお、Texas州では、Kindergarten（日本

の幼稚園年長、小学校に付属）、小学校５年、中学校３年、高校４年が義務教育

です。 

  表や地図の通り特定の人気地域・学校がある実態がありますが、Houstonの教

育事情に詳しい教育・異文化問題コンサルタントの西元洋子氏（JAMEX Cross-

Cultural Communication）は、このデータについて、「Houstonの日本人は、比較

的治安が良く、Exemplary School（優良校）の多い地区、そして言葉のヘルプが

期待できる日本人生徒が既に在籍している学校を選ぶ傾向があることがうかがえ

学校名（現地校） 学区（ISD） 人数 

ア Roberts El. Houston 16 

イ John F. Ward El. Clear Creek 15 

ウ Pattison  El. Katy 14 

エ Nottingham El. Spring Branch 14 

オ Ray K. Daily El. Houston 13 

カ North Pointe El. Clear Creek 10 

キ Bunker Hill El. Spring Branch 10 

ク Barbara Bush El. Houston 8 

ケ Nottingham Country El. Katy 7 

コ Rylander El. Katy 7 

サ  Austin Parkway El. Fort Bend 6 

シ Kilpatric El. Katy 6 

ス Rummel Creek El. Spring Branch 6 

セ Brookwood El. Clear Creek 5 

ソ Bonnie Holland El. Katy 5 

タ T. H. Rogers Houston 5 

  Falcon Pass El. Clear Creek 4 

  Corner Stone El. Fort Bend 4 

   Frost Wood El. Spring Branch 4 

  Jo Ella Exley El. Katy 4 

Ａ Space Center Intermediate Clear Creek 14 

Ｂ  Memorial Middle Spring Branch 12 

Ｃ Spring Forest Middle Spring Branch 9 

Ｄ McMeans Jr. High Katy 7 

Ｅ Beckendorff Jr. High Katy 6 

  Lanier Middle Houston 4 

  Cinco Ranch Jr. High Katy 4 

① Stratford Sr. High Spring Branch 16 

② Cinco Ranch High Katy 4 

③ Taylor High Katy 4 

  Seven Lakes High Katy 3 

  Cy-Fair High Cy-Fair 2 

  Memorial Sr. High Spring Branch 2 

る。学校の選択にあたっては、各学校のSchool Profileを通じて（各学校のWeb

のAbout Usに掲載されていることが多い）、TEA（Texas Education Agency）によ

る学校の評価（Accountability）、教師一人あたり生徒数、Magnet Program（強

化プログラム）の有無、ESLの生徒へのサポート体制等の詳細情報を確認すべ

きである」とコメントしています。 

 学校の選択は総合的な検討が必要であり、日本人生徒数だけで決定すべき

ものではなく、また、他の日本人生徒のサポートを頼りすぎると英語力が伸びに

くいおそれもあります。また、学区によって、家賃相場や親の通勤事情も変わっ

てきますが、Magnet Programについては、各学校の校区外からも通学が認めら

れる場合もあります。各ご家庭の教育方針・住宅事情を踏まえた上で、参考に

なればと思います。 

 より詳しい情報をご覧になりたい場合は各学校や学区（ISD）のホームページ

を、表記載以外の学校の日本人生徒数については補習校ホームページ

（http://www.jeihouston.org/houston_m.htm）を、参照ください。 

＜小学校；Elementary schoolなど＞ 

＜中学校；Junior High school、Middle schoolなど＞ 

＜高校；High school、Senior High school＞ 

 

 
⑥ 猫 魚

キャットフィッシュ

（アメリカ南部料理の代表、猫顔の美味いやつ）   

んなもん食っとん？！ 

 

 ヒューストンのスーパーマーケットで売られている、目にはすれどもどうも手が出しづ

らい、食べ方が分からない、といった日本人にとって「珍しい様々な国の食材」に挑戦

した体験のご紹介、第6弾です。  

 「魚、好き？」 

 20数年前、テネシーの大学に留学して半年ほど経った時のこと。ESLの授業の一環として、

アメリカ式の“正しい”食事のマナーを学ぶことになった。それは、ここで学ぶ外国人学生の誰

かが、将来もし万が一、大統領と食事をするような出世をした場合、テーブルマナーを知らず

に恥をかかないように、という先生方の深謀遠慮の親心。実習場所は、どんな田舎町にも1軒

くらいはある、特別な時におしゃれをして行くような、小さくて古いお高くとまったフレンチレス

トラン。アメリカ式のテーブルマナーを学ぶのに、"フレンチレストラン“？…というつっこみはさ

ておいて。 

 日本人なら、魚が絶対好きに違いない、という冒頭の質問への私の答えは、見事に予想を

裏切らなかった。 

「大好きです。…でも、こんな山の中で、魚なんて獲れるの？」海辺で育った私の頭の中に

は、魚＝海というイメージしかなく、こんな情けない質問をしてしまった。が、先生は、意に介

する様子もなく、嬉しそうに答えた。  

「キャッフィッ！」 

は？日本語風に発音すると「キャットフィッシュ」…直訳すると、猫魚？私の頭の中を、バカボ

ンパパに引っ張られたウナギイヌが横切っていった。まあ、ウナギイヌがいるんだから、猫魚

がいてもおかしくはないか…と一瞬納得しかけたが、ちょっと待て、ウナギイヌってマンガの話

だ、実在してないって！ 

「…どんな、魚ですか？え、猫なの？」（英語に自信のない私） 

「食べたことないの？白身の魚で、柔らかくって、脂がのっていて…」 

 猫魚について語る先生は、口の中にだんだんよだれがたまってきたような口調で、それがど

んなに美味しい魚かを滔々と述べ立てた。 

「食べたことがないなら、絶対食べるべきよ！テネシーの名物なのよ！あの店の看板メニュー

なのよ！」 

 

 

