
Gulf Stream Japan Business Association of Houston 
12651 Briar Forest Drive, Suite 105, Houston, TX 77077  TEL: (281) 493-1512, FAX: (281) 531-6730 

在ヒューストン日本国総領事館一同  

皆様、明けましておめでとうございます。 

本年は、1941年3月にニューオリンズ総領事館分館として

当館が開設されてから70周年を迎えます。この間、当地の日

米交流史には様々な出来事がありましたが、多くの先達の

方々のご苦労があって、今日の発展に至りました。昨年も、

4月のジャパン・フェスティバルをはじめとした文化行事、

11月の熊谷俊人千葉市長によるヒューストン市訪問、その他

商工会や日本人会主催による親睦行事もあって、当地と日本

の関係が一段と促進しました。 

米国経済が未だ厳しい局面にある中、当地の経済状況は他

州よりも良く、人々は意気軒昂です。これからも当地は益々

成長すると見込まれており、日本人の活躍の場も拡大してい

ます。本年も当館としてこうした邦人の方々を領事サービス

により支えるとともに、日本関連団体と協力の上、当地と日

本の政治・経済・文化的な繋がりが一層強まるよう努力して

参ります。 

2012年には、ワシントンDCポトマック河畔への桜寄贈100
周年記念行事が全米各地で行われるところ、これら行事に向

けた準備も始まります。どうぞ本年も当館業務に対する皆様

のご協力を心よりお願い申し上げます。  

ヒューストン日本商工会会長 秋葉慎一郎 

新年明けましておめでとうございます。今年も商工会会員の皆

様にとりまして幸多き年となることをお祈り申し上げます。2011年も

皆様と共に商工会活動に積極的に取り組んでゆく所存ですので、

どうぞ宜しくお願い致します。 

2010年は日米両国の政治の舞台で大きな変化が起きた年でし

た。米国では11月の中間選挙での民主党の敗北、日本では前年

の政権交代後1年余りでの9月の首相交代などが起こりました。こ

のような中で世界同時不況から一刻も早く抜け出すべく、オバマ

大統領は2009年－10年と経済振興政策を発表しました。それでも

失業率は11月時点で全米9.8%と高止まりのままでしたが、テキサ

ス州では8.1%、ヒューストン・シュガーランド・ベイタウン地域では

8.2%と全米平均を1.5%以上下回っており、石油・天然ガスといっ

た資源関連産業の中心であるテキサス州・ヒューストン近隣地域の

市況の回復は早いものと予測されています。こうした中で3年1カ月

の間名誉会長として商工会をご支援頂いた大澤総領事が、11月

に在ウィーン国際機関日本政府代表部へ大使として赴任されまし

た。今後の益々のご活躍を祈念しております。 
今年度も商工会運営において皆様のご協力を得て、明るく、

オープンで、ヒューストンらしい商工会にしたいと思っております。

ここで商工会の各常設委員会の活動をご紹介致します。 
  

■広報委員会：2010年度の実績は、商工会会報誌「ガルフスト

リーム」の10～12月の間、編集委員会を開催し当該誌を発行しま

した。2011年度は1～9月の編集委員会開催と発行を予定していま

す。合わせて、1、4、7月号にて会員向けの安全情報の提供を計

画しています。当「ガルフストリーム」では、皆様からのご投稿、取

材依頼をお待ちしております。ご意見・ご感想などもお気軽にお寄

せ下さい。皆様の活動、生活に時宜を得た次号が待ち遠しくなる

ような誌面を目指しています。（中水広報委員長） 
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編 集 部 か ら 

ガルフストリームでは、常時、皆様からのご

投稿、取材依頼をお待ちしております。ご意

見・ご感想などもお気軽にお寄せ下さい。  

連絡・問合せ先：編集部 

 ℡:281-493-1512 

 e-mail: kiji@JBAHouston.org 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 
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■企画・調査委員会：当委員会では新年1月にはオバマ政権が進

める高速鉄道計画の概要と日本勢の取り組みをご紹介する「米国に

おける高速鉄道プロジェクト講演会」を開催します。また、3月には恒

例のテキサス州日本語スピーチコンテストに審査委員を派遣します。

講演会につきましては、会員企業の皆様のご関心が高いテーマを取

り上げて、開催していきますので、ご要望のテーマ等あればお聞かせ

ください。（木村企画・調査委員長） 
 

■文化委員会：当委員会は毎年5月の『母の日』に開催されるピク

ニックの企画・運営を主に活動しています。このピクニックはヒュースト

ン在住の日本人の定例行事として定着しており、毎年700名前後の参

加者があります。今年度は5月8日（日）、The Gordon Ranchでの開催

予定で進めています。多くの皆様のご協力を頂きながら、参加頂く皆

様に満足して頂けるよう企画・運営を心がけて参ります。（野中文化委

員長） 
  

■スポーツ委員会：2010年10月より引継がせていただき、テキサス

会ゴルフコンペ及びソフトボール大会の企画・運営を担当しておりま

す。2011年も例年同様、ゴルフは年3回の開催で調整中、ソフトボー

ルは予選が4月24日（日）（於；Houston Sportsplex）、決勝が5月8日

（日）（於；Gordon Ranch、ピクニックと同時開催）にて実施予定です。

奮ってご参加ください。（阿部スポーツ委員長）     (3ページへ続く) 
ヒューストン日本商工会 理事委員会  

◆The Grand 1894 Opera House (2020 Postof-

fice, Galveston) 1-800-821-1894 

www.thegrand.com  
●Spamlot (Jan. 22 only)  
◆Main Street Theater (4617 Montrose) 713-

524-6706  
● A Catered Affair (~Jan 23)  
◆Hobby Center—Sarofim Hall (800 Bagby) 800

-982-2787 www.broadwayacrossamerica.com   
● West Side Story (~Jan 23)  
◆Houston Family Arts Center (10760 Grant Rd) 

281-685-6374 www.houstonfac.com    
● All I Really Need to Know I Learned in Kinder-
garten (Jan 21-23, 28-30) 

◆Company OnStage (536 Westbury Sq) 713-

726-1219 www.companyonstage.org     
● A Remarkable Princess (~Feb 19) 
◆Wortham Theater Center—Brown Theater (501 

Texas) 713-228-6737 ww.houstongrandopera.org      
● Jake Heggie’s Dead Man Walking (Jan 22~Feb 6) 
● Donizetti’s Lucia di Lammermoor (Jan 28~Feb 11) 
◆Opera in the Heights (1703 Heights Blvd.)  

713-861-5303 www.operaintheheights.org  
● Don Carlo (Jan.27~Feb.5, Thu~Sat only) 

◆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 
● Richard Misrach : After Katrina – Jan. 30, 2011 
● Cosmopolitan Routes: Houston Collects Latin 
American Art   – Feb. 6, 2011 

@Caroline Weiss Law Building  
● Form Follows Function: Celebrating 10 Years 
of the American Institute of Architects, Houston 
Design Collection at the Museum of Fine Arts, 
Houston. – Jan. 30, 2011 

◆Contemporary Arts Museum Houston 
(5216 Montrose Blvd, 713-284-8250, 
 www.camh.org 入場無料) 
● Benjamin Patterson: Born in the State of FLUX/
us   – Jan. 30, 2011  

◆Houston Museum of Natural Science 
(One Hermann Circle Drive, 713-639-4629, 
 www.hmns.org) 
● Real Pirates: The Untold Story of the Whydah 
from Slave Ship to Pirate Ship – Feb. 6, 2011 

● Forgotten  Gateway:  Coming  to  America 
Through Galveston Island – Feb. 20, 2011 

◆The Menil Collection(1515 Sul Ross 713-525
-9400, www.menil.org 入場無料 Open: Wed-
Sun 11:00am-7:00pm) 
● Kurt Schwitters: Color and Collage – Jan. 30, 

2011 
● Vija Celmins: Television and Disaster, 1964-1966  

– Feb. 20, 2011 
● Kissed by Angels: a Selection of Work from 
Southern California  – Feb. 20, 2011 

● Tony Smith: Drawings  – Apr. 3, 2011 

劇劇  場場  

美美  術術  等等  111月月月---666月イベント月イベント月イベント   

ミュージックミュージック  

< Rock & Pop > 

◆House of Blues Houston 888-402-5837 
● Jan 20, 8:00pm: Joe Satriani 
● Feb 9, 7:30pm: Flogging Molly 
◆Toyota Center 713-758-7200  
● Jan 18, 7:30pm: Ozzy Osbourne 
● Feb 15, 7:30pm: Linkin Park  
● Apr 8, 8pm: Lady Gaga 
● Jun 25, 7:30pm: NKOTBSB 
◆Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
● Jan 26, 7:30pm: Thirty Seconds To Mars  
● Jan 29, 7:00pm: The Spirit of Michael(Jackson) 

– Laser Spectacular 
< Metal/Punk > 

◆House of Blues Houston 888-402-5837 
● Jan 22, 7:30pm: NOFX & Bouncing Souls 

< Classic > 

◆Jones Hall, Tickets 713-224-7575 
● Jan 20 & 22, 8pm and Jan 23, 2:30pm: Verdi’s 

Requiem 
● Feb 3 & 5, 8pm and 6, 2:30pm: Gil Shaham 

Plus Beethoven 7 
● Feb 11 & 12, 8pm and 13, 2:30pm: Ravel's 

Spain With Bolero 
◆Stude Concert Hall (Rice University) 713-348

-5400 
● Jan 18, 8pm: Miami String Quartet with 

Arianna Zukerman 
● Feb 15, 8pm: Academy of St. Martin in the 

Fields Chamber En Semble 
< Country  > 

◆Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
● Feb 4, 8:00pm: Willie Nelson ◆NBA @ Toyota Center (www.nba.com/rockets)  

●Jan.19(Wed) 7:30pm Houston Rockets vs. New 
York 

●Jan.26(Wed) 7:30pm Houston Rockets vs. L.A. 
Clippers 

●Feb.8(Tue) 7:30pm Houston Rockets vs. Min-
nesota 

●Feb.12(Sat) 7:30pm Houston Rockets vs. Dallas 
●Feb.16(Wed)  7:30pm  Houston  Rockets  vs. 
Philadephia 

◆AHL @ Toyota Center (www.aeros.com) 
●Jan.16(Sun) 4:05pm Houston Aeros vs. Grand 
Rapids Griffins 

●Jan.21(Fri) 7:35pm Houston Aeros vs. Texas 
Stars 

●Jan.28(Sat) 7:35pm Houston Aeros vs. Abbots-
ford Heat 

●Feb.4(Fri)  7:35pm Houston Aeros  vs.  Texas 
Stars 

●Feb.12(Sat) 2:30pm Houston Aeros vs. Peoria 
Rivermen 

スポーツスポーツ  

その他その他  

● Jan-17: San Antonio Martian Luther King Jr. 
Parade The march will begin at 10 a.m. at the 
MLK Freedom Bridge located at 3500 MLK 
Drive and end at Pittman-Sullivan Park, 1101 
Iowa (click this link for march route and info). 
http://www.sanantonio.gov/mlk/  

● Jan- 30: Chevron Houston Marathon  毎年恒例
のヒューストンマラソン。応援に出かけてみませ
んか？詳しくは： 
http://www.chevronhoustonmarathon.com/
index.cfm  

● Feb 5,  Asian Festival  @ Institute of Texan 
Cultures at UTSA (801 S. Bowie at HemisFair 
Plaza San Antonio, TX) 210-459-2269  入場
料(前売り)Adults (13 and older), $8Children (3-
12),  $4；Children  (2  and  younger),  FREE：
Seniors (65 and older) and military with ID, 
$4 。前 売 り チ ケ ッ ト は 1 月 よ り 受 付 開 始。
www.texancultures.utsa.edu/events/asian.html 

● Feb 25- Mar. 8: 99th Mardi Gras in Downtown 
Galveston 今年もテキサス本場のマルディグラ
がガルベストンで行われます。大規模なお祭り
なのでお気をつけてお出かけください。入場料
は無料ですがParking $10 -15/dayがかかりま
す。 www.mardigrasgalveston.com 