ーJAXA支援 中学部2・3年合同理科での試みー 

ヒ ューストンの夏の日差しがまぶしく照りつける中、子ど

もたちの製作した水ロケットが勢いよく空に飛び出して

いきます。 

 今年で3年目を迎える中学部理科での水ロケット発射実験

が6月14日の3・4校時に、借用校グランドにて行われました。 

 これは、2012年度にJAXA とヒューストン日本語補習校で理

科への興味関心を高めることを主たる目的として立ち上げた

教育イベントのプログラムです。子どもたちの理科離れが叫

ばれるなか、「宇宙」を題材にした教育イベントを通して、理科

のおもしろさ、不思議さを感じ取る経験を得させたいとの願い

のもとに設定されたものです。 

 通常は週1回1時間の理科の授業ですが、中学部2年生（22

名）と3年生（23名）が一緒になり、2時間続きの授業として、3

回設定して行いました。1回目は、飛ぶ仕組みの理論の学習

とその理論に基づき設計図を描きました。2回目は、その設計

図を基に「より遠くに、よりまっすぐに」飛ぶための工夫を加え

て、ペットボトルを使って水ロケットを製作。そして、この日何

回かの打ち上げを行いその理論を確かめました。 

 今年度は、昨年度の反省から「設計」と「製作」の時間を別

に設定し、「設計」の中で理論を習得し、仮説・検証の流れを

充実させることに力を入れました。ここではまた、資源の制限

やコストの面も考慮に入れるようにしていきました。 

 「製作」では、2・3年合同の8つの各班が、デザインからバラ

ンスをとるための重りやフィン（羽根）、先端部分などを工夫し

ていきました。同じ理論の中でも多様な形のロケットができて

いきました。ここでは、ペットボトルが水圧に耐えられるように

テープで補強もしました。 

 実際の打ち上げでは、一定の水圧のもと、水の量や発射角

度を変えながら飛行距離を測り、どのような影響で飛距離の

違いが出るか考えるためのデータを集めていきました。ここで

は、見学に来ていた幼稚部や小学生にもわかるように工夫し

た点や予想したこと等を説明することもしました。説明を聞い

た子どもたちも、実際に50m、60m と勢いよく飛ぶロケットに歓

声をあげながら真剣に見入っていました。 

 発射実験後は、図書室に移動し、班ごとに集めたデータか

らわかったことや残った疑問をまとめていきました。この記録

の仕方や記録ノートの内容も今年度工夫した点でもありま

す。 

 このような一連の流れで、科学的思考・判断・表現力を養う

とともに理科への興味・関心を高めるための一つの経験を得

させることが大きなねらいであるわけですが、子どもたちには

大きなインパクトを与える場となっていると感じます。 

 限られた時間の中で、子どもたちのさまざまな可能性を引き

出し、自ら進んで学ぶ力を高めていくために、このような地域

人材の活用は非常に有効性が高いものがあります。海外で

暮らす子どもたちにとって、そこで活躍している日本人を知

り、そして、学ぶことができることは大きな力となるものだと感じ

ます。 

 ヒューストンのNASA ジョンソン宇宙センターで、実際に宇

宙ステーションとの交信や人工衛星の管理にあたっている

JAXA の方々から学び、その専門性に触れ、さらに用具等の

支援等も得られることは子どもたちにとって得難い貴重な経

験です。ヒューストンならではの学びの場と言ってよいでしょ

う。JAXAの皆様に改めて深く感謝申し上げます。        

(理科担当；清水亮、文責；山崎弘光） 

水ロケット発射実験 

設計図をもとに製作 

小学生に説明 

水ロケット発射 

JAXA支援 

発射準備 

実験のまとめ（記録、班での話し合い） 

JAXA支援 



Gulf    Stream 4 Gulf    Stream 9 

生活・情報委員会だより 

  ～読み聞かせの会 ～ 
 ヒューストンの夏らしい青空の広がった6月11日水曜日、たくさんの小学

生のお兄さんやお姉さんたちも一緒に、夏休み読み聞かせの会をにぎや

かに開催することができました。 

 キッズルームに集まってくれたおともだちも、スタッフも、はじめは少し緊

張した表情でした。いつもと同じように「はじまるよ」の手遊びも、少し照れ

くさそうです。最初は「ぐりとぐら」の大型絵本。よく知っているお話も、大型

絵本で話を聞くのは初めてのお子さんも多く、迫力ある絵に見入っていま

した。次は「はなび ドーン」。暗い夜空に「シューッ」と何かが飛んでいき

ます。ページをめくると「ポン、ドドーン」と、色鮮やかな大きな花火が夜空

に広がります。次々と色や表情を変えて打ちあがる花火が、「パパパーン」

「キラキラキラ」といった楽しい擬音とともに繰り返されます。花火をみんな

で見ているような、楽しい気持ちになりました。次は「たなばたものがた

り」。織姫と彦星の物語が子供たちにわかりやすい内容で描かれていて、

七夕の行事の由来を知ることができます。お子さんの「七夕って何？」とい

う疑問に答えてくれる本です。テキサスではたくさんの星を見ることができ

るので、夜空を見上げながら思い出してほしいなと思いました。次は「ぞう

くんのさんぽ」。優しいぞうくんは、かばくんもわにくんも背中に乗せておさ

んぽです。ぞうくんの背中に乗ってお散歩する、かばくんやわにくんを見

たかめくんも、「ぼくものせて」「いいよ」と、みんなで散歩に行くことになりま

した。でもやっぱり重すぎて・・・。少しユーモラスに描かれたキャラクター

が、より優しい気持ちにさせる絵本です。次は「まくらのせんにん そこの

あなたの巻」。ユーモラスキャラクターが、なぜか穴に頭を突っ込んで抜け

なくなっています。「ふんが～」「ふんぎ～」「ふんぐ～」「ふんげ～」とうなっ

ているのに、まくらのせんにんは助けてあげるどころか、自分もぬけなく

なってしまうのです。そこのあなたにたのんで、この危機を何とかしようとし

ます。さて、どうするのかな。キッズルームは子供たちの笑い声でいっぱい

になりました。お子さんが大好きになること間違いなしの、楽しい絵本で

す。是非、おうちでも読んでみてください。次は「びゅんびゅんごまがま

わったら」。子供たちから、昔っぽいという声が聞こえてきそうなほど、懐か

しい風景の小学校が舞台になっています。自然の中で思いっきり遊んで

いた子供たち、一人の男の子が丸太渡りをしていて転んで怪我をしたこと

から、入り口には鍵がかけられてしまいました。どうしてももう一度、遊び場

を取り戻したい子供たちと、校長先生との交流が描かれています。はじめ

に、スタッフが本物のびゅんびゅんごまを見せる時間をとりました。「扇風

機みたいな音」。子供たちは、すっかりびゅんびゅんごまのファンになった

ようでした。とても長く11分もかかるお話でしたが、じっくりと聞いてくれました。少し体が疲

れてきたので、立ち上がってストレッチ。そのまま一緒に「だるまさんが」をよみました。大き

い子も、小さい子も、赤ちゃんも、だるまさんと一緒に、伸びたり、プシューとつぶれたり、と

ても楽しかったです。最後は「かいじゅうたちのいるところ」。いたずらっこのマックスが、狼

のぬいぐるみを着て大暴れしていると、お母さんは怒って、夕食抜きで寝室にマックスを放

り込んでしまいます。いつの間にか、周りは森や野原になっています。ボートにのって着い

たところは「かいじゅうたちのいるところ」。なかなか怖い顔の怪獣たちばかりです。でも、

マックスはかいじゅうたちの王様になってかいじゅう踊りをしますが、かいじゅうが寝てしまう

と、だんだんと寂しくなってしまいます。「行かないで」と引き止めるかいじゅうたちを振り

切ってボートに乗り、帰ってきたのは自分の寝室でした。温かい夕飯の置いてある寝室に

戻ってくることが出来て、良かったなぁと聞いているお友達もほっとしているようでした。男

の子も女の子も、大好きになってくれる絵本です。 

 長い夏休み、この機会に親子で楽しめるお気に入りの絵本を見つけてみてください。もう

大きくなったお子さんでも、読んでもらうとまた違った楽しさが味わえると思います。また、

小さい弟や妹に読んであげるのも素敵です。 

 9月からまた、土曜日の読み聞かせの会を行いますので、皆さんにお会いできるのを楽

しみにしております。 

●今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞  

6月から8月までお休み 

9月12日（金） 10時30分～ 

9月20日（土） 9時30分～ 

＜読み聞かせの会＞  

小さいお子さんから小学生の 

お子さんを対象にした本 

7月と8月はお休み 

9月13日（土） 

9時30分～ 3歳以上を対象とした絵本 

10時00分～ 3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 ポ ス タ ー や

ヒューストンなびでもご確認くださ

い。 

 スタッフは、随時募集中です。ご

興味をお持ちの方やお問い合わ

せは、次のアドレスまでご連絡下

さい。お待ちしております。 

あそぼーかい    
  mama.asobokai@gmail.com 

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

というわけで、なんだか美味しそうな魚だし、先生の熱意にも押されたしで、猫魚を食べ

ることにした。レストランに事前に予約をしておかなければいけないらしい。 

 部屋に帰って、どんな魚か辞書を引いてみるとCatfish：「ナマズ」。それを見た瞬間、

私の胃はギュ―ッと縮まり、猫魚を食べることを体が拒否した。「どうしよう。」 

 だいたい、ナマズって食べられるの？しかも何で猫？ナマズといえば地震くらいしか

思いつかない私は、なぜナマズがキャットフィッシュと呼ばれるのか理解できなかった。 

 しかし、先生のあの太鼓判と情熱に乗せられて、食べると言ってしまったので、今さら

後には引けない。レストランにいく日まであと3日。思い出すと不安になるので、なるべく

考えないようにしながら過ごし、当日、数少ないワードローブから精一杯の正装でレスト

ランに出かけた。 

 集まったのは、日本人が4人、フランス人がひとり、韓国人がひとり、そしてアメリカ人

の先生。先生は、ナプキンの置き方からフォークの取り上げ方、手の置き場所まで、丁

寧に説明してくれた。先生に倣って、みんないっせいに同じ動作をするので、なんだか

落語の「芋ころがし」のようで可笑しい。 

 そこへ、魚の料理の仕方は何が良いか、とウェイターがききにきた。訊かれても、どん

なものがあるか知らないし、第一今まで一度も食べたことがないのだから、どんな食べ

方が好きなのかなんて、答えられるわけがない。そこで先生が、じゃあフライにしましょ

う、と言うと、ウェイターは「Good choice」と言ってニコニコした。（が、彼は、誰が何を

言っても、同じことを言っていたので、フライが特別良いというわけでもないのだろう。） 

 そして、いよいよ登場したナマズ。ナマズと書くと食欲減退するので、キャットフィッ

シュと書こう。コーンの粉を衣にしたフライを、お上品にナイフとフォークで一口大に

切って、タルタルソースをつけて口に運ぶ。 

「おお！」 

 白身で柔らかくって脂がのっていて…って、先生のフレーズが頭の中でリフレイン。

お・い・し・い！美味しいじゃないですか！ 

 最初の不安はどこへやら、私達はすっかりキャットフィッシュが気に入って、

食前の不安げな沈黙はどこへやら、食後はみんな口々に、どんなに美味し

かったかを陽気に話し合いながら帰途についた。 

 そして今、ヒューストンの水槽のある大きなスーパーに行くと、必ずお目にか

かれるキャットフィッシュたち。なるほど、顔が猫みたいだ。かたまりになって水

槽の壁に顔をくっつけてパクパクしている様子は、「萌え～～～」と言いたくな

るほどかわいい。ニャアニャアという声も聞こえてきそうだ。 

 お店では、水槽からお好みの一匹を取ってもらうか、既に息絶えて尾頭付き

でケースに入っているものを、お好みにさばいてもらう丸ごと買い、既に3枚に

おろしてあるフィレ、細切れになっているナゲットなど、だいたい3種類の形態

で購入できる。 

 キャットフィッシュは皮が硬いので、えらの辺りにくるりと一周切込みを入れ、

ペンチのような道具で皮をつかんで、濡れた下着を脱がせるように皮を剥ぎ取

る。丸ごと買う場合は、私は頭以外は骨ももらう。身は三枚におろしてもらい、

その他の部分の肉はナゲットにする。背骨は油で揚げると食べられる。 

 調理方法は、香辛料を全体にまぶして油を引いたフライパンで焼くブラッケ

ンというのが、スパイス好きにはお薦めの南部式。焼くと真っ黒になるが、焦げ

ているわけではない。そのほか、コーンの粉と小麦粉を混ぜてまぶした身を油

で揚げるのも代表的な食べ方。一度、日本風の焼き魚にしてみたら美味しくな

かった。やはりキャットフィッシュは、油で調理したほうが美味しいようだ。 

 日本でも、昔から親しまれてきたナマズであるが、ナマズは地震を起こすと

か、神格化、土地によっては妖怪にも模して、食用とすることを勧めていない。

美味しいので、実は乱獲を防ぐための知恵なのかもしれない。養殖が比較的

簡単で、川や湖でも釣れるキャットフィッシュ。アメリカ南西部ではお馴染みの

この食材を、是非一度ご賞味あれ。 

 SCS Global Professional, LLP会計事務所のダラス代

表の比嘉輝雄と申します。このたび、ガルフストリームで

記事を掲載させて頂けることとなり、「届け先不明金」に

ついて紹介したいと思います。今後も皆様にお役に立

てる情報を紹介したいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

届け先不明金 

 “Unclaimed Property” と呼ばれる届け先不明金は一

般的に「忘れ去られたお金」と位置付けられており、持

ち主が現れるまで州政府の管理下に置かれている金

品などの所有物の事を指します。この税法はテキサス

州に限らず他の州でも実施されているプログラムで、現

在約26億ドル近い金額がテキサス州政府の管理下に

置かれているそうです。最近このプログラムの認知度が

上がり2012年度には約1.6億ドルの届け先不明金が持

ち主に返金されましたが、未だにテキサス州住民の4人

に1人の割合で届け先不明金が未請求のまま残ってい

るそうです。 

 届け先不明金の主な原因は、持ち主が他の住所へ

引越しをしてしまった為、お金を返金する手段を失った

各企業や団体が州政府へ金品等を一時的に預ける形

で引き取られます。 

届け先不明金の主な例 

 ・長い間現金化されなかったチェック 

 ・光熱費解約後の返金 

 ・長い間入出金の無い銀行口座 

 ・保険からの給付金 

 ・裁判判決による給付金 

  

 法律によって定められた期間を超す所有物に対しテキ

サス州は一時的に預かる権利を持っており、放棄認定期

限を超えた場合、各企業、銀行、電力会社その他の団体

は、州政府にその所有物を引き渡さなければなりません。

あくまで持ち主が現れるまで一時的に預かる管理人という

立場をとっているため、管理下に置かれた各所有物は州

政府の資産にはなりません。ただし管理期間や請求期限

が設けられていないため、持ち主が現れない場合には一

生政府の管理下に置かれてしまいます。 

放棄認定期限 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 これら届け先不明金の情報は一般公開されており、電

話、ファックス、郵便のみならずオンラインでも検索が可能

です。また検索の際には、(1) 所有者の名前、(2) 以前に

住んでいたテキサス州内の住所、(3) ソーシャル・セ

キュリティー番号、(4) 現住所、(5) 連絡先が必要と

なりますので事前にご準備ください。 

 オンラインで検索をする場合は、名前を入力する

だけで簡単に検索ができます。運良く不明金を発見

する事ができれば、次は請求です。 

 請求方法はいたって簡単で、ウエブ上より請求書

を作成し必要書類を一緒に提出すれば通常3、4ヶ

月以内に返金されます。また提出書類の状況が気

になる方は、次のリンクより手続きの進行状況を調べ

る 事 が で き ま す。https://mycpa.cpa.state.tx.us/up/

ClaimSearch.jsp 

 受け取る金額にそれぞれ差はありますが、返金額

は一件につき平均千ドルとなっているようです。なか

には数万ドルの返金もあるようですが、1996年にダ

ラス在住の持ち主に支払われた4,300万ドルが今ま

でで一番高額な返金額だそうです。提出書類と請

求先住所は以下となります。忘れていたお金が見つ

かると良いですね。 

提出書類 

 1.  請求書（オンラインより作成） 

 2.  顔写真の載っている身分証明書のコピー（運転              

   免許書、パスポート等） 

 3.  ソーシャル・セキュリティー番号のコピー 

 4. リポートされた住所に住んでいた事を証明する 

     書類（住所と名前が載っている領収書、請求書、 

     契約書等。） 

請求先住所 

COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS 
Unclaimed Property Claims SectionP.O. Box  
12046 Austin, TX 78711-2046 

所有物 期間 

給与 1 年 

銀行口座・CD 等 3 年 

マネー・オーダー 3 年 

貸金庫内の所有物 5 年 

トラベラーズ・チェック  15 年 

その他 3 年 

検索手段 問合せ先番号・住所 

オンライン https://mycpa.cpa.state.tx.us/up/Search.jsp 

電話 1-800-654-3463 

ファックス 1-888-908-9991 
  

郵便 

Texas Comptroller of Public 
Accounts Unclaimed Prop-
erty Claims Section 
P.O. Box 12046 
Austin, Texas 78711-2046 