● Mar. -3 to 6: Mardi gras in Port Aurther $5-10 
Children under 12 are free. ネットで前売り券も
格安販売しています。南東で年に一度有名な
マルディグラがあります。子供から大人まで楽
しめますので是非お出かけになってみてくださ
い。詳 し く は ： http://www.portarthur.com/
mardigras/  
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● Jan-15 at 12pm 5th anniversary Houston Martin 
Luther King Jr.  Parade. The parade will  be 
originating @at Minute Maid Park-501 Craw-
ford Street-Houston, Texas-77002. Please see 
the following link: 

  http://www.mlkgrandeparade.org/index.html 

 編  集  後  記 

夏のウィスラーは仕事で訪れたことが

ありますが、家族で行くならやはり冬。

日本庭園の緋寒櫻観賞、庭園でゴミを見

つけたらゴミ箱へはマナー。当地の暮ら

しをより安心・安全におくれるようなト

ピック、防犯の鉄則「自分と家族の安全

は自分たちで守る」。麻婆豆腐のエッセ

ンスが花椒とは。Pork Round Cakeに慌て

てかぶりつく火傷に注意。 

11月号の往路に続き、今月号は復路の

ワン！ダフル。テキサンズ、一時の快走

むなしく9年連続プレイオフ出場機会を逸

す。宇宙セミナーは当地在住者限定。機

会があれば参加したいのですが、読者の

みなさん優先です。 

2011年が読者の皆様にとって良い年で

あることを願いつつ・・。  (中水 勝) 



スフェアが開かれます。これは、生徒達が科学的事象に対して仮説を

たて、それを検証してゆく過程を記録、発表するというプロジェクトです。

学校内で選ばれた作品は、学校区、市全体のコンテストへと進み、そこ

で勝ち残ると 後は州の大会で競い合うことになります。学年や学校

によって強制参加か自由参加の場合がありますが、いずれの場合で

も参加すれば、成績にいくらかプラス点が加算されます。サイエンスプ

ロジェクトに関する本は学年や難易度別に出版され本屋で売られて

おり、また、図書館でも借りる事ができます。 
  

 April  
4 月には、キリストの復活祭であるイースターがあります。中旬の金曜

日は Good Friday と呼ばれ、学校もお休みです。アメリカはキリスト教の

国だと言われていますが、色んな人種や宗教が混沌としている公立学

校では、特定の宗教に直接関連する事を授業で訓えたり、その行事を

祝うことが禁じられているので、イースターにちなんだアクティビティー

は基本的には学校ではあまりしないことになっています。例年、この

イースター 3 連休が明けると直ぐに、一年の中で も重要と言われる

TAKS（Texas Assessment of Knowledge and Skills）Test が 4 日間にわ

たって行われます。これは、テキサス州の学力標準テストで、このテスト

の成績によって、特に、5年生と8年生の生徒は上の学年に進級できる

かが、ほぼ決まってきます。そして、学校側にとっては、生徒全体の平

均点の結果次第でその学校が州の中でどのランクに位置付けされる

かを新聞紙上でも公開される為、次年度の新入生徒数や学校予算に

も影響されてくるという非常に大切なテストなのです。ESL クラスの生

徒は TAKS の代わりに、LAT（Language Assessment Test）を受けること

もあります。 
テキサスの州法では、アメリカに来て 3 年未満の ESL の生徒は、

TAKS テストを受けなくてもよい事になっています。但し、高校卒業学

年の場合は、アメリカ滞在期間に関係なく、TAKS の他の科目と同様、

ReadingとWritingのテストを受け、標準点をとっていないと卒業が認め

られません。11 年生の時に四回、12 年生の卒業時期以前に二回、チャ

レンジする機会があるので、お子さんの担当のカウンセラーとよく相談

し、家庭教師をつける等して万全の準備をする事をお勧めします。 
  

 May  
5月はAsian Heritage Month で、アジアにある国々について良く知ろ

うと言う趣旨で始まったものです。ですから、日本人のお母さん達が日

本文化の紹介を学校に申し出ると、この月は特に歓迎してくれます。

中学・高校では、学期末テスト（Semester Final)がありますが、それが済

むと、学年度の 終月でもあることから、特別プログラム、コンサート、

フィールドトリップやクラスパーティ、また、高校の卒業学年は正装で参

加するプロムダンス等、盛りだくさんのイベントがあります。  
アメリカの学校では、一年の 後に出来るだけたくさんの生徒に賞

をあげようと、色んな名目で賞を用意します。その授与式である

Award Ceremonyは中旬以降にありますが、担任が壇上でクラスの生

徒、ひとりひとりの名前を読み上げ、Certificateの種類を発表し手渡し

てくれるので、子供たちにとっても誇らしい気持ちになる催しです。ア

メリカ人の中では、お父さんも仕事の都合をつけて、夫婦、家族一同

でこのセレモニーに出席することもめずらしくありません。  

 January  
1 月のホリデーは、New Year's day と Martin Luther King Day です。

1950 年から 60 年代に黒人の人権運動の主導者で、ノーベル平和賞

をも授与された Dr. King に敬意を払う意味で、殆どの公立学校では、

その生涯ドキュメンタリーがあの有名な“I have a dream‥‥”の演説と

共に校内テレビで放映されます。 
第 1 週には Magnet Program の申し込み締め切りがあります。これは

学力が一定の基準以上に達している学校が、各 District から許可され

た音楽、科学、外国語、その他の独自の強化プログラム（Magnet 
Program）を掲げ学校区外の生徒も募るものです。Magnet school とそ

のプログラムのリストは各学校区のウェブサイトに掲載されています。ま

た、月末にはオープンハウスをする学校もあります。  
  

 February  
2 月にはバレンタインデーがあります。日本とは違い、男女に関係な

く、家族、夫婦、友人など自分の周りにいる、自分が好きな人にプレゼ

ントをする日です。小学校では、小さなバレンタインカードやお菓子な

どをクラスのお友達で交換し合います。クラスによっては、教室の中に

生徒ひとりひとりの名前が書かれた紙袋が置かれ、それぞれが好きな

子の袋にカードやお菓子を入れていきます。また、担任や好きな先生

にも、カードやチョコレートの贈り物をする生徒もいます。 
アメリカの学校では、学校運営費補助の為の fund raising（資金集め

の活動）が盛んに行われていますが、特定のクラブやクラスでも fund 
raising として学校側に申請し、許可を得れば校内で物品を売って、そ

れを活動資金に当てても良いことになっています。 
中学・高校になると、バレンタインデーはどのクラブにとっても絶好の

資金稼ぎのチャンスです。$1から$3くらいで好きな子へのカーネイショ

ンやバラの花の配達を請け負う他、別途追加料金でぬいぐるみや他

のプレゼントの配達もしてくれたりします。  
ある高校で特にユニークなのが、数名の合唱クラブメンバーによるラ

ブソングのデリバリーで、アメリカならではの光景です。プレゼントの配

達係は授業中でも構わず教室にやってきますが、この日だけは無礼

講で、大多数の先生は目をつぶってくれます。それでも中には、配達を

拒否する先生もいるので、事前にその先生達のリストが確認されます。 
スプリングブランチでは、全国学力標準テストにあたる Stanford Test

が小学 2 年生のみを対象に行われますが、HISD の学校では、このテ

ストを 1 年生から 8 年生までを対象に 5 月に行う事になっています。 
また、2 月は Black History Month でもあり、黒人人権運動の歴史とそ

の中心となって偉業を遂げた人物、例えば、黒人を不当に扱うバスの

ボイコット運動を広域に広めた Rosa Park、前述の Dr. King 等について

生徒たちは劇や特別プログラムを通して学んでいきます。 
  

 March  
3 月には、Irish Holiday にあたるセント・パトリックデーがあります。特

に小学校では、この日何か緑色のものを身に着けていないと、お友達

につねられるという事が起こります。また、2 月末から始まったロデオに

ちなんだ絵のコンテストやフィールドトリップがあります。中旬には 1 週

間の春休みがあります。月末には、ヒューストンの小・中学校でサイエン
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新連載 もっと知りたい現地校情報(5) 
西元 洋子  

日本では、新年を迎えた三が日は、子供たちにとって年賀状やお年玉という楽しみがありますが、アメリカでは、お正月気分に浸る間もなく２日

や３日から新学期が始まります。そうは言っても、お正月だから宿題やテストは少なめだろうと期待される向きもあるでしょうが、そんな事は全くあ

りません。これも宗教や文化の違いと割り切って、親子共に頭を切り替え現地校に臨まなくてはなりません。   

現地校では、毎月のスケジュール表が生徒に配られますが、その表を見ただけでは学校で実際にどういう事が起こっているか分かり難い事も

あるかもしれません。年頭のこの機会に、学年度後半のアメリカの主なホリデーとその時期の学校の様子を月ごとに説明してみたいと思います。 

日  時：平成22年12月15日（水）11：30～13：30  
場  所：住友商事社 会議室（9階） 

出席者：名誉会員2名、理事委員9名、正会員3名（代理出席）、婦人部 

     委員長、事務局長 

欠席者：理事委員10名（会長委任8名、代理出席者委任2名） 

司 会：竹田直樹幹事 

１．商工会会長連絡（秋葉慎一郎会長） 

年頭挨拶で「明るくオープンでヒューストンらしい商工会を目指す」と

述べたとおり、今年度はヒューストンJAXAとの協力をいただき宇宙

開発・利用活動のプロモーションの一環として宇宙セミナーを企画。

12月8日の第1回目のセミナーではJAXA関係者による講演と日本語

によるNASA施設見学ツアーが行われ、大変分かりやすい内容で好

評だった。来年以降も引き続き企画できるよう努めたい。 

２．総領事館連絡（渡部隆彦首席領事・米澤篤領事） 

渡部首席領事より下記2点の連絡があった。 

①天皇誕生日レセプションについて 

12月9日に公邸で開かれた同レセプションに約150名程の参加を

いただいたことと、今回初の試みとなる公邸での日本企業による日

本ブランドのプロモーションブース設置に関し、参加者から好評を

いただいたことが報告され、参加企業への謝意が表された。 

②平成23年度新年祝賀会開催について 

毎年恒例の新年祝賀会について、来年1月14日（金）の午後4時か

ら開催予定であり、現在総領事不在という状況から簡素な形で行う

予定。 

米澤領事より下記の連絡があった。 

＊「日米経済調和対話」の議題に関する協力依頼について 

去る11月に開かれた日米首脳会談で「日米経済調和対話（U.S.-
Japan Economic Harmonization Initiative）の立ち上げが発表され

た。同対話は貿易の円滑化やビジネス環境の整備のほか、日米共

通の関心を有する地域の課題等への新たな連携・協力を推進す

ることにより日米双方の経済面の取り組みや制度の調和を図ること

を目的としている。今般、在米日系企業の意向を考慮したうえで対

話の議題提案をするため、ご意見・ご要望をお持ちの会員企業に

おかれては、ヒューストン総領事館の米澤へ12月28日（火）までに

ご連絡いただきたい。（aｔsushi.yonezawa@cgjhou.org ） 

３．Space Seminar 2011について（三宅正純副会長） 

①第1回宇宙セミナー「宇宙ステーション入門講座」実施結果報告 

12月8日（水）に36名の参加を得て同セミナーを開催（宇宙セミ

ナー開催に関する主旨など詳細はガルフストリーム11月号理事委

員会議事録第2項「Space Seminar 2011開催について」参照）。参

加者によるアンケートを実施したところ、講演、施設見学の内容は

概ね満足したという回答をいただいたが、参加者数に応じた見学

コースの見直しなど改善を図りたい。2月の婦人部委員会主催のセ

ミナーについては、宇宙全般を理解してもらう内容とし、3月以降の

セミナー内容は今回のアンケート等の結果を反映しながらも、基本

的にはISS計画や宇宙全般の理解を深めるためのものを優先する

こととする。 

②他団体への参加呼びかけについて 

今後実施予定の第5回までのセミナーについては、その参加呼び

かけ対象は商工会会員・配偶者を対象とする。来年9月以降に予

定の第6回セミナーについては、商工会主催のイベントとしたうえで

他団体（ヒューストンの日本人会や日米協会、テキサス州または他

州の商工会、日本人会等日本関連団体等）に共催・協賛という形

で広く参加を呼びかける。 

③宇宙セミナーの費用負担について 

第2回目からのセミナーの費用については、毎回参加者から参加費

（入場料$10や材料費）を徴収するほか、会議室借料と特別ツアー料

として$600は商工会が経費負担する。商工会負担金については今年

度の予算に組んでいるセミナー費（$3,200）から拠出する。 

４．JBAH 今後の寄付対応について（秋葉慎一郎会長・竹田直樹幹事） 

商工会（“JBAH”）並びにJBA Houston Foundation, Inc.（“Foundation”）

の行う寄付活動について、これまで明文化されたガイドラインがなかっ

たため、今後の寄付に関する意思決定並びに手続きプロセスの対応方

法は次のとおりとする。 

1）他団体からの寄付要請は基本的にJBAHが一義的に受けることが通 

例であり、またJBAH役員（会長以下6名）がFoundationの役員を兼務

することから、当該寄付要請があった場合はJBAH 役員間で電子メー

ル、電話などの連絡手段により情報を共有する。 

2）寄付先及び寄付内容がJBAHの設立目的に即しているものであり、 

JBAHやヒューストン日本語補習校、ヒューストン日系社会及び地域社

会との直接・間接的関係があると判断された場合には、①JBAH会員

企業への寄付依頼、②Foundation からの拠出の両面より役員間で審

議・検討する。 

3）上記2)-①の場合、JBAH事務局から同会員企業へ「他団体からの寄 

付要請に係るご案内」を通知する（事務局を介さない直接発信は回

避、また寄付を行うか否かの判断は各会員企業に一任）。当該寄付

要請元の希望がある場合は、役員間の判断により、理事委員会また

は常任委員会の場において直接のプレゼンテーション等の実施を認

めることも可とする。 

4）上記2)-②の場合、現在の寄付先（補習校、Spring Branch Education  
Foundation、Houston ISD、Katy ISD、Clear Creek ISD、MD Anderson 
Cancer Center、The Museum of Fine Arts Houston、International  
Educators to Japan）も含め、7名の役員間で審議・検討の上で決議を