フィレ（手前）とナゲット（奥）。 コーンの粉をまぶして揚げた

ナゲット。  

外は真っ黒、中は真っ白

なブラッケン。 

水槽の底に群れる猫魚たち。ニャ

アニャアと鳴いていそう。かわゆし。 
ブラッケン用の香辛料を

まぶしたフィレ（調理前）。  

 

ヒューストン日本商工会 
１．会社の業務内容等について 

 私どもエーオンは英国に本社を持つ、損害保険、医

療保険の仲介業務を中心に、リスクマネージメント、人

事コンサルティング、再保険の仲介ビジネスなどを行な

うグローバル企業です。全世界に120ヶ国、600ヶ所以上

の事務所があり、日本にも東京・大阪に拠点がありま

す。私ども米国におけるエーオンジャパングループは損

害保険を中心に、日系企業様のリスクマネージメントの

相談相手として、全米6ヶ所にネットワークを持っており

ます。ここヒューストン事務所は残念ながら日本人は常

駐しておりませんが （アトランタより出張ベースで頻繁に

参っております）、損害保険だけで200名以上の専門家

により700社以上のお客様をサポートしております。ま

た、この事務所は、弊社におけるエネルギー関連にお

ける全世界の本部機能を持っており、世界中からスペ

シャリストが集結、エネルギー分野や建設・エンジニアリ

ング関連の特殊な保険から、化学プラント、自動車関連

などの一般賠償責任保険、財物保険や労災保険などの

アレンジを行なっております。ジャパングループでは、日

系企業様のニーズを熟知しており、弊社内の各分野の

専門家とタイアップし、日系企業様と米国の保険マー

ケットとの橋渡しとして、皆様のリスクマネージメントのお

手伝いをさせていただきます。損害保険、医療（健康）

保険でお困りの点があれば、お気軽にお声がけくださ

い。 

会社紹介 

Aon Risk Services, Inc.  
エーオンリスクサービス 

（ジャパングループ） 

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。 

 米国にはかれこれ10年近く住んでおりますが、ヒューストンには

住んだことがなく、ヒューストンニアンを語れるほどではありません

が、通算訪問回数は100回を下らず、地元アトランタ以外で一番

親しみのある街です。ここは、なにより広大な土地と人々のエネ

ルギーは、他のエリアにはない活気を感じさせてくれます。夏場

はさすがに暑いので遠慮がちになりますが、年中ゴルフができる

環境と、私の住むアトランタにはない、海の近さがとても魅力的で

す。また、世界各国の料理が楽しめ、特に本場のステーキはNY

の一流店よりはるかに美味しいと思います。最近はアトランタから

の飛行機も、以前より機体は大きくなったのですが、ほとんど満

席で、ヒト・モノ・カネがこの地に集まってきているのを肌で感じま

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。 

 個人的にはスポーツ全般が好きで、自分自身は動けません

が、NFLやMLBの試合を見るのが趣味で、今年の目標は昨年

不本意だったテキサンズの試合を観戦したいと思います。また、

弊社エーオンは英国プレミアリーグの名門マンチェスターユナイ

テッドのスポンサーでもありますので、サッカー人気の高いヒュー

ストンでアメリカのプロサッカーも観てみたいと思います。 

 なお、レベルは万年初心者ですが、ゴルフや釣りも趣味として

おります、皆様のお仲間に入れていただき、ゴルフ、釣り（特に

海釣り）をしたいと思います。ぜひお声がけ下さい。宜しくお願い

します。 

山岡 元久 さん 
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★よろしく！～新規入会です  
 ＊正個人会員入会（カッコ内、配偶者名） 
・Chiyoda International Corporation      

  青山稔(祐子)/田尻裕(ゆい子)/二井勝史(清香) 

・Inpex Corporation      多田英明/板東明良/鈴岡聡 

  

・Kaneka North America, LLC 新開瑞穂 

・Kuraray America Corp. 高本克則      
・Mitsui E & P USA, LLC 川口敬久/小西秀明  

・MMGS, Inc.      吉田幸司 

・Shintec, Inc.   長谷川智宏 

・Sumitomo Corporation of America   

  本多之仁/本多響/西川浩明/熊谷誠/藤原岳彦/本多幾一郎 

 

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

＊正個人会員退会 

・Kanematsu USA, Inc.   山田亮   

・Kawasaki Gas Turbines-Americas 治良整 

・Marubeni-Itochu Steel America  狩谷宣良        

・Meiko America, Inc.   松田憲二 

・Mitsui E & P USA, LLC  池部真梨 

・Sekisui Specialty Chemicals America, LLC 西村洋平 

・Shintech    原悠 

・Sumitomo Corporation of America 吉村雅弘/木村元洋 

 

Gulf    Stream Gulf    Stream 3 

Gulf    Stream Gulf    Stream 

 気の合う犬同士が一緒に走り回って遊んでいる

様子はとても生き生きとして楽しそうです。そのよう

な様子をドッグ・パークやテレビなどで見て、自分

が今飼っている犬の友達になってくれるように、も

う１頭犬を迎えようかと考える飼主は多いもので

す。 

 犬を複数飼うことを「多頭飼い」と言い、最初から

家にいた犬のことを「先住犬」と呼びますが、果た

して先住犬は、本当にもう１頭犬が家族に増えて

喜ぶでしょうか？答えはYesの場合もNoの場合も

あります。 

 我が家のウェルシュ・コーギー、シャーリは、コー

ギーという犬種には珍しく、生まれたときから兄弟

がいませんでした。本来は子犬の頃に兄弟同士

で遊ぶことで犬同士のコミュニケーションの基礎が

作られますが、シャーリはその経験ができず、その

後も他の犬と触れ合う機会が少なかったため、他

の犬が苦手でした。他の犬を見かけると「近づい

て来ないで」と吠えるシャーリのような犬が先住犬

であれば、ある日知らない犬が自分の家の中に現

れると、友達が来たと喜ぶどころか、大変ストレス

に感じるかもしれません。一方、出かけた先々で

他の犬と喜んで触れ合い、遊びたがるような犬が

先住犬であれば、新しい犬を迎えたその日から意

気投合するかもしれません。多頭飼いが成功する

かどうかの鍵は、先住犬が他の犬にどの程度慣れ

ているかと、先住犬と実際に迎える犬との相性と、

先住犬と新しい犬の共同生活がスムーズにスター

トできるように飼主が時間を費やせるかによると思

います。 

 我が家のシャーリの場合、他の犬が苦手でした

から、多頭飼いをしなかったとしても、自分の好き

な場所で、他の犬を気にせずのびのびと暮らすこ

とができてハッピーな日々を過ごせたと思います。

飼主を独り占めできるというのも、一頭飼いの犬の

特権です。問題行動などの対処も、多頭飼いより

も一頭飼いの方がじっくりと丁寧に取り組むことが

できます。 

 それでは、我が家で多頭飼いをしない方が良

かったのかと言うと、2頭目のヒューゴを迎えて多

頭飼いになって良かったと思っています。ヒューゴ

を迎えることでシャーリは以前と比べて犬同士のコ

ミュニケーションが上手になり、2頭で遊んでいると

ころを見るのは飼主のわたしにとっても楽しい時

間でした。 

 シャーリは6歳まで一頭飼いでした。子犬の

ヒューゴを家族に迎えた後、シャーリがヒューゴの

存在をストレスに感じすぎず、ヒューゴがシャーリ

に吠えられて犬嫌いにならないように、様々な工

夫をしました。まず、シャーリとヒューゴが常に顔を

合わせ続けるということを避けるため、ヒューゴがク

レート（プラスチック製の犬用のハウス）で休んで

いる時間と、シャーリがクレートで休んでいる時間

を作り、それぞれの犬と飼主のわたしが1対1で過

ごせる時間を作りました。2頭ともクレートの外にい

るときは、犬同士で遊ばせるというより、それぞれ

の犬とオスワリなどの簡単な練習をしてたくさんご

褒美をあげ、近くにもう1頭犬がいても飼主に注目

していると良いことがたくさんあると教えました。散

歩も別々に行っていましたが、ヒューゴが家族に

加わって、3ヶ月が経過した頃から、徐々に一緒に

散歩に行く練習を始めました。 

 時間をかけて慣らしたことと、ヒューゴがたとえ吠

えられても「構ってもらえた」と喜ぶぐらい先住犬

シャーリのことが大好きだったおかげで、我が家の

多頭飼いはわたしが想像していた以上に楽しいも

のになりました。2010年に東京からヒューストンに

引っ越してきたときも、飛行機での長時間の移動

写真3： 共同生活7ヶ月後、まともに2頭で

散歩できるようになりました。 

写真1： 2008年10月。ヒューゴが家族に加わっ

て間もない頃は距離が縮まりませんでした。 

写真4： 2014年1月。2頭一緒にいてもリラック

スして「笑顔」が出るまでに成長しました。 

写真5： 2014年3月6日。念願のWe♡Houston

のサインの前で記念写真。  

が心配でしたが、暗い貨物室でも、お互いの存在

を感じながら一緒に過ごしてくれることを飼主とし

ては心強く感じました。ヒューゴは家に迎えられた

その日からシャーリという姉御に厳しく育てられた

おかげで、小型犬と雌犬には大変優しいジェント

ルマンに成長しました。 

 多頭飼いをすると、食費、動物病院でのワクチン

代など犬にかかるコストは倍以上かかります。旅行

をするのに犬を預けるときも、一頭飼いよりもコスト

がかかります。散歩をするにも、しつけトレーニン

グをするにも、一頭飼いよりも時間がかかります。

先住犬との相性を無視して、「友達が必要だろう

から」という理由で安易に2頭目を迎えることは、先

住犬もストレスに感じ、飼主も大変な思いをするお

それがあるのでお勧めしませんが、飼主とそれぞ

れの犬との関係を深めながら、犬同士が新しい共

同生活に慣れるように工夫ができれば、2頭目を

迎えることで1+1=2以上の楽しさが得られるのでは

ないかと思います。 

 我が家の多頭飼いはシャーリが6歳のときにス

タートして5年5ヶ月続きましたが、実は今年3月11

日にシャーリが2日間だけ体調を崩したのち急逝

しました。読者の方々にはこの場でご報告させて

頂きます。ヒューストン生活5年目に入ったわたし

たちの生活はシャーリの存在なしには語れず、今

後の記事でもシャーリの写真や話題が登場するこ

とになります。これからもヒューゴと共に更にテキサ

スライフを満喫して参ります。 
 

注：本掲載では犬に対応する助数詞を頭に統一

しています。 

 

ダフル 

  ヒューストン 
川原志津香 

（家庭犬しつけインストラクター） 

Vol.22 

一頭飼いの楽しさ、多頭飼いの楽しさ 

 

“いつか外国に住んでみたい”小さい頃漠

然と思っていた夢が‘03夏叶うことになった。

当時、息子は年長、娘は2歳の誕生日前。私

には三つの目標があった。 1）子供が英語に

親しめるようにすること。2）現地の友達を作る

こと。3）アメリカ料理を習うこと。 

ワクワクして始まったアメリカ生活二日目、

家を出た瞬間、お隣の男の子と目があった。

実はその子、日本から子供が引っ越してくると

主人から聞いていて、男の子はスタスタと近

寄ってきて挨拶をすると、「後で家に遊びに

行っていい？」と訊いてきたのだ。そして、本

当にその子はやって来て、一人目の友達に

なった。その様子を見て、子供同士に言葉の

壁は無いと確信した。 

夏休みの日中は静かな通りも、夕方になる

とざわざわと子供達の声が聞こえ始め、通りは

公園へと変わった。わが子も、それに引き付

けられるように外に出た。近所の人から、「あ

なたの子供は小さいから大人と一緒にね！」

と声を掛けられた。外遊びが日課となった頃、

片手に飲み物を持ち、どっしりと椅子に座る

父親軍団に気が付いた。それにしても、こん

な早い時間から子供と遊んでいるなんて優雅

だな～と感じていた。ある日、そのお父さん達

の一人に、「あなたのご主人を全く見ないが、

大丈夫なの？」と訊かれた。私はドキッとし

た。離婚でもしたのかと思ったらしい。日本人

は夜遅くまで働き帰宅が遅いと説明したが、

腑に落ちないようだった。またある日には、「ア

メリカで大切にされる順番を知っているか」と

第118回   阿部 加代子 さん 

問われた。私は何の事かさっぱりわからな

かったが、そのお父さんは、1）女性、2）子供、

3）ペット、4）芝、5）男性、と言って豪快に笑っ

た。私は唖然とした。 

間もなく、私にも現地の友達ができた。アメ

リカ料理を習いたいと話すと、「日本料理を食

べている方が健康にいいんじゃないの？ベト

ナム料理なら教えてあげられるけど！」と応え

てくれ、何品か一緒に作った。その中で一番

のお気に入りは、生春巻き。ナマズをマリネ

し、青りんごも加えた生春巻きは、レストランで

は食べたことのない最高の味だった。 

このように、早く現地に溶け込みたいと無我

夢中で突っ走った二年余りは、毎日が珍体験

の連続であっという間に過ぎた。帰国の日、

飛行機が離陸した瞬間、寂しさで涙が溢れ

た。もう二度とヒューストンで生活する事は無

いと思ったからだ。学生の時勉強したはずの

英語はうまく伝わらず、歯がゆい思いも数え切

れない程経験した。それでも、三つの目標で

120％の達成感を味わえたのは、温かく受け

入れてくれた友達のお蔭だと再確認した。 

帰国後三年半が過ぎ、’09冬ヒューストンに

再赴任のチャンスを得た。友達には大きなハ

グで迎えられた。その再会は格別なもので、

今回も何とかなるという心の支えになった。5

年生の息子は、褒め上手の現地校の先生に

のせられ出足から好調に飛ばした。怒ってば

かりの母鬼とは違うようだ。娘は、日本での英

語保持費も無駄？と思われる程、英語を忘れ

ていたが、引き下がらない怖いまでの頑固さ

が吉と出て、5年過ぎた今では少々うるさい程

の英語を操る。そんな子供達も最近は忙しく

て友達と遊ぶ余裕もあまり無いが、まとまった

休みには現地の友達を家に呼ぶことがある。

初めの頃、食事はいつも出来合いピザで、楽

で良いと思っていた。しかし、ある日、友達の

一人がダイエット中でピザが食べられないと

言った為、慌てて冷蔵庫の中を探しとりあえ

ずハンバーグを作ってみた。それが意外と受

けたようで、最近は友達が日本食のリクエスト

をしてくる。 

こうして異文化に触れ楽しむ環境に改めて

心から感謝している。 

追伸：ダイエット中の彼は見事に成功。ダイ

エットはピザ抜きで！さて、友達は次回何をリ

クエストしてくるだろうか？ 

＊配偶者登録削除 

・Mitsui E & P USA, LLC 松井容子/小川貴子 

 

●替わりました  ～ メモのお願い 

＊住所変更 

・Kureha America, Inc.   