行い、必要に応じて理事委員会または常任委員会で議論・報告を

行った上で、当該決議を議事録に残す。但し、決議の方法はBy-
Laws の規定どおり、役員（Board of Directors）7名全員の署名がされ

た「書面による同意（Written Consent）」を以って決議とみなすことも可

とする。 

5）Foundation の会計年度は12月末と規定されているため、2010年度 

（1～12月）の寄付金拠出については、今12月末までに上記4）のとお

り決議される予定。 

５．ヒューストン美術館日本アートギャラリー開設に係るプレゼン実施につ 

 いて （ライブロック祐子事務局長：渡辺龍二副会長代理） 

＜説明＞現在、ヒューストン美術館(The Museum of Fine Arts  Houston) 
ではアジア部門のギャラリーが開設され、既に韓国やインドネシア、イ

ンドに続き、今年10月中旬に中国がオープンした。同部門の 後とし

て日本ギャラリー開設が予定されているため、同美術館ではヒュースト

ンの日本コミュニティーの積極的な参加（寄付）を期待していることもあ

り、今般、来年1月度常任委員会でのプレゼンテーションの申し入れ

があった。 

＜結論＞1月19日の常任委員会の中で20分程度のプレゼンをすること 

で申し入れを受ける。その際に美術館側からの具体的な要望等が

あった場合は、上記議事録第4項に沿って慎重に審議・検討する。 

実施希望日時：平成23（2011）年1月19日（水）＜1月度常任委員会＞ 

プレゼンター：Ms. Christine Starkman （アジア美術部門長）、 

         Ms. Varelie Greiner（Director of Special Gifts） 

６．委員会・部会関連事項 

①安全危機管理委員会（市来肇特命理事） 

＊ガルフストリーム掲載の安全情報記事について 

先月度理事委員会でも報告があったとおり、会員やその家族への安 



Gulf    Stream 3 

レ ス ト ラ ン 紹 介 

今回は、私の好物、麻婆豆腐に注目してみたいと思います。日本で

は横浜中華街の「景徳鎮」、都ホテルに入っている「四川」などが私のお

気に入りのお店ですが、残念ながら、ここヒューストンでは、痺れる辛さ

を楽しめるレストランを見つけられずにいました。そこで、中国人の友達

にお薦めのお店に連れて行ってもらうことにしました。チャイニーズアメリ

カンでなく、本場中国の味を知っている留学生に的を絞った点は、私の

賢いところと自画自賛しておきましょう。ちなみに私の友人2人とも、日本

のドラマや雑誌で見たのでしょうか、「何で日本人はそんなに麻婆豆腐

が好きなの？もっと美味しいお料理は沢山あるのに」と呆れていました。

何故でしょうね。子供の頃から慣れ親しんだモノだからからでしょうか。 
  

1店目にご紹介したいのは、Hwy45とHwy610が南で交差する辺りに

ある「大四川」もしくはアメリカ名で「888」。ここは、四川省からやってきた

Najieちゃんのお薦めのお店で、彼女のアメリカに長く住む親戚も一番

のお薦めだそうです。このお店の麻婆豆腐は花椒という中国の山椒と、

ラー油をたっぷり使っているのが特徴で、とにかく滅茶苦茶辛くて美味

しい。ちなみに私はエクストラスパイシーをお願いして、泣きながら食べ

るのが好みです。このお店は、アメリカ人用と、中国人用メニューが別に

用意されているので、本場の味を楽しみたい方は、絶対に中国人用メ

ニューを貰ってください。言語が違うだけでなく、メニューや味付けも違う

そうです。また、Seafood Soupは絶品ですし、何を食べても大外れはな

いように思います。 
  

2店目は、Bellaireのゴールデンマーケットと同じモールにある「京津

小館」、アメリカ名で「Lucky Pot」。このお店もやはり中国人留学生の

Tracyちゃんから教えてもらったお店です。このお店も花椒を使っていて

本場の味がします。もちろん、ここでもエクストラスパイシーを頼みます。

それから、日本人が大好きな餃子類が豊富で、とっても安い。特に私の

お薦めは、Pork Round Cake。掌大の丸くて大きな焼き餃子を想像して

頂ければいいと思います。肉汁たっぷりで、慌ててかぶりついてしまうと

火傷してしまうので、慎重に。葱爆羊もお薦めです。Najieちゃんによる

と、爆とは、強い火力で一気に仕上げるお料理のことだそうです。 
  

どちらのお店も遠いのよとご不満の方へ、今回はアジア系スーパー

で買える美味しい麻婆豆腐の素もご紹介します。「川奈調味料－麻婆

豆腐―」。ミンチ肉が冷蔵庫になくても、これに豆腐さえ足せば、本格

的なお味の出来上がり。花椒を加えれば、風味も増して、とても3分クッ

キングとは思えないお料理が出来上がります。今回ご紹介した麻婆豆

腐は、どれもお子さん向けとは言えない刺激的なお味のものなので、お

子さんには別にチャーハン等をオーダーしてあげましょう。美味しいお

料理で幸せな時間を過ごしてください。                 （Ikuko Murakami）  

              Vol. 16 

   888 888 888 (((大四川大四川大四川)))      
◆住所：403 Winkler Dr. Houston, TX, 77087 

◆電話：(713) 644-8888 
  

   Lucky Pot Lucky Pot Lucky Pot (((京津小館京津小館京津小館)))   
◆住所：9888 Bellaire Blvd, Houston, TX 77036 

◆電話：(713) 995-9982   
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(ヒューストン日本商工会会長 新年ご挨拶：1ページからの続き) 

■教育委員会：当委員会は、ヒューストン日本語補習校運営委員会

として活動しております。ヒューストン日本語補習校では、現在幼稚園

児から高校生まで総勢約350名の子供達が学んでおります。運営委

員会では、補習校で学ぶ子供達が、健全に日本語並びに日本の教

育を学べるように中島校長先生、教職員の方々、保護者の方々と力

を合わせて、補習校の運営を日々行っております。1月15日（土）には

オープンハウスを開催し、現地校の先生方をお招きし、日頃の子供

達の補習校での元気な様子を見学して頂きました ＜別紙参照＞。

（川瀬教育委員長） 
  

■婦人部委員会：婦人部は11月の半ばからドネーションを開始し、

生活用品を中心に募金と一緒に”Ronald McDonald House”に寄付さ

せて頂きました。又、12月にはクリスマスオーナメントの講習会を行

い、同時に三水会センターのクリスマスツリーのオーナメントも作製し

ました。1月にはプリザーブドフラワーの講習会、2月には第2回宇宙

セミナーを予定しています。皆様、奮ってご参加下さい。ピーカンサロ

ンも随時開催致しますので、お気軽にお越しください。（秋葉婦人部

委員長） 
  

■図書委員会：当委員会として、新聞、月刊雑誌や週刊誌などの定

期購買を継続するほか、利用者からの希望図書や日本での話題の

本などを年数回購入して図書の充実を図っております。また、三水会

センターは各種グループの活動や情報交換など多様な目的に使わ

れており、今年度は婦人部委員会などの協力による様々な講習会等

を企画するなど、多目的センターとして更に楽しく、使いやすく安全な

場所を提供できるよう改善・工夫を行って参ります。（ライブロック図書

委員長） 
  

近年の日本人宇宙飛行士の方々のご活躍は、我々がこの地ヒュー

ストンに居るからこそ身近に触れることが出来るものであり、大きな喜

びです。宇宙への関心を高めて、日本人宇宙飛行士のご活躍を

我々の周りのヒューストニアンや、海を隔てた日本人に伝え、宇宙・航

空活動をプロモートしてゆくことは、正に“ヒューストンらしい”商工会の

活動なのではないかと考え、今年度より新たにJAXAの協力を得て

「宇宙セミナー」を開催することに致しました。第1回を12月に開催し、

今年度あと5回行う予定です。皆様も奮ってご参加ください。 

今年も上記のように盛り沢山の活動・行事を予定しております。これ

らに加えて、ハーマンパーク日本庭園保守への協力、ジャパンフェス

ティバルへの協賛、テキサス六者交流会への参加等も行って参りま

す。商工会としてこれらを会員の皆様方のご協力のもとで是非とも成

功させたいと考えております。どうか暖かいご支援を頂きたく宜しくお

願い致します。 

全管理の注意喚起を目的として、今般、ガルフストリーム1月号、4月

号、7月号に安全情報を掲載することになった。第1回目の1月号は

当地の犯罪に関する記事を総領事館の小山副領事に作成いただ

いた。7月号はハリケーン関連の記事となる予定で、4月号について

は現在検討中。  

②婦人部委員会（秋葉涼子婦人部委員長） 

＊活動報告 

1）Ronald McDonald Houseへの寄付 

同Houseは主にヒューストンメディカルセンターに治療に来る子ども

を抱える家庭への支援のために活動する慈善団体で、婦人部委

員会の呼びかけで段ボール箱6箱分の生活用品等の寄付と

$229.83の募金が集まり、12月15日（水）に同House へ搬入した。 

2）講習会について 

・12月3日（金）・4日（土）に「手作りクリスマスオーナメント講習会」

を開催。三宅栄里子さん（三宅副会長夫人）に講師として協力い

ただき、両日で16名の参加があった。 

・坂本吉弘先生による「プリザーブドフラワー講習会」を1月28日

（金）に三水会センターで開催予定。 

・ガルフストリームでもおなじみの西元洋子さんによる「教育講演

会」を4月に開催する方向で検討中。 

3）宇宙セミナー関連 

2月に開催予定をしている婦人部委員会主催「第2回宇宙セミ

ナー」に関し、現在、参加者向けの交通手段につき、当日特別バス

をチャーターするかどうか、チャーターした場合にかかる費用の拠

出方法などを考慮に、今後検討していく。 

③スポーツ委員会 

＊ソフトボール予選大会会場費関連報告 

（鈴木一正会員：阿部憲一スポーツ委員長代理） 

11月度理事委員会で予選会場借料が$1,250になる旨の報告をし

たが、その後の交渉で最終的に$1,100まで値下げとなった。 

＊テキサス会ゴルフ「コンチネンタル杯」大会結果報告 
     （渡辺崇宏正会員：深代律雄運輸・サービス・金融・貿易部会長代理） 

去る11月21日（日）にSouthwyck Golf Club で開かれた第540回テ

キサス会ゴルフ大会で、66名の参加者の中から男性の優勝者は

Toshiba America Information Systems社の高西さん、女性の優勝

者はJX Nippon Chemical Texas社の加戸さんとなった。ベスグロ優

勝はYamato Transport 社の牧山さん。次回テキサス会は来年5月 

に開催予定。 

④文化委員会（野中昭信文化委員長） 

＊商工会・日本人会共催ピクニックについて 

2011年のピクニックは母の日の5月8日（日）に The Gordon 
 Ranchで開催する予定。例年行われているオークションとラッフル

抽選用の賞品についてが今年度の課題となっているため、今後引

き続き委員会で検討していく。 

⑤企画調査委員会 

（ライブロック祐子事務局長：木村誠企画調査委員長代理） 

＊「米国における高速鉄道プロジェクト講演会」開催について 

JR東海の市川勝彦氏を講師としてお迎えし、来年1月度常任委員

会終了後に米国における高速鉄道網建設計画、そのメリット、日本

勢の取組みなどについて講演していただく。 

開催日時：平成23（2011）年1月19日（水）13：30～15：00 
                                 （予定：質疑応答を含む） 