  (新)1700 Post Oak Blvd., 2 Blvd Place, Suite 600, Houston, TX 77056  

 

＊電話番号変更 

・Teikoku USA, Inc.   (新)281-846-8251 

・Valqua America, Inc. (新)408-986-1425  
 

＊常任委員交代 

・Kanematsu USA, Inc.    (旧)山田亮 →(新)溝下昌智 

・Kawasaki Gas Turbines-Americas (旧)治良整 →(新)小口和志 

・Marubeni-Itochu Steel America    (旧)狩谷宣良 →(新)向井真也 

・Meiko America, Inc.     (旧)松田憲二 →(新)清水寿彦 

写真2： 共同生活3ヶ月後、初めて2頭一緒

に散歩に出かけることができました。 
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編集委員会では医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターにリレー方式でご登場頂き、健康に関する話、 

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の三瀬祥弘先生から乳腺外科がご専門の立花和之進先生にバトンが移りました。 

  

 第117回 

東日本震災と医療 
    

 MD Anderson Cancer Center  
Postdoctoral Fellow  

 

立花 和之進 

 皆様こんにちは。MD Anderson癌センターで乳癌に関する基礎研

究を行っております、立花和之進と申します。福島県立医科大学、

器官制御外科学講座から参りました。日本では、乳腺内分泌外科と

して勤務しており、こちらでは乳癌の早期発見のためのマーカーの

検索を行っております。 

 これまで、数々の先生方が乳癌について御寄稿されておりますの

で、私は少し目先を変えて、東日本大震災での私の経験について書

かせていただきたいと存じます。 
  

2011年3月11日 14時46分 

 地震発生時、私は福島県立医科大学附属病院にて学位取得のた

めの研究をしておりました。突然非常に大きな揺れを感じ、それが普

通の地震ではないことは直ぐに分かりました。揺れの大きさもすご

かったのですが、揺れている時間が非常に長かった（約3分）という印

象の方が強く残っております。医局の棚はほとんど倒れ、めちゃく

ちゃな状況でした。しかしそんな状況すらも忘れてしまうほどに、テレ

ビから流れてくる津波の情報や沿岸地域の壊滅的被害に固唾をの

むこととなります。あまりにも現実離れしていて、夢をみているようでし

た。 

 震災当日、大学の当直を増員するということで、私は急遽当直する

こととなります。大学病院内では情報が錯綜しており、大混乱でした。

福島市内のいくつかの病院が倒壊の危険があるとのことで、多くの患

者さんが大学病院に転院搬送されたため、その対応に難渋しまし

た。緊急手術を必要とするような患者さんがいなかったため、それ程

バタバタはしませんでしたが、周りの状況が混沌としており、何かとん

でもない事に巻き込まれてしまっているという状況でありましたため、

体内からあふれ出てくるアドレナリンをおさえて冷静さを見失わない

ようにすることが大変でした。 
 

震災後2週間まで 

 大学病院では、すべての通常外来診療、定時手術が中止となり、

入院患者さんもほとんどが退院となりました。緊急を要する手術が必

要であったり、抗癌剤治療の中断ができなかったり、透析等、定期的

な継続治療が必要な患者さんはほとんど近隣または他県の病院に

紹介または転院となりました。病院としては落ち着いておりましたが、

この時期は何といっても原発の状況に振り回されました。僕の家族を

含めて、多くの方々が県外に避難したため、実感としてこの時期の福

島市はスカスカでした。ライフラインに関しては、私が住んでいる地区

では水が止まっておりました。幸い私はお風呂の水をためておりまし

たのでトイレだけは可能でしたが、お風呂には入れませんでしたの

で、1週間ぶりに並んで入った銭湯は極楽の気分でした。また、食料

も困りました。この頃はほぼ毎日カップラーメンとおにぎりの生活で、

たまに奇跡的に営業しているお店を見つけてはそこで食事を食べる

という感じでした。ありきたりな言葉ですが、普段いかに満ち足りてい

るかを心から実感した時期であります。 

その後 

 病院の機能も徐々に回復し、皆様からのあたたかい支援物資も届

くようになり、生活は大分楽になっていきました。私は大学病院で主

に乳腺内分泌外科の外来を行っておりましたので、原発問題に関連

して甲状腺関連の仕事や相談が急増いたしました。福島県立医大に

課せられるミッションも1つ1つが非常に大きく、繊細な仕事でありまし

たので、神経をつかう作業でありました。外来を受診する患者さんを

含め福島市民は皆、原発問題で神経がピリピリしておりましたし、“根

拠がない”という言葉が飛び交う状況に、やりきれなさと無力感を感じ

る毎日でした。心の支えになっていたのは、主に浜通り地区で津波

被害にあい、すべてを失い、右も左も分からない土地で孤独に過ご

さなければならなくなってしまった方々が、それでも文句もいわず懸

命に頑張っている姿、笑顔、そしてその方々に必要とされているとい

う実感でした。1週間風呂に入っていないと文句を言っていた自分が

いかに狭量であったかを思い知らされました。その頃でしょうか、これ

まで以上に自分自身の内面を磨きたい、悔いのない人生を生きた

い、という思いが強くなっていきました。留学を考えたのも震災の体験

が大きかったように思います。 
 

最後に 

 震災後、皆様からいただきました励ましの言葉、物資はしっかり届

いておりましたし、日々の励みになりました。これほど人の温かさを実

感したことはありません。本当にありがとうございました。 

 あの頃は一寸先は闇の様な状況でありましたが、現在は大分落ち

着いてきております。放射線量もほぼ問題がないレベルとなっており

ますので、帰国された際には是非福島に足をお運び下さい。たくさ

ん温泉がありますし、なにより日本酒が本当においしいところです。 

 

 次回は、消化器・肝胆膵外科がご専門である山口洋志先生を紹

介させて頂きます。卒業大学は違いますが私とは同期であります。

多趣味な先生で、いろいろな国に行った時のお話など、聞いていて

全く飽きません。 

日     時： 平成26年6月19日（木）11:30～12:45 

場     所： 住友商事社 会議室（10階） 

出 席 者： 名誉会長、理事委員13名、事務局長 

欠 席 者： 理事委員7名（うち会長委任6名、委任未回答1名）     

司    会： 金子公亮幹事 

 

１．商工会会長連絡（髙杉禎会長） 

①土光前会長のご帰任に伴い6月1日をもって会長の大役を務め

させていただくことになり、今後も引き続き皆様のご支援をお願い

したい。今年度の大きな行事は6月までにほぼ終了したが、年度

末までの残りの4ヶ月間もハリケーンなどの緊急時に備えるなど商

工会として対応すべきことに注力していきたい。 

②この1～2年の間に各社とも社員だけでなく出張者や来客数も

増加しており、当会も12月までに正会員団体数が100社、総会員

数が600名を超え過去最多を更新する可能性がある。このように

会員数が増加する中、当会の主な目的とする会員間の情報交換

の充実や補習校の支援体制を整えていく必要があり、商工会の

意義をより皆様にご理解いただくとともに今後の発展のためにお

知恵を拝借したい。 

③最近、弊社の出張者や社員が、スポーツクラブにおいて盗難に

遭った事例や、アパートの駐車場において車上荒らしに遭った事

例を共有したい。人が歩いているとつい安全と勘違いするが、犯

罪統計Spot Crime（http://spotcrime.com/tx/houston）で見ると、

店があって人通りの多いダウンタウンやギャラリア地区は犯罪件数

も多い。身近な所で起こりうる犯罪の注意喚起を促したい。 

   

２．総領事館連絡（髙岡望総領事） 

 ①日本においてもヒューストンのエネルギー事情に関心が高まっ

ており、この夏に国会議員による当地訪問の連絡が既に2件ほどき

ている。今後更にくるものと思われる。その際には、当館主催の昼

食、または夕食会にトピックに応じて関連の企業の皆様をお招きす

る可能性があり、ぜひご出席いただきたい。 

 ②オーストラリアのアボット首相が6月13日にアジア・ソサエティー

で講演した。テキサスとオーストラリアの類似点や投資技術面の

win-winの協力関係などについて話されたほか、ヒューストンに新

たに総領事館を開設することも発表された。 

 ③オースチンに出張の際にペリー州知事と会談し、同知事が日系

企業の活躍の重要性を認識し歓迎していることを確認できた。ま

た、ナンディタ・ベリー州務長官には、マッカーレンとエルパソの商

工会から出された国境近辺に所在する日系企業の出入国手続き

の迅速化に関する要望を伝えた。今後も日系企業より要望があれ

ば、連邦政府に関わる内容であっても州側に伝えるのは有益と考

えるので、ぜひお知らせいただきたい。 

  ④犯罪被害に関しては、米国人女性が、夕方の明るい時間に、ア 

   パートの駐車場で車から降りたところをひったくりに遭った例があ         

   る。 

 

３．テストランについて（堀田宏樹安全危機管理特命理事） 

   6月6日に行われた緊急連絡網のテストランの結果は、参加会社

数計111社のうち、連絡がついた社数は95社、不在社数は16社で

あった。伝達所要時間約1時間半で終了した。参加者のコメントと

して、現実に非常事態が発生した場合には、電話が不通になる

のでこの連絡網が機能しないのではないかという疑問や、業務時

間を犠牲にすることへのクレームが寄せられた。今後、電話の代

わりにeメールや携帯メールの利用を要望する意見が出され、来

年度に向け検討することとなった。 

  

 

４．第2回宇宙セミナーについて 

                （小林浩子事務局長：酒井純一対外交流特命理事代理） 

   6月1日に第2回宇宙セミナーが開催され、参加者は68名（22家族）

であった。今回のセミナーは、NASA宇宙センター（JSC）にて行わ

れ、トラムツアーに引き続き、JAXA職員による宇宙船「こうのとり」に

ついての講演があった。第3回は宇宙飛行士による講演を予定して

おり、日程に関しては決定次第、後日連絡する予定である。 

  

５．委員会・部会関連事項 

  企画調査委員会（中溝丘企画調査委員長） 

メキシコ・エネルギー・リフォーム・セミナーについて 

 6月6日(金)にジェトロ とメイヤーブラウン法律事務所共催でセミナー

を開催した。昨年末の憲法改正、また今年に入って細則を定めた法

案が議論されているため皆様の関心も高く、35名の参加者があっ

た。 

 

8月セミナー開催について  

 8月27日の常任委員会後、午後2時からアジア・ソサエティーにて講

演会を開催予定。幹部向けのコーチングについて、株式会社コー

チ・エイ取締役社長を講師として東京よりお招きし、この会社が実践

しているコーチングの事例を紹介していただくので、ぜひご参加いた

だきたい。 

 

６.事務局関連事項（小林浩子事務局長） 

  ①2014年テキサス州六者交流会について 

  今年度第19回となる交流会は、11 月7 日と 8日にエルパソにて開催      

   される予定。この会に関する事前案内と参加申し込み調査をした結

果、自衛隊実射訓練見学参加者16名、ホテル予約希望者16名、交

流会参加者17名、ゴルフ参加者9名であった。来年度、当会がこの交

流会のホスト役を務めることになっており、その参考にするためにも、9

月上旬に正式な案内が届く際に、理事委員の皆様には参加をご検討

いただきたい。 

 

 ②商工会事務局/三水会センター及び補習校事務局夏季閉所連絡 

 商工会事務所閉所期間：2014 年 6 月 30 日(月)～7月 4日(金) 

  

    三水会センター及び 

 補習校事務局閉所期間：2014 年 7月 1 日(火)～7月 5日(土) 

 

  ③会員消息  

 2014年本日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員550名（正

団体会員93社）、準会員31名で、総会員数は590名である。その他の

詳細は、別項の「会員消息」欄参照。 

   

７．その他 

 ＊六者交流会についての質問 

  ゴルフに参加した場合、ヒューストンへ戻る飛行機の最終便（午後3

時）に間に合わないのではないかという質問に対し、エルパソ側では

ゴルフ終了時間を早めたり、ホテルを延泊する調整も可能であるとの

回答があった。 
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The Cynthia Woods Mitchell Pavilion:  

http://www.woodlandscenter.org/ 

House of Blues Houston:  

http://www.houseofblues.com/ 

Bayou Music Center:  

http://www.livenation.com/Verizon-Wireless-Theater

-tickets-Houston/venue/98584 

Jones Hall: http://www.houstonsymphony.org/ 

Toyota Center: http://www.houstontoyotacenter.com/ 

Miller Outdoor Theatre:  

http://milleroutdoortheatre.com/  

Reliant Park: http://www.reliantpark.com/calendar 

Main Street Theater—Rice Village  

(2540 Times Blvd.) 713-524-6706 

www.mainstreettheater.com  

Wortham Theater Center—Cullen Theater (501 Tex-

as) 832-487-7041 www.houstonfirsttheaters.com/

WorthamCenter.aspx  

Alley Theatre (615 Texas) 713-220-5700 

www.alleytheatre.org  

Hobby Center (800 Bagby) 713-315-2525 

www.thehobbycenter.org 

<The Museum of Fine Arts Houston>  

(713-639-7300 visitorservices@mfah.org www. 

mfah.org 木曜は入場無料) 

@Audrey Jones Beck Building 

@Glassell School of Art        

<Contemporary Arts Museum Houston> 

(www.camh.org) 
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４...会社紹介・ピーカンキッズ 

５...水ロケット打上げ 

６、７...メキシコセミナー 

 

７...Coffee with the Consuls 

８...現地校所在地情報・珍食材 

９...届け先不明金・珍食材(続き) 

１０...ワン・ダフル 

１１...テキサスメディカル最前線 

１２...知っとん・Houston Walker・編集後記 

ライブ音楽 

劇・エンターテイメント 

美術 
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 「ガルフストリーム」では、今月号からの新企画として

「About Houston」を掲載しています。第1回は、現地

校別の日本人生徒数を取り上げました。ここで、記事

にコメント頂いている西元洋子先生は、「＜新＞もっと

知りたい現地校情報」や「教室から見えるアメリカ」と

いうタイトルで、米国の学校事情を何度も寄稿頂いて

います。それらの記事は、商工会のホームページ

（http://www.jbahouston.org/gulfstream.htm）から、バ 

ックナンバーのPDFでご覧頂くことが出来ます。これ

から学校にお子さんを通わせる方、学校を選ぶ方の

ご参考になれば幸いです。 

 なお、ガルフ編集委員でもある佐藤様のご息女の

治療費支援につきましては、多数の会員の皆様から

ご厚志を頂きました。この場を借りて御礼申し上げま

す。                              （白木 秀明） 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 
 

発行 ： ヒューストン日本商工会 

発行責任者 ： 髙杉 禎 

編集委員長 ： 白木 秀明 

構成 ・ 編集 ： 前田正子／藤岡博子／岡野真弓 

印    刷 ：  Sel-Fast Printing Copies  

       & Laminating 

         （713） 782-2000  

 