開催場所：Four Seasons Hotel 
講師：市川勝彦氏 

         （JR東海旅客鉄道株式会社ワシントン事務所長） 

７．事務局関連事項（ライブロック祐子事務局長） 

①準会員入会申請承認報告 

来年1月より西元洋子氏（JAMEX Cross-Cultural Communication: 
日米異文化セミナー・コンサルタント）が準会員として入会されること

が理事委員会全会一致で承認された。 

（連絡先など詳細は事務局までお問い合わせください） 

②会員消息 

12月15日付けの会員消息を既に配送済み。同会員消息内容は今

般発刊した2010-2011年商工会会員名簿に反映。 

③年間行事予定 

12月15日付けでアップデートした年間会議・行事予定表を商工会

ホームページに掲載。リンク先は次のとおり。 
   http://www.jbahouston.org/event_meeting.htm 

④商工会名簿発刊状況報告 

2010-2011年商工会会員名簿が予定より半月ほど早く発刊され、既

に各会員企業・準会員への業者による配送、または手渡しが行わ

ている。 
  

(議事録：2ページからの続き) 

 年間行事予定については、商工会ホームページ（下記の 

 リンク先）でお確かめください。 

 http://www.jbahouston.org/image/20101215event.pdf  
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12月8日（水）ヒューストン商工会主催・JAXAヒューストン駐在員事務所共催で、第1回宇宙セミナーを実施し、36名

の方にご参加いただきました。 
宇宙セミナーは、宇宙航空研究開発機構（JAXA）職員による講演とNASAジョンソン宇宙センターの施設見学から

構成されています。今回はその模様を写真を交えてご紹介します。 
第1回の講演テーマは、「国際宇宙ステーション（ISS）入門講座」で、世界15カ国が協力して進めている国際宇宙ス

テーション計画について、JAXAヒューストン駐在員事務所の山上武尊所長代理が説明しました。 
   

 写真やビデオを多く使い、初めての方にもご理解いただけ

るよう工夫しました。若干内容が盛りだくさんだったため、最

後の方は時間が足りなくなってしまいましたが、たくさんのご

質問もいただき、皆さんに興味を持っていただけたようで良

かったです。 
 講演の後は、ジョンソン宇宙センターに移動し、施設の見学です。 
   

 まずはISSの管制室。JAXAの三宅正純所長が目に見えるものを一つずつ丁寧に

説明していきました。正面のモニターには何が映っているか、それぞれのコンソール

（卓）の役割は何か、ISSの時間はどうなっているか・・・等。ここではちょうど仕事の合

間に立ち寄ってくれた若田光一宇宙飛行士も合流。皆さんと少しだけふれあうこと

ができました。 
  

 次に訪れたのは、宇宙飛行士の訓練施設です。実物大の国際宇宙ステーション

のモックアップ（模型）が並ぶ大きくて天井の高い倉庫のような建物の中です。今回

は特別に「きぼう」日本実験棟の中まで入ることができました。全員が一緒に入るに

は「きぼう」の中は少々狭いので、4つのグループに分かれて「きぼう」の中に入り、三

宅所長の説明を聞きました。最後に、幸運にもちょうどこの訓練施設で訓練をしてい

た星出彰彦宇宙飛行士が登場。「きぼう」の前で全員の記念撮影。 
 約2時間の施設見学を終えて、JAXA事務所に戻ってくると、皆さんにはアンケート

にご協力いただきました。実は今回ご参加いただいた皆さんは、今後続いていく宇

宙セミナーの「モニター」のような役割もしていただいていたのです。アンケート結果

では、参加者全員から満足したとの回答をいただき、ほっと胸をなでおろしました。

もちろん、貴重なご提案もたくさんいただきましたので、皆さんからいただいたご意

見を今後反映して、よりよいセミナーにしていきたいと思っています。 

 (ＪＡＸＡ広報 相良久美子 ) 

患者さんがいらっしゃいます。その他には全身性エリテマトーデス（約

7万人）、皮膚筋炎・多発筋炎、強皮症、顕微鏡的多発血管炎、ベー

チェット病など数十の疾患が含まれます。ほとんど一度も耳にされたこ

とのない病名ばかりだと思います。大部分の疾患は男性よりも女性に

多くみられ、その理由として男女の遺伝子の違いや妊娠が考えられて

います。多くの疾患は厚生省の特定疾患に指定されており、医療費

の補助が受けられるようになっています。 
６）治療はどうするのか？ 

 先に述べましたように膠原病は間違った方向に免疫が活性化した

状態ですので、免疫力を抑える治療をします。その中心になるのがス

テロイド剤です。ステロイドには種々の副作用があることから雑誌やメ

ディアなどでとても悪い薬であるかのような扱いをされることがあります

が、正しく使えばこれ程すばらしい薬はありません。ほとんどの膠原病

で有効性が証明されています。ステロイド剤で充分な治療効果がえら

れない場合は、他の免疫抑制剤を併用します。免疫抑制剤にはいく

つかの種類があり、それぞれの疾患によって有効な製剤が異なって

います。 
７）治療の副作用 

最も重要なのは感染症です。免疫を抑える治療をするので、細菌・

カビ・ウイルスなどの感染がおこりやすくなります。その他には血糖上

昇、血圧上昇、顔が腫れる、体重増加、骨粗しょう症、白内障などが

あります。しかし、ほとんどの副作用は適切な薬剤を併用することによ

りコントロールが可能です。 
８）関節リウマチについて 

最後に最も患者さんの多い関節リウマチについて述べます。高齢

者の病気と思われがちですが、子供から高齢者まで幅広い年代で発

症します。男女比は1：2～1：3と女性に多い傾向にあります。症状とし

ては、手足の関節の朝のこわばりと痛みから始まり、しだいに肘や膝

などへ広がっていきます。徐々に関節の動きが悪くなって動かなくな

り、やがては変形するという経過をたどります。また様々な合併症によ

り、関節リウマチの患者さんは平均寿命が約10年間短いと言われてい

ます。 
９）関節リウマチ治療の進歩 

 関節リウマチの治療は近年劇的に良くなっています。以前はリウマ

チと診断されても鎮痛薬を飲んで痛みを抑えるのが主な治療で、関

節の変形は抑制することができませんでした。現在はリウマトレックスと

いう薬剤を内服することにより、関節の破壊を抑制できるようになって

きました。さらに関節リウマチの病態形成に関与しているTNFという分

子を特異的に抑える製剤が開発され、難治性の患者さんにも高い効

果がえられています。関節の破壊は発症2～3年以内が最も進行する

ため、この早期の時期にしっかりとした治療をすることにより、多くの患

者さんでは関節の可動制限や変形を抑制することが可能となってい

ます。また今後は生命予後も改善されることが期待されています。 
１０）最後に 

 リウマチ・膠原病の治療は最近急速に進歩しているため、専門医の

いない病院では未だ最新の診断・治療が浸透していないという問題

があります。いずれの疾患も発症早期の治療が予後に大変重要で

す。もし近くの病院でリウマチや膠原病かもしれないと言われた場合

は、速やかに専門医を受診されることをお勧めします。  
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 はじめまして。2010 年 3 月より MD  Anderson 
Cancer Centerの免疫部門で研究をしております

三苫弘喜と申します。渡米前は免疫・膠原（こうげ

ん）病・感染症内科に所属し、特にリウマチ・膠原

病の診療に従事しておりました。膠原病は一般に

治療法がなく難しい病気（難病）と考えられていま

すが、この10年間で最も進歩した分野の一つで

す。大変マイナーな領域で馴染みの薄い方が多

いとは思いますが、この機会に何となく膠原病に対するイメージを

持っていただければ幸いです。 
   

１）膠原病（自己免疫性疾患）とは 

 ヒトの体には外から侵入してきた異物や細菌・カビ・ウイルスなどの

病原体を排除するための免疫機構が存在します。通常、免疫担当細

胞は侵入者だけを攻撃して、自分の体は味方と認識して反応しない

仕組みになっています。ところが何らかの原因で免疫システムのコント

ロールが破綻して、自分自身の体（自己）を攻撃するようになったのが

膠原病です。 
２）どうして膠原病になるのか？ 

 ではなぜ自分を攻撃するようになってしまうのでしょうか？実はこの

点はまだはっきりと分かっていません。現時点では、遺伝的要因（遺

伝子多型）と環境要因（日光曝露、妊娠、異物注入、ウイルス感染、

薬剤など)が色々と重なりあって発症すると考えられています。つまり

原因は一つだけでなく複数あり、また患者さん毎に異なっています。

ほとんどの場合、原因を特定することはできません。したがって、何に

気をつければ膠原病を予防できるかということは残念ながら分かって

おりません。唯一ヒューストン生活で気をつけなければならないのは、

日光に当たり過ぎないようにすることぐらいだと思います。 
３）どこがやられるのか？ 

 免疫が自分の体を攻撃するようになると結合組織で炎症が起こりま

す。結合組織は全身のどの臓器にもありますので、膠原病では皮膚、

肺、消化器、腎臓、関節、神経など、ほぼすべての臓器が病変となる

可能性があります。しかし原因が患者さん毎に異なるように、障害され

る臓器も患者さん毎に様々です。同じ病名なのに患者さん同士で症

状が全く違うということが膠原病ではよくあります。 
４）どんな時に膠原病を疑うのか？ 

膠原病では、発熱、全身倦怠感、関節痛、皮疹、蛋白尿、腎機能

低下などが頻度の多い症状です。しかし、いずれも膠原病だけに現

れる症状ではありません。発症年齢も小児から高齢者まで様々です。

「どういった症状が出たら膠原病を疑ったらよいのですか？」という質

問を受けることがありますが、明確な答えはありません。体調不良を感

じたら、まずはかかりつけ医あるいは近くの医療機関を受診していた

だくことから始まります。経過をみるなかで主治医の先生が「もしかし

たら膠原病かも」と感じて専門医を紹介となることがほとんどです。 
５）どんな病気があるのか？ 

 リウマチ・膠原病疾患で最も多いのは、皆さんご存知の関節リウマチ

です。関節リウマチの罹患頻度は約200人に1人（0.5%）と言われてい

て、人種差はありません。気管支喘息が100人に1人の割合ですか

ら、決して稀な病気ではないと思います。日本全体では約60万人の

     

リウマチ・膠原病とはどんな病気？ 

  医師（現MD Anderson Cancer Center研究員）  

三苫 弘喜    

第７６回  

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の方々にリレー方式で次々とご登場

頂き、読者の皆様の健康に関する話、メディカルセンターの様子など連載記事として掲載しています。 

西本和正先生から膠原病・感染症がご専門の三苫弘喜先生にバトンが移りました。  

次回は、整形外科ご専門の鈴木仁士先生です。鈴木先生の前任者と私

の前任者がお知り合いだったことから、ヒューストンに来てすぐに前任者を

介して紹介してもらいました。何と驚いたことに、実は中学・高校の同級生

でした。世の中広いようで本当に狭いものです。渡米直後の大変な時期

にお互い励ましあえたことは大きな心の支えとなりました。 

講師の山上さん 

ISSの管制室 

「きぼう」内での説明 

船内被服や宇宙食の展示も行いました 
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去る11月21日(日)、第540回テキサス会「コンチネンタル杯」がヒューストン南東にある

Southwyck Golf Clubで開催され、総勢66名が参加されました。当日は多少風が強まる場面もあ

りましたが、爽やかな秋空と長袖いらずの暖かな気候の中で開催することができました。 

ダブルペリア方式で争われた本会で見事に優勝されたのはToshiba Information Systemの高

西さん。女性の部ではNisseki Chemicalの加戸さんが優勝されました。また、ベストグロスに輝か

れたのはスコア76にまとめたYamato Transport USAの牧山さんでした。皆様本当におめでとうご

ざいました。 

賞品につきまして、今回も商工会各社を始めとした多数の皆様より大変バラエティーに富ん

だ沢山のご寄付を頂きましたこと、厚く御礼申し上げます。 

尚、今年10月にコンチネンタル航空がユナイテッド航空と経営統合したことに伴い、「コンチネ

ンタル杯」としては今回が最後の大会となりました。ご提供頂いた航空券等の賞品の贈呈、及び

表彰式でのご挨拶・司会進行を頂きましたコンチネンタル航空の赤松様、本当に有り難うござい

ました。来年以降も是非「ユナイテッド杯」として本大会が継続されることを願っております。ま

た、幹事部会である運輸・サービス・金融・貿易部会の皆様におかれては、これだけ多数の方に

ご参加頂いた大会運営を非常に手際よく行って頂き、本当にお疲れ様でした。 

最後に、次回のテキサス会ゴルフに関してもより多くの方に参加頂き、引き続き盛大な会とな

ることを願っております。                        （三菱東京UFJ銀行 渡辺崇宏） 

ワン!ダフル ヒューストン 
Vol.2 帰国に備えて暮らす 

川原志津香（家庭犬しつけインストラクター）  

前回、犬たちと一緒にヒューストンに引っ越して来ましたと自己

紹介したばかりですが、今回は日本に帰国するための準備について

取り上げてみたいと思います。 
ガルフストリームの読者の中には、ヒューストンに数年間滞在

し、駐在期間が満了すれば日本へ帰国するご予定の方も多いのでは

ないかと思います。引っ越して間もない頃は、新しい環境に慣れる

のに必死で、少し経つと日々の生活が楽しくなり、帰国はまだまだ

先のこと・・・と思い勝ちです。ところが、わたしが子どもの頃、

父親の転勤で海外生活をしていたときには、5年の予定で滞在してい

た国から、わずか2年後に別の国に異動になるという急な変更があ

り、非常に慌ただしく引っ越しをした経験があります。特にペット

と暮らしているわたしたち家族のような場合は、駐在期間がスター

トして間もない頃から、常に「帰国」の2文字を意識し、帰国に備え

た生活をしておけば安心です。 
日本にペットと一緒に帰国するための手続きについては、日本の

動物検疫所のホームページに最新の情報が掲載されています（リン

クは後述）。手続きは法改正等により変更されることがありますの

で、一度流れを確認した後も、折りをみて情報をアップデートする

ことが大切です。 
日本では1957年以降、狂犬病が確認されていません。狂犬病は

犬、猫、人など多くの動物が感染し、一度発症するとほぼ100% 死に

至るという非常に恐い病気です。この病気に感染した動物を日本国

内に入れないように、日本の動物検疫手続はアメリカと比べて厳し

く、犬や猫と一緒に日本からアメリカに来るよりも、アメリカから

日本に帰る方が手続きは複雑です。 
日本に犬や猫と一緒に帰国するために必要な手続きは、原則とし

て以下の通りです（2010年12月現在）。 
1) 帰国40日前までに輸入の届出書を動物検疫所に提出（FAX、郵

送またはオンライン）し、届出受理書の交付を受けること 
2) マイクロチップを装着すること（ISO11784及び11785に適合する

こと） 
3) マイクロチップ装着後、２回以上の狂犬病予防注射を受けるこ

と（但し１回目と２回目の注射の間は30日以上あけ、かつ1年未

満であることと、ワクチンは不活化ワクチン= killed vaccineであ

ること） 
4) 上記3）の狂犬病予防注射接種後、動物病院で採血を行い、日本

の農林水産大臣が指定する検査施設（リンクは後述）に狂犬病

抗体価検査を依頼し、その結果が0.5IU/ml以上であること（アメ

リカの場合は、Kansas State University Rabies Laboratory） 
5) 上記4）の動物病院での採血日から日本到着時までに180日以上

経過すること 
6) 帰国直前に輸出国政府機関（USDA）のライセンスを受けた獣医

師による健康診断を受け、フォームＡとフォームＣを作成して

もらうこと 
7) 帰国直前に上記6）の書類に輸出国政府機関（USDA、テキサス

の場合はオースティンのTexas Area Veterinary Services）で裏書

きしてもらうこと 
上記1）から7）までの手続きには、2回の狂犬病予防注射間の30日

間と、採血後帰国までの180日間の合計の7ヶ月以上の準備期間が必

要です。狂犬病の抗体価検査の結果は2年間有効ですから、いずれ日

本に帰るご予定の方は、突然の帰国に備えて、早目に抗体価検査を

済ませておくことをお勧めします。 
動物検疫所のホームページを隅から隅まで熟読しても、慣れない

手続きで分からないところが出て来るものです。日本の動物検疫所

はとても協力的ですから、帰国日が具体的に決まった方は、すぐに

動物検疫所に電話やメールで連絡を取ることをお勧めします。わた

し自身、コーギーのシャーリを連れて3回ドイツへ渡航し、日本へ帰

国するという手続きを行いましたが、毎回動物検疫所と細かに連絡

を取り、手続きを整えました。成田空港の動物検疫所では書類審査

と個体識別（マイクロチップの確認と簡単な健康チェック）を受け

た後、30分〜1時間位で一緒に動物検疫所を出ることができました。

不備があるときは、長期間（180日以内）係留される場合があるた

め、手続きには万全を期したいものです。 
2010年6月に猫2匹と一緒に帰国されたN.S.さんによると、マイクロ

チップがISO規格のものではなかったため、自分でマイクロチップの

リーダーを購入して帰国後の動物検疫所での検査に備えなければな

らなかったり、動物病院で接種した狂犬病予防注射が依頼した不活

化ワクチン（killed vaccine）ではなく生ワクチン（live vaccine）で

あったり、飛行機に乗せる直前になって「この全面金網のケージで

は飛行機に乗せられない」と言われた、というハプニングがあった

そうです。今回の記事執筆にあたり、ご自身の経験をご紹介くださ

り、今後帰国なさる方のご参考になればとご協力頂きました。動物

検疫所や航空会社にひとつひとつ確認しながら準備しましょう。 
また、日本でのライフスタイルに合わせたしつけをしておけば、

新しい生活にもなじみやすいと思います。飛行機での移動に先立

ち、クレート（プラスチック製の移送用のハウス）に入る練習をし

ておけば移動中のストレスが少なくなります。ヒューストンよりも

密集した住宅事情の首都圏にご帰国予定であれば、無駄吠えをしな

いしつけは大切です。さらに、室内の犬用トイレで排泄するトレー

ニングをしておけば便利でしょう。道路が狭い住宅街を散歩するこ

とになりそうであれば、リードを引っ張らないで散歩ができるよう

に練習しておけば、自転車や歩行者とのトラブルも避けられます。

しつけも行動が定着するまでに少し時間がかかりますから、手続き

同様、余裕を持って進めていくことができれば理想的です。大切な

家族のために、ハード面（手続き）、ソフト面（しつけ）合わせて

しっかり帰国に備えましょう！ 
＜リンク＞ 

◎日本の動物検疫所のホームページ内の犬、猫の輸入に関するページ 

http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html 

◎日本の動物検疫所のホームページ内の狂犬病の抗体価検査を実施で

きる農林水産大臣指定の検査施設 

 http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/lab.html 

◎USDAのホームページ内のペットの輸出入に関するページ 

 http://www.aphis.usda.gov/import_export/animals/

animal_exports_pets.shtml 

◎USDAのホームページ内のテキサス管轄事務所のページ（オースティン

の事務所の情報があります） 

 http://www.aphis.usda.gov/vs-tx/ 

マイクロチップを入れているところ  狂犬病の抗体価検査の 

ための採血をしているところ  
動物病院で作ってもらった血清 

これを検査機関へ送ります 
成田空港の動物検疫所にて  

女性部門優勝 加戸さん 

優勝 高西さん 

今年もボランティアによるハーマンパーク日本庭園の清掃活動を、11月6日（土）と13日

（土）に行い、総勢約40名の方に参加戴きました。商工会、日米協会、日本人会、日系人

会の4団体の会員と家族が協力してこの清掃作業を行うことにより、JPMorgan Chase Bank
より、日米協会経由、ハーマンパークに寄付金が拠出され、毎春4月の同パークでのジャパ

ン・フェスティバルを円滑に開催できる事にも貢献しています。 

毎年2月から3月には紅梅や桜(緋寒櫻)が美しい花を咲かせる、この日本庭園は、今から

20年近く前に、日米友好のシンボルとして建設されましたが、完成から年月が経って日本

庭園らしさが薄れてきました。そこで我々日本人コミュニティーが中心となって、日本庭園

デザイナーの中井先生、造園専門家の岩崎先生を毎年日本からお招きし、正面入り口長

屋門の改修、茶室周辺の改修、藤棚の建設、樹木の移植・補植、現場スタッフのトレーニン

グ等を行い、地元ハーマンパークに協力しながら、日本らしさをキープする努力を長年続

けています。 

日本庭園にまだ訪問されたことのない方は是非一度、一度訪問された方はもう一度訪問

してみてください。そしてごみが落ちていたらそっと拾ってゴミ箱に捨ててください。その時

から日本庭園は自分の庭になった気がします。これからもこの庭園の日本らしさを存続させ

たいと願います。                             (渡辺龍二商工会副会長 ) 
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第76回 

 川瀬 敬子さん 

スキーシーズン到来！ 久しぶりにスキーをされる方は、ストレッチ

や準備運動をお忘れなく！！ 
2年前の冬、冬季オリンピックを翌年に控えたカナダのウィスラーへ

と家族3人で行きました。初日。広々としたスキー場で気分良く滑り、

あっという間に一日が終わろうとしていました。「そろそろホテルに戻ろ

う。」と、踏み込んだコースはコブコブ、しかもガリガリ…。何とか半分く

らい滑り降りてきたところでバランスを崩し転倒。「痛っ…。」その時、膝

から「コンッ」と変な音が…。 
何とかホテルまで自力で滑って降りたものの膝が痛い。膝の捻挫か

な…？部屋に戻りパソコンで調べてみると、「膝の捻挫、それは靭帯の

損傷」と書いてあるではありませんか。ショック！ 
旅行気分も吹き飛び、翌日は病院に行くことにしました。医師の診

察を受けると、レントゲンを撮るまでもなく、「きっと、靭帯が一部切れて

しまったのだろうね。今回の滞在中、スキーは止めておきなさい。」と。

ガックリ…。 
傷心のまま一人ホテルに戻り、お医者さんの言いつけ通り膝を氷で

冷やしつつ、ヒューストンの外科医を調べて予約を取り、後はすること

もなし。翌日からの数日間、何をしよう…。ひとしきり落ち込んだ後は、

「いつまでもクヨクヨしていても仕方ない！」と気持ちを切り替え、ス

キー以外のアクティビティを探し始めました。膝に違和感はあるものの

歩けたので、（本当はあまり歩いてはいけなかったかも…）、ショッピン

グ、スパでマッサージ、ネイルサロン、図書館、ゲレンデを見ながらお

茶…など、ちょっぴり一人旅気分を楽しみました。その間、夫はス

キー、息子はスノーボード三昧。 
そして、一日は家族で「犬ぞり（dog sled）」に行きました。ソリを引く

犬を先頭に、息子と私を乗せたソリ、後方にソリの指揮をとる夫。通

常、3人グループには4頭の犬が割り当てられるのに、なぜか3頭。子

供は半人前とカウントしたのか、私の体重を甘く見積もりすぎたの

か…。途中、見かねた担当のお兄さんが１頭増やしてくれたものの、ど

うもパワー不足。緩やかな上り坂でも失速し、夫の励ましも虚しく犬達

の背中は「もう限界…」と言っています。そして、後ろからは別の犬ぞり

が迫ってきます。 

と、その時、「お父さん、

ソリを押して走って～！」と

息子の声。「えっ !?」と夫。

確かにそうするしかなさそ

う。夫がソリを押し始めると

一気に加速。犬達も突然

の助っ人の登場に元気を

取り戻し、一生懸命に走り

始めました。犬たちの軽快な足音、衣擦れならぬスキーウェアの擦れ

る音、苦しそうな息づかい…。（Who?） 
息子と私はソリの中で毛布に包まり、「dog sled じゃなくて dad sledだ

ねー。」と言いながら、犬ぞりを大いに楽しんだのでした。（お父さん、

お疲れさま。） 
そんなこんなで、慌しかったけれど、それなりに楽しめたスキー旅

行。しかし、その後に人生初の“飛行機に乗り遅れるハプニング”が待

ち受けているとは誰が想像できたでしょう。空港へ向かう途中、渋滞に

巻き込まれ大幅に遅刻。そして、マイナー路線（国際線）だったせい

か、出発の1時間前でもチェックイン･カウンターは無人状態。しかも連

絡もつかず。皆さんもお気をつけ下さい！ 
さて、膝の治療ですが、ヒューストンでCTを撮った結果、Dr. Lは「靭

帯は切れていないようだね。でも、膝のお皿の裏がザラザラしているせ

いで膝が痛むんだよ。お皿の表面をスムースにする手術をしよう。」と。

そのことを知り合いのアメリカ人の方に話したら、「手術をするならば、

セカンドオピニオンを絶対に取るべきよ。」とのアドバイス。今度はス

ポーツ専門医のDr. Mの診察を受けました。すると、同じCTのフィルム

を見た上での診断は全く違ったものでした。「やはり膝前十字靭帯の

一部が損傷していますね。お皿を削る手術なんて意味がない。リハビ

リをしながら様子をみて、必要があれば靭帯の再建手術を考えましょ

う。」と。結局、数ヶ月のリハビリの後、手術はしなくて済みました。

（ホッ。） 
ハプニングの連続でしたが、一生忘れられない旅行となりました。

ウィスラーは街も充実、食事も美味しくておすすめです！！ 

 

～ウィスラー、スキー旅行記～ 

活動報告活動報告活動報告   

婦人部だより 

婦人部では毎年地域社会への貢献を目指し寄付活動を続け

ておりますが、今年はロナルド・マクドナルド・ハウスへの寄付を行

いました。 

ロナルド・マクドナルド・ハウスは長期入院のお子様とそのご家

族を支援する施設で、世界中に260ヶ所、ヒューストンにもそのうち

の3ヶ所がございます。これらの施設は個人の寄付と多くのボラン

ティアに支えられ運営されております。 

11月半ばより三水会センターにドネーションボックスを設置し、

12月4日と11日の土曜日には補習校に於いて寄付の呼びかけを

致しました。お陰様で寄付金$229.83とダンボール６箱分の生活

必需品が集まり、それらを12月15日にロナルド・マクドナルド・ハウ

スに納める事が出来ました。これもひとえに皆様方のご協力のお

陰であり、婦人部一同心より感謝致しております。 
今回、こちらの施設を訪れ入院中の二人の女の子の笑顔に出

会い、私たちの活動が少しでも彼女たちの助けとなり、一日も早く

回復することを祈らずにはいられませんでした。 

婦人部主催のドネーションに温かい励ましとご協力を頂きまし

た皆様に深くお礼申し上げます。 

    ヒューストン市犯罪発生認知件数 

  
2009年月平均 

2010年1月から 

10月の月平均 

殺人 24.3 23.1 

強姦 68.6 60.3 

強盗 947.3 789.4 

傷害 1093.2 1014.0 
住居侵入 

＋侵入盗 
2439.9 2323.4 

非侵入盗 6421.5 6226.7 
自動車盗 1216.3 1072.3 

「ヒューストン安全情報発信」と言われると「えっ、何？」と驚かれるかもしれません。

本誌読者の皆様へ、ヒューストンにお住まいの皆様へ、この街での暮らしをより安心・

安全に送れるようなトピックスやヒントを提供させていただくのが本コラムです。 
第1回のテーマは、皆様の身近な関心事のひとつ、「防犯」です。 
ヒューストン市の2010年1月から10月までの犯罪発生認知件数は、2009年月平均と

比較して減少。さらに、10万人あたりの年間犯罪発生認知件数統計では、ヒューストン

市は概ね全米平均を下回っています（但し、強盗件数は全米平均より高い）。 

こうした傾向を見て安心してはいけません。統計が示すように、ヒューストン市では平

均すると、強盗事件が毎日25件以上、非侵入盗（ひったくり、車上荒らし等）が毎日

200件以上発生しているのです。 近でも、日本人がよく利用する飲食店等の周辺で

強盗事件や発砲事件が発生しています。 
防犯の鉄則「自分と家族の安全は自分たちで守る」を常に心がけることが大切で

す。私たちは、暮らしやすくなったこの街で日頃平穏に暮らしています。事件・事故に

遭遇しない日々が続くと、つい「防犯」への心構えを忘れがちです。でも、ここはアメリ

カ・ヒューストン。いつも用心を怠らず、深夜の外出をできるだけ避け、日中であっても

危険な場所や人影のない場所に近づかない等、十分にご注意して下さい。 
また、自動車社会のこの街では、特に、駐車場や自宅ガレージが犯罪発生場所に

なります。駐車時に施錠をしっかり確認する、貴重品やカバン、コンピュータを車の中

（特に外から見える場所）に絶対に放置しない、柱の陰等を避けて出来るだけ人目の

多いところに駐車する等の注意も必要です。 
「防犯」に関するより詳しい情報は、在ヒューストン日本国総領事館のウェブサイトか

ら「海外安全対策マニュアル・テキサス・オクラホマ編」（http://www.houston.us.emb-
japan.go.jp/jp/pdf/safetymanual2009.pdf）が入手できます。一読いただき、改めて防犯

対策についてご家族で見直してみてはいかがでしょうか。 
ヒューストン日本商工会では、皆様からの安全や犯罪に係る情報、本誌で取り上げ

てほしいテーマ等を募集しています。どうぞお気軽に事務局（yraibu6@jbahouston.org
または、FAX：281-531-6730）までご意見・情報をお寄せください。 

(商工会安全危機管理委員会 ) 

10万人あたりの年間犯罪発生認知件数(2009年） 

  ヒューストン市 全米 

殺人 3.5 5.0 

強姦 9.8 28.7 
強盗 135.3 133.0 
傷害 156.2 262.8 

住居侵入 

＋侵入盗 
348.5 716.3 

非侵入盗 917.3 2060.9 

自動車盗 173.7 258.8 

Gulf    Stream 7 

12月3日（金）、4日（土）の二日間、午前10時から12時まで三水会センター会議室にて婦

人部委員会主催によるクリスマスオーナメント講習会が開かれました。 

前回のイースターエッグ講習会に続く第2弾！講師はおなじみ婦人部委員の三宅栄里

子さんです。参加者は3日9名、4日7名。両日とも和やかな雰囲気の中行われました。 
オーナメントはハート型の発泡スチロールに布を木目込んで作ります。参加者の皆さん

には数種類ある布の組み合わせの中から、クリスマスらしい赤と緑、少しシックな白と青など

お好みの色柄を選んでいただきました。 
作業は、発砲スチロールに木目込んでいく布の下書きをし、ナイフで切り込みを入れて

いくことから始めます。ここに布を入れていくのですが、これがなかなかコツのいる作業で

す。事前に講習を受けておりました私たち婦人部委員も慣れるまで時間がかかりましたが、

布が上手く入ってくれると楽しい！一時はおしゃべりも忘れて没頭するほどでした。お申し

込みいただいた皆さまは、さすがに手先の器用な方が多かったとみえて、順調に作業を進

めていらっしゃいました。 

このオーナメントには、吊り下げて飾れるように素敵な台もセットされています。残念なが

ら、講習時間内に完成した方はいらっしゃいませんでしたが、その後ご自宅で素敵な完成

品を飾って楽しんで頂けたことと思います。もしまだ完成していらっしゃらない方、お困りの

方がおられましたら以下のアドレス（お申し込み時と同じ）までご連絡いただきますようお願

い致します。 
今回、講習会にご参加くださいました皆さまに婦人部よりお礼を申し上げます。また、今

回ご都合のつかなかった方は次回予定しています講習会を是非楽しみになさってください

ませ。ご連絡先：jbahfujinbucraft@yahoo.co.jp 

婦人部だより 

今年 後の「読み聞かせの会」が行わ

れました。 

12月は、クリスマスに大晦日、お正月と

イベントが盛り沢山。ワクワクする気持ちを

ちびっ子達と一緒に楽しみました。これか

らも季節感のある絵本を紹介していきたいと思います。 
  

「絵本読み聞かせの会」  12月4日（土） 三水会センターにて                   

◆3歳以上 「おおかみと七ひきのこやぎ」、「ぐりとぐらのおきゃくさま」、

「ふしぎなナイフ」（いずれも福音館書店）  

◆3才未満 「ゆきのひのうさこちゃん」、「どうぶつのおやこ」（いずれも

福音館書店）、「くつしたくん」（ブロンズ新社）、「しろくまくんなにがきこ

える？」（偕成社）   

スタッフは随時募集中につき、ご興味をお持ちの方やお問い合わせは

下記アドレスまでご連絡下さい、お待ちしています！！   

   あそぼーかい mama_asobokai@yahoo.co.jp 
   読み聞かせの会 houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

次回開催予定 

「絵本読み聞かせの会」     

  １月２２日（土）・２月１２日（土）・３月５日（土） 

   １０時３０分～ ３歳以上 ／ １１時００分～ ３歳未満 

「あそぼーかい」～小さい子向け～ 

  １月２１日（金） １０時３０分～ １月２９日（土）  ９時３０分～ 

  ２月１９日（土）  ９時３０分～ ２月２５日（金） １０時３０分～ 

※変更がある場合もございます。三水会センターポスターやヒュース

トンなびでもご確認下さい。 

出所： 

 ヒューストン市警察（http://mycity.houstontx.gov/crime/ucrPage.aspx） 

 及びFBI（http://www2.fbi.gov/ucr/cius2009/index.html） 
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第76回 

 川瀬 敬子さん 

スキーシーズン到来！ 久しぶりにスキーをされる方は、ストレッチ

や準備運動をお忘れなく！！ 
2年前の冬、冬季オリンピックを翌年に控えたカナダのウィスラーへ

と家族3人で行きました。初日。広々としたスキー場で気分良く滑り、

あっという間に一日が終わろうとしていました。「そろそろホテルに戻ろ

う。」と、踏み込んだコースはコブコブ、しかもガリガリ…。何とか半分く

らい滑り降りてきたところでバランスを崩し転倒。「痛っ…。」その時、膝

から「コンッ」と変な音が…。 
何とかホテルまで自力で滑って降りたものの膝が痛い。膝の捻挫か

な…？部屋に戻りパソコンで調べてみると、「膝の捻挫、それは靭帯の

損傷」と書いてあるではありませんか。ショック！ 
旅行気分も吹き飛び、翌日は病院に行くことにしました。医師の診

察を受けると、レントゲンを撮るまでもなく、「きっと、靭帯が一部切れて

しまったのだろうね。今回の滞在中、スキーは止めておきなさい。」と。

ガックリ…。 
傷心のまま一人ホテルに戻り、お医者さんの言いつけ通り膝を氷で

冷やしつつ、ヒューストンの外科医を調べて予約を取り、後はすること

もなし。翌日からの数日間、何をしよう…。ひとしきり落ち込んだ後は、

「いつまでもクヨクヨしていても仕方ない！」と気持ちを切り替え、ス

キー以外のアクティビティを探し始めました。膝に違和感はあるものの

歩けたので、（本当はあまり歩いてはいけなかったかも…）、ショッピン

グ、スパでマッサージ、ネイルサロン、図書館、ゲレンデを見ながらお

茶…など、ちょっぴり一人旅気分を楽しみました。その間、夫はス

キー、息子はスノーボード三昧。 
そして、一日は家族で「犬ぞり（dog sled）」に行きました。ソリを引く

犬を先頭に、息子と私を乗せたソリ、後方にソリの指揮をとる夫。通

常、3人グループには4頭の犬が割り当てられるのに、なぜか3頭。子

供は半人前とカウントしたのか、私の体重を甘く見積もりすぎたの

か…。途中、見かねた担当のお兄さんが１頭増やしてくれたものの、ど

うもパワー不足。緩やかな上り坂でも失速し、夫の励ましも虚しく犬達

の背中は「もう限界…」と言っています。そして、後ろからは別の犬ぞり

が迫ってきます。 

と、その時、「お父さん、

ソリを押して走って～！」と

息子の声。「えっ !?」と夫。

確かにそうするしかなさそ

う。夫がソリを押し始めると

一気に加速。犬達も突然

の助っ人の登場に元気を

取り戻し、一生懸命に走り

始めました。犬たちの軽快な足音、衣擦れならぬスキーウェアの擦れ

る音、苦しそうな息づかい…。（Who?） 
息子と私はソリの中で毛布に包まり、「dog sled じゃなくて dad sledだ

ねー。」と言いながら、犬ぞりを大いに楽しんだのでした。（お父さん、

お疲れさま。） 
そんなこんなで、慌しかったけれど、それなりに楽しめたスキー旅

行。しかし、その後に人生初の“飛行機に乗り遅れるハプニング”が待

ち受けているとは誰が想像できたでしょう。空港へ向かう途中、渋滞に

巻き込まれ大幅に遅刻。そして、マイナー路線（国際線）だったせい

か、出発の1時間前でもチェックイン･カウンターは無人状態。しかも連

絡もつかず。皆さんもお気をつけ下さい！ 
さて、膝の治療ですが、ヒューストンでCTを撮った結果、Dr. Lは「靭

帯は切れていないようだね。でも、膝のお皿の裏がザラザラしているせ

いで膝が痛むんだよ。お皿の表面をスムースにする手術をしよう。」と。

そのことを知り合いのアメリカ人の方に話したら、「手術をするならば、

セカンドオピニオンを絶対に取るべきよ。」とのアドバイス。今度はス

ポーツ専門医のDr. Mの診察を受けました。すると、同じCTのフィルム

を見た上での診断は全く違ったものでした。「やはり膝前十字靭帯の

一部が損傷していますね。お皿を削る手術なんて意味がない。リハビ

リをしながら様子をみて、必要があれば靭帯の再建手術を考えましょ

う。」と。結局、数ヶ月のリハビリの後、手術はしなくて済みました。

（ホッ。） 
ハプニングの連続でしたが、一生忘れられない旅行となりました。

ウィスラーは街も充実、食事も美味しくておすすめです！！ 

 

～ウィスラー、スキー旅行記～ 

活動報告活動報告活動報告   

婦人部だより 

婦人部では毎年地域社会への貢献を目指し寄付活動を続け

ておりますが、今年はロナルド・マクドナルド・ハウスへの寄付を行

いました。 

ロナルド・マクドナルド・ハウスは長期入院のお子様とそのご家

族を支援する施設で、世界中に260ヶ所、ヒューストンにもそのうち

の3ヶ所がございます。これらの施設は個人の寄付と多くのボラン

ティアに支えられ運営されております。 

11月半ばより三水会センターにドネーションボックスを設置し、

12月4日と11日の土曜日には補習校に於いて寄付の呼びかけを

致しました。お陰様で寄付金$229.83とダンボール６箱分の生活

必需品が集まり、それらを12月15日にロナルド・マクドナルド・ハウ

スに納める事が出来ました。これもひとえに皆様方のご協力のお

陰であり、婦人部一同心より感謝致しております。 
今回、こちらの施設を訪れ入院中の二人の女の子の笑顔に出

会い、私たちの活動が少しでも彼女たちの助けとなり、一日も早く

回復することを祈らずにはいられませんでした。 

婦人部主催のドネーションに温かい励ましとご協力を頂きまし

た皆様に深くお礼申し上げます。 

    ヒューストン市犯罪発生認知件数 

  
2009年月平均 

2010年1月から 

10月の月平均 

殺人 24.3 23.1 

強姦 68.6 60.3 

強盗 947.3 789.4 

傷害 1093.2 1014.0 
住居侵入 

＋侵入盗 
2439.9 2323.4 

非侵入盗 6421.5 6226.7 
自動車盗 1216.3 1072.3 

「ヒューストン安全情報発信」と言われると「えっ、何？」と驚かれるかもしれません。

本誌読者の皆様へ、ヒューストンにお住まいの皆様へ、この街での暮らしをより安心・

安全に送れるようなトピックスやヒントを提供させていただくのが本コラムです。 
第1回のテーマは、皆様の身近な関心事のひとつ、「防犯」です。 
ヒューストン市の2010年1月から10月までの犯罪発生認知件数は、2009年月平均と

比較して減少。さらに、10万人あたりの年間犯罪発生認知件数統計では、ヒューストン

市は概ね全米平均を下回っています（但し、強盗件数は全米平均より高い）。 

こうした傾向を見て安心してはいけません。統計が示すように、ヒューストン市では平

均すると、強盗事件が毎日25件以上、非侵入盗（ひったくり、車上荒らし等）が毎日

200件以上発生しているのです。 近でも、日本人がよく利用する飲食店等の周辺で

強盗事件や発砲事件が発生しています。 
防犯の鉄則「自分と家族の安全は自分たちで守る」を常に心がけることが大切で

す。私たちは、暮らしやすくなったこの街で日頃平穏に暮らしています。事件・事故に

遭遇しない日々が続くと、つい「防犯」への心構えを忘れがちです。でも、ここはアメリ

カ・ヒューストン。いつも用心を怠らず、深夜の外出をできるだけ避け、日中であっても

危険な場所や人影のない場所に近づかない等、十分にご注意して下さい。 
また、自動車社会のこの街では、特に、駐車場や自宅ガレージが犯罪発生場所に

なります。駐車時に施錠をしっかり確認する、貴重品やカバン、コンピュータを車の中

（特に外から見える場所）に絶対に放置しない、柱の陰等を避けて出来るだけ人目の

多いところに駐車する等の注意も必要です。 
「防犯」に関するより詳しい情報は、在ヒューストン日本国総領事館のウェブサイトか

ら「海外安全対策マニュアル・テキサス・オクラホマ編」（http://www.houston.us.emb-
japan.go.jp/jp/pdf/safetymanual2009.pdf）が入手できます。一読いただき、改めて防犯

対策についてご家族で見直してみてはいかがでしょうか。 
ヒューストン日本商工会では、皆様からの安全や犯罪に係る情報、本誌で取り上げ

てほしいテーマ等を募集しています。どうぞお気軽に事務局（yraibu6@jbahouston.org
または、FAX：281-531-6730）までご意見・情報をお寄せください。 

(商工会安全危機管理委員会 ) 

10万人あたりの年間犯罪発生認知件数(2009年） 

  ヒューストン市 全米 

殺人 3.5 5.0 

強姦 9.8 28.7 
強盗 135.3 133.0 
傷害 156.2 262.8 

住居侵入 

＋侵入盗 
348.5 716.3 

非侵入盗 917.3 2060.9 

自動車盗 173.7 258.8 
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12月3日（金）、4日（土）の二日間、午前10時から12時まで三水会センター会議室にて婦

人部委員会主催によるクリスマスオーナメント講習会が開かれました。 

前回のイースターエッグ講習会に続く第2弾！講師はおなじみ婦人部委員の三宅栄里

子さんです。参加者は3日9名、4日7名。両日とも和やかな雰囲気の中行われました。 
オーナメントはハート型の発泡スチロールに布を木目込んで作ります。参加者の皆さん

には数種類ある布の組み合わせの中から、クリスマスらしい赤と緑、少しシックな白と青など

お好みの色柄を選んでいただきました。 
作業は、発砲スチロールに木目込んでいく布の下書きをし、ナイフで切り込みを入れて

いくことから始めます。ここに布を入れていくのですが、これがなかなかコツのいる作業で

す。事前に講習を受けておりました私たち婦人部委員も慣れるまで時間がかかりましたが、

布が上手く入ってくれると楽しい！一時はおしゃべりも忘れて没頭するほどでした。お申し

込みいただいた皆さまは、さすがに手先の器用な方が多かったとみえて、順調に作業を進

めていらっしゃいました。 

このオーナメントには、吊り下げて飾れるように素敵な台もセットされています。残念なが

ら、講習時間内に完成した方はいらっしゃいませんでしたが、その後ご自宅で素敵な完成

品を飾って楽しんで頂けたことと思います。もしまだ完成していらっしゃらない方、お困りの

方がおられましたら以下のアドレス（お申し込み時と同じ）までご連絡いただきますようお願

い致します。 
今回、講習会にご参加くださいました皆さまに婦人部よりお礼を申し上げます。また、今

回ご都合のつかなかった方は次回予定しています講習会を是非楽しみになさってください

ませ。ご連絡先：jbahfujinbucraft@yahoo.co.jp 

婦人部だより 

今年 後の「読み聞かせの会」が行わ

れました。 

12月は、クリスマスに大晦日、お正月と

イベントが盛り沢山。ワクワクする気持ちを

ちびっ子達と一緒に楽しみました。これか

らも季節感のある絵本を紹介していきたいと思います。 
  

「絵本読み聞かせの会」  12月4日（土） 三水会センターにて                   

◆3歳以上 「おおかみと七ひきのこやぎ」、「ぐりとぐらのおきゃくさま」、

「ふしぎなナイフ」（いずれも福音館書店）  

◆3才未満 「ゆきのひのうさこちゃん」、「どうぶつのおやこ」（いずれも

福音館書店）、「くつしたくん」（ブロンズ新社）、「しろくまくんなにがきこ

える？」（偕成社）   

スタッフは随時募集中につき、ご興味をお持ちの方やお問い合わせは

下記アドレスまでご連絡下さい、お待ちしています！！   

   あそぼーかい mama_asobokai@yahoo.co.jp 
   読み聞かせの会 houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

次回開催予定 

「絵本読み聞かせの会」     

  １月２２日（土）・２月１２日（土）・３月５日（土） 

   １０時３０分～ ３歳以上 ／ １１時００分～ ３歳未満 

「あそぼーかい」～小さい子向け～ 

  １月２１日（金） １０時３０分～ １月２９日（土）  ９時３０分～ 

  ２月１９日（土）  ９時３０分～ ２月２５日（金） １０時３０分～ 

※変更がある場合もございます。三水会センターポスターやヒュース

トンなびでもご確認下さい。 

出所： 

 ヒューストン市警察（http://mycity.houstontx.gov/crime/ucrPage.aspx） 

 及びFBI（http://www2.fbi.gov/ucr/cius2009/index.html） 
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去る11月21日(日)、第540回テキサス会「コンチネンタル杯」がヒューストン南東にある

Southwyck Golf Clubで開催され、総勢66名が参加されました。当日は多少風が強まる場面もあ

りましたが、爽やかな秋空と長袖いらずの暖かな気候の中で開催することができました。 

ダブルペリア方式で争われた本会で見事に優勝されたのはToshiba Information Systemの高

西さん。女性の部ではNisseki Chemicalの加戸さんが優勝されました。また、ベストグロスに輝か

れたのはスコア76にまとめたYamato Transport USAの牧山さんでした。皆様本当におめでとうご

ざいました。 

賞品につきまして、今回も商工会各社を始めとした多数の皆様より大変バラエティーに富ん

だ沢山のご寄付を頂きましたこと、厚く御礼申し上げます。 

尚、今年10月にコンチネンタル航空がユナイテッド航空と経営統合したことに伴い、「コンチネ

ンタル杯」としては今回が最後の大会となりました。ご提供頂いた航空券等の賞品の贈呈、及び

表彰式でのご挨拶・司会進行を頂きましたコンチネンタル航空の赤松様、本当に有り難うござい

ました。来年以降も是非「ユナイテッド杯」として本大会が継続されることを願っております。ま

た、幹事部会である運輸・サービス・金融・貿易部会の皆様におかれては、これだけ多数の方に

ご参加頂いた大会運営を非常に手際よく行って頂き、本当にお疲れ様でした。 

最後に、次回のテキサス会ゴルフに関してもより多くの方に参加頂き、引き続き盛大な会とな

ることを願っております。                        （三菱東京UFJ銀行 渡辺崇宏） 

ワン!ダフル ヒューストン 
Vol.2 帰国に備えて暮らす 

川原志津香（家庭犬しつけインストラクター）  

前回、犬たちと一緒にヒューストンに引っ越して来ましたと自己

紹介したばかりですが、今回は日本に帰国するための準備について

取り上げてみたいと思います。 
ガルフストリームの読者の中には、ヒューストンに数年間滞在

し、駐在期間が満了すれば日本へ帰国するご予定の方も多いのでは

ないかと思います。引っ越して間もない頃は、新しい環境に慣れる

のに必死で、少し経つと日々の生活が楽しくなり、帰国はまだまだ

先のこと・・・と思い勝ちです。ところが、わたしが子どもの頃、

父親の転勤で海外生活をしていたときには、5年の予定で滞在してい

た国から、わずか2年後に別の国に異動になるという急な変更があ

り、非常に慌ただしく引っ越しをした経験があります。特にペット

と暮らしているわたしたち家族のような場合は、駐在期間がスター

トして間もない頃から、常に「帰国」の2文字を意識し、帰国に備え

た生活をしておけば安心です。 
日本にペットと一緒に帰国するための手続きについては、日本の

動物検疫所のホームページに最新の情報が掲載されています（リン

クは後述）。手続きは法改正等により変更されることがありますの

で、一度流れを確認した後も、折りをみて情報をアップデートする

ことが大切です。 
日本では1957年以降、狂犬病が確認されていません。狂犬病は

犬、猫、人など多くの動物が感染し、一度発症するとほぼ100% 死に

至るという非常に恐い病気です。この病気に感染した動物を日本国

内に入れないように、日本の動物検疫手続はアメリカと比べて厳し

く、犬や猫と一緒に日本からアメリカに来るよりも、アメリカから

日本に帰る方が手続きは複雑です。 
日本に犬や猫と一緒に帰国するために必要な手続きは、原則とし

て以下の通りです（2010年12月現在）。 
1) 帰国40日前までに輸入の届出書を動物検疫所に提出（FAX、郵

送またはオンライン）し、届出受理書の交付を受けること 
2) マイクロチップを装着すること（ISO11784及び11785に適合する

こと） 
3) マイクロチップ装着後、２回以上の狂犬病予防注射を受けるこ

と（但し１回目と２回目の注射の間は30日以上あけ、かつ1年未

満であることと、ワクチンは不活化ワクチン= killed vaccineであ

ること） 
4) 上記3）の狂犬病予防注射接種後、動物病院で採血を行い、日本

の農林水産大臣が指定する検査施設（リンクは後述）に狂犬病

抗体価検査を依頼し、その結果が0.5IU/ml以上であること（アメ

リカの場合は、Kansas State University Rabies Laboratory） 
5) 上記4）の動物病院での採血日から日本到着時までに180日以上

経過すること 
6) 帰国直前に輸出国政府機関（USDA）のライセンスを受けた獣医

師による健康診断を受け、フォームＡとフォームＣを作成して

もらうこと 
7) 帰国直前に上記6）の書類に輸出国政府機関（USDA、テキサス

の場合はオースティンのTexas Area Veterinary Services）で裏書

きしてもらうこと 
上記1）から7）までの手続きには、2回の狂犬病予防注射間の30日

間と、採血後帰国までの180日間の合計の7ヶ月以上の準備期間が必

要です。狂犬病の抗体価検査の結果は2年間有効ですから、いずれ日

本に帰るご予定の方は、突然の帰国に備えて、早目に抗体価検査を

済ませておくことをお勧めします。 
動物検疫所のホームページを隅から隅まで熟読しても、慣れない

手続きで分からないところが出て来るものです。日本の動物検疫所

はとても協力的ですから、帰国日が具体的に決まった方は、すぐに

動物検疫所に電話やメールで連絡を取ることをお勧めします。わた

し自身、コーギーのシャーリを連れて3回ドイツへ渡航し、日本へ帰

国するという手続きを行いましたが、毎回動物検疫所と細かに連絡

を取り、手続きを整えました。成田空港の動物検疫所では書類審査

と個体識別（マイクロチップの確認と簡単な健康チェック）を受け

た後、30分〜1時間位で一緒に動物検疫所を出ることができました。

不備があるときは、長期間（180日以内）係留される場合があるた

め、手続きには万全を期したいものです。 
2010年6月に猫2匹と一緒に帰国されたN.S.さんによると、マイクロ

チップがISO規格のものではなかったため、自分でマイクロチップの

リーダーを購入して帰国後の動物検疫所での検査に備えなければな

らなかったり、動物病院で接種した狂犬病予防注射が依頼した不活

化ワクチン（killed vaccine）ではなく生ワクチン（live vaccine）で

あったり、飛行機に乗せる直前になって「この全面金網のケージで

は飛行機に乗せられない」と言われた、というハプニングがあった

そうです。今回の記事執筆にあたり、ご自身の経験をご紹介くださ

り、今後帰国なさる方のご参考になればとご協力頂きました。動物

検疫所や航空会社にひとつひとつ確認しながら準備しましょう。 
また、日本でのライフスタイルに合わせたしつけをしておけば、

新しい生活にもなじみやすいと思います。飛行機での移動に先立

ち、クレート（プラスチック製の移送用のハウス）に入る練習をし

ておけば移動中のストレスが少なくなります。ヒューストンよりも

密集した住宅事情の首都圏にご帰国予定であれば、無駄吠えをしな

いしつけは大切です。さらに、室内の犬用トイレで排泄するトレー

ニングをしておけば便利でしょう。道路が狭い住宅街を散歩するこ

とになりそうであれば、リードを引っ張らないで散歩ができるよう

に練習しておけば、自転車や歩行者とのトラブルも避けられます。

しつけも行動が定着するまでに少し時間がかかりますから、手続き

同様、余裕を持って進めていくことができれば理想的です。大切な

家族のために、ハード面（手続き）、ソフト面（しつけ）合わせて

しっかり帰国に備えましょう！ 
＜リンク＞ 

◎日本の動物検疫所のホームページ内の犬、猫の輸入に関するページ 

http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html 

◎日本の動物検疫所のホームページ内の狂犬病の抗体価検査を実施で

きる農林水産大臣指定の検査施設 

 http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/lab.html 

◎USDAのホームページ内のペットの輸出入に関するページ 

 http://www.aphis.usda.gov/import_export/animals/

animal_exports_pets.shtml 

◎USDAのホームページ内のテキサス管轄事務所のページ（オースティン

の事務所の情報があります） 

 http://www.aphis.usda.gov/vs-tx/ 

マイクロチップを入れているところ  狂犬病の抗体価検査の 

ための採血をしているところ  
動物病院で作ってもらった血清 

これを検査機関へ送ります 
成田空港の動物検疫所にて  

女性部門優勝 加戸さん 

優勝 高西さん 

今年もボランティアによるハーマンパーク日本庭園の清掃活動を、11月6日（土）と13日

（土）に行い、総勢約40名の方に参加戴きました。商工会、日米協会、日本人会、日系人

会の4団体の会員と家族が協力してこの清掃作業を行うことにより、JPMorgan Chase Bank
より、日米協会経由、ハーマンパークに寄付金が拠出され、毎春4月の同パークでのジャパ

ン・フェスティバルを円滑に開催できる事にも貢献しています。 

毎年2月から3月には紅梅や桜(緋寒櫻)が美しい花を咲かせる、この日本庭園は、今から

20年近く前に、日米友好のシンボルとして建設されましたが、完成から年月が経って日本

庭園らしさが薄れてきました。そこで我々日本人コミュニティーが中心となって、日本庭園

デザイナーの中井先生、造園専門家の岩崎先生を毎年日本からお招きし、正面入り口長

屋門の改修、茶室周辺の改修、藤棚の建設、樹木の移植・補植、現場スタッフのトレーニン

グ等を行い、地元ハーマンパークに協力しながら、日本らしさをキープする努力を長年続

けています。 

日本庭園にまだ訪問されたことのない方は是非一度、一度訪問された方はもう一度訪問

してみてください。そしてごみが落ちていたらそっと拾ってゴミ箱に捨ててください。その時

から日本庭園は自分の庭になった気がします。これからもこの庭園の日本らしさを存続させ

たいと願います。                             (渡辺龍二商工会副会長 ) 
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「きぼう」の前で記念撮影 
Gulf    Stream 4 

12月8日（水）ヒューストン商工会主催・JAXAヒューストン駐在員事務所共催で、第1回宇宙セミナーを実施し、36名

の方にご参加いただきました。 
宇宙セミナーは、宇宙航空研究開発機構（JAXA）職員による講演とNASAジョンソン宇宙センターの施設見学から

構成されています。今回はその模様を写真を交えてご紹介します。 
第1回の講演テーマは、「国際宇宙ステーション（ISS）入門講座」で、世界15カ国が協力して進めている国際宇宙ス

テーション計画について、JAXAヒューストン駐在員事務所の山上武尊所長代理が説明しました。 
   

 写真やビデオを多く使い、初めての方にもご理解いただけ

るよう工夫しました。若干内容が盛りだくさんだったため、最

後の方は時間が足りなくなってしまいましたが、たくさんのご

質問もいただき、皆さんに興味を持っていただけたようで良

かったです。 
 講演の後は、ジョンソン宇宙センターに移動し、施設の見学です。 
   

 まずはISSの管制室。JAXAの三宅正純所長が目に見えるものを一つずつ丁寧に

説明していきました。正面のモニターには何が映っているか、それぞれのコンソール

（卓）の役割は何か、ISSの時間はどうなっているか・・・等。ここではちょうど仕事の合

間に立ち寄ってくれた若田光一宇宙飛行士も合流。皆さんと少しだけふれあうこと

ができました。 
  

 次に訪れたのは、宇宙飛行士の訓練施設です。実物大の国際宇宙ステーション

のモックアップ（模型）が並ぶ大きくて天井の高い倉庫のような建物の中です。今回

は特別に「きぼう」日本実験棟の中まで入ることができました。全員が一緒に入るに

は「きぼう」の中は少々狭いので、4つのグループに分かれて「きぼう」の中に入り、三

宅所長の説明を聞きました。最後に、幸運にもちょうどこの訓練施設で訓練をしてい

た星出彰彦宇宙飛行士が登場。「きぼう」の前で全員の記念撮影。 
 約2時間の施設見学を終えて、JAXA事務所に戻ってくると、皆さんにはアンケート

にご協力いただきました。実は今回ご参加いただいた皆さんは、今後続いていく宇

宙セミナーの「モニター」のような役割もしていただいていたのです。アンケート結果

では、参加者全員から満足したとの回答をいただき、ほっと胸をなでおろしました。

もちろん、貴重なご提案もたくさんいただきましたので、皆さんからいただいたご意

見を今後反映して、よりよいセミナーにしていきたいと思っています。 

 (ＪＡＸＡ広報 相良久美子 ) 

患者さんがいらっしゃいます。その他には全身性エリテマトーデス（約

7万人）、皮膚筋炎・多発筋炎、強皮症、顕微鏡的多発血管炎、ベー

チェット病など数十の疾患が含まれます。ほとんど一度も耳にされたこ

とのない病名ばかりだと思います。大部分の疾患は男性よりも女性に

多くみられ、その理由として男女の遺伝子の違いや妊娠が考えられて

います。多くの疾患は厚生省の特定疾患に指定されており、医療費

の補助が受けられるようになっています。 
６）治療はどうするのか？ 

 先に述べましたように膠原病は間違った方向に免疫が活性化した

状態ですので、免疫力を抑える治療をします。その中心になるのがス

テロイド剤です。ステロイドには種々の副作用があることから雑誌やメ

ディアなどでとても悪い薬であるかのような扱いをされることがあります

が、正しく使えばこれ程すばらしい薬はありません。ほとんどの膠原病

で有効性が証明されています。ステロイド剤で充分な治療効果がえら

れない場合は、他の免疫抑制剤を併用します。免疫抑制剤にはいく

つかの種類があり、それぞれの疾患によって有効な製剤が異なって

います。 
７）治療の副作用 

最も重要なのは感染症です。免疫を抑える治療をするので、細菌・

カビ・ウイルスなどの感染がおこりやすくなります。その他には血糖上

昇、血圧上昇、顔が腫れる、体重増加、骨粗しょう症、白内障などが

あります。しかし、ほとんどの副作用は適切な薬剤を併用することによ

りコントロールが可能です。 
８）関節リウマチについて 

最後に最も患者さんの多い関節リウマチについて述べます。高齢

者の病気と思われがちですが、子供から高齢者まで幅広い年代で発

症します。男女比は1：2～1：3と女性に多い傾向にあります。症状とし

ては、手足の関節の朝のこわばりと痛みから始まり、しだいに肘や膝

などへ広がっていきます。徐々に関節の動きが悪くなって動かなくな

り、やがては変形するという経過をたどります。また様々な合併症によ

り、関節リウマチの患者さんは平均寿命が約10年間短いと言われてい

ます。 
９）関節リウマチ治療の進歩 

 関節リウマチの治療は近年劇的に良くなっています。以前はリウマ

チと診断されても鎮痛薬を飲んで痛みを抑えるのが主な治療で、関

節の変形は抑制することができませんでした。現在はリウマトレックスと

いう薬剤を内服することにより、関節の破壊を抑制できるようになって

きました。さらに関節リウマチの病態形成に関与しているTNFという分

子を特異的に抑える製剤が開発され、難治性の患者さんにも高い効

果がえられています。関節の破壊は発症2～3年以内が最も進行する

ため、この早期の時期にしっかりとした治療をすることにより、多くの患

者さんでは関節の可動制限や変形を抑制することが可能となってい

ます。また今後は生命予後も改善されることが期待されています。 
１０）最後に 

 リウマチ・膠原病の治療は最近急速に進歩しているため、専門医の

いない病院では未だ最新の診断・治療が浸透していないという問題

があります。いずれの疾患も発症早期の治療が予後に大変重要で

す。もし近くの病院でリウマチや膠