By 
Kumiko 

＜第2回「宇宙船こうのとりの国産エンジン技術と宇宙船発展構想」＞ 

 今年度の第2回は、スペースセンターヒューストンのクラブルームに

て、「宇宙船こうのとりの国産エンジン技術と宇宙船発展構想」の演

題で、JAXAヒューストン駐在員事務所の高田所長代理による講演

を開催し、22家族69名の方々にご参加頂きました。 

 講演の初めは、地球上の身近な事柄と比較することで宇宙をより

実感できるような内容の解説を行いました。例えば、新幹線の速度

で進んだと仮定して、我々にとても身近な月の場合でも50日以上の

時間がかかる計算になります。一方で、我々が住む地上から上空

100kmに地球大気圏と宇宙の境目があるとされています。100kmと

いうのは、同じ地上で考えると、ヒューストンからサンアントニオを直

線で結んだ時の、半分程度の距離しかありません。宇宙は広大です

が、我々にとって意外と身近なものであることに気づかされます。 

 二つ目に、ロケットとISSについて、クイズを交えながら説明しまし

た。ロケットについては、その原理や仕組みに加えて、日本の主力ロ

ケットであるH-IIAロケットとイプシロンロケットの比較や、ISSについ

ては、国際プログラムの枠組みや目的、実績と今後の計画について

説明しました。ISSはInternational Space Stationの略で、アメリカ、ロ

シア、カナダ、日本、そして欧州の国々が参加する国際プログラム

です。高度約400ｋｍの軌道を周回する多目的の有人宇宙施設で、

宇宙の特殊な環境（真空、微小重力）を利用した様々な実験や研究

開発が行われています。 

 三つ目は、本講演の主題である、宇宙船こうのとりに搭載された国

産エンジンに関する解説を行いました。こうのとりはISSに荷物を運

ぶために日本が開発し運用を行っている無人の宇宙船です。大型

バスくらいの大きさで、一機当たり約6トンの荷物をISSに運ぶことが

できます。こうのとりがISSへ最終接近する際、絶対に衝突するような

ことがあってはいけません。その重要な運用は、つくばとヒューストン

の両管制センターからJAXAとNASAの運用チームにより協調して

行われます。さらに、その正確で安全な接近を支えているのが、信

頼性の高い国産エンジンです。講演では、エンジンの燃焼試験の

動画を使い、実際の開発秘話を交えながら、説明を行いました。 

 講演の最後には、ISSやこうのとりで得られた技術を生かして、これ

からJAXAが取り組む宇宙開発の構想について紹介しました。具体

的には、JAXAが研究を進めて

いる再突入カプセルの概要や、

国際的に進められている探査

関連ミッション構想の概要など

の紹介を行いました。講演の最

後にはたくさんの質問が挙が

り、未来の日本の宇宙開発に想

いを馳せることのできる講演会

となりました。 

＜第1回「宇宙飛行士にチャレンジ！」＞ 

 第1回は、クリアレイク地区にあるコート

ヤードマリオットホテルの会議室にて、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

開催しました。特別審査委員長として

JAXAの金井宣茂宇宙飛行士を迎え、14

家族53名の方々にご参加頂きました。 

 まず初めに、国際宇宙ステーション

（ISS）内での活動やサバイバル訓練の様

子を撮影した写真を用いて、宇宙飛行士の仕事について説明した後、以下の

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）

に各ご家族でチャレンジ頂きました。 

- 第1の能力「知識力」を試す課題として、日本を含む世界15カ国が協力して

運用しているISSに関するクイズが出題されました。日本が開発・運用を手掛

ける宇宙船「こうのとり」やISSの日本の宇宙実験棟「きぼう」に関する問題に取

り組んで頂きました。 

- 第2の能力「想像力」を試す課題として、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、しりとりを繋げ得

点を稼ぐという課題に挑戦して頂きました。 

- 第3の能力「記憶力」を試す課題として、非常に短い制限時間の中で22桁の

文字列や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

頂きました。この課題は各ご家族から代表者1名を選出して取り組んで頂きま

したが、出題者としても予想以上の正答率でした。 

- 第4の能力「持続力」を試す課題として、制限時間内で折り紙の完成個数を

競う課題に挑戦して頂きました。よく知られた話ですが、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。本セミナーのオリジナルとして、折り紙

のお題を、ゆきうさぎ、にわとり、かぶとの３種類用意し、個々の難易度によっ

て得られる点が変わると共に、全種類作成するとボーナス点が加算されます。

お父さん、お母さんが難度の高いゆきうさぎを、子供たちがかぶとを担当する

等、チームとして戦略的かつ真剣に取り組む様子が見受けられました。 

 全ての課題が終わった後、事務局による得点チェックが行われ、上位2家族

による決勝戦が行われました。決勝戦は、昨年に引き続き、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。故障し

たISS船外部品に見立てたパーツを新品のパーツと交換するのですが、一つ

だけルールがあります。それは、2本のロープを利用して、手を放してもパーツ

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。先に部

品交換を終了した方が優勝ということで、どちらのご家族も表情は真剣そのも

の。僅かの差で小林さん家族の優勝となりました。 

 本イベントの最後に、締め括りとして表彰式を行いました。金井宇宙飛行士

から優勝した小林さん家族に賞品の贈呈。また、参加された全てのご家族に

「修了証」が授与され、記念撮影が行われました。 

 第１回と第2回共に、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を行いました。

JAXAヒューストン駐在員事務所の和田所長代理の日本語での案内により、ISS運用管制室、宇宙飛行士訓練施設などを約2時間かけて見学しまし

た。第2回では、宇宙セミナーとしては初となりますSAIL（Shuttle Avionics Integration Laboratory）と呼ばれるスペースシャトル試験設備を新たにコー

スに含めることで、初めての参加者の方だけでなく、過去にご参加頂いた経験があるみなさまにも楽しんでいただけるような見学ツアーとなりました。 

 ご参加いただいたみなさまにとって、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3回宇宙セミナーもぜひご期待ください。 

 例年、多くの商工会員の皆様にご参加頂いております宇宙セミナーを今年度も引き続き開催しております。今年度は計3回予定しており、5月4日（日）に

第1回、6月1日（日）に第2回を開催致しました。 

<Houston Museum of Natural Science> 

(One Hermann Circle Drive 713-639-4629 

www.hmns.org) 

<The Menil Collection> 

(1515 Sul Ross 713-525-9400 http://

www.menil.org 入 場 無 料 Open: Wed-Sun 

11:00am-7:00pm) 

<MLB/Houston Astros at Minute Maid Park> 

http://houston.astros.mlb.com/ 

vs Marlins  7/25 (Fri) at 7:10 p.m. 

vs Marlins  7/26 (Sat) at 6:10 p.m. 

vs Marlins  7/27 (Sun) at 1:10 p.m. 

vs Athletics  7/28 (Mon) at 7:10 p.m. 

vs Athletics  7/29 (Tue) at 7:10 p.m.  

vs Athletics  7/30 (Wed) at 1:10 p.m. 

vs Blue Jays 7/31 (Thurs) at 7:10 p.m. 

vs Blue Jays 8/1 (Fri) at 7:10 p.m. 

vs Blue Jays 8/2 (Sat) at 6:10 p.m. 

vs Blue Jays 8/3 (Sun) at 1:10 p.m. 

vs Rangers  8/8 (Fri) at 7:10 p.m. 

vs Rangers   8/9 (Sat) at 6:10 p.m. 

vs Rangers  8/10 (Sun) at 1:10 p.m. 

vs Twins  8/11 (Mon) at 7:10 p.m. 

vs Twins  8/12 (Tue) at 7:10 p.m.  

vs Twins  8/13 (Wed) at 1:10 p.m. 
 

<MLS/Houston Dynamo> 

http://www.houstondynamo.com/  

Houston Restaurant Week @ Various Restau-

rant: 8/1-9/1 - ヒューストンにあるいろいろなレスト

ランにて低価格でコースメニューなどが楽しめる

期間限定のイベントが今年も開催されます。売り

上げの一部はHouston Food Bankに寄付されてい 

その他 

スポーツ 

ます。詳しくは： 
http://www.houstonrestaurantweeks.com/ 
 

North Texas State Fair and Rodeo@ Denton, 

TX: 8/15-23 - Events include a championship 

rodeo, livestock and horse shows, concerts, carni-

val rides and games, a fiddling contest, petting 

zoos and barbecue cook-offs. $10 for adults; $3 

for ages 6-12． http://www.ntfair.com/default.aspx 
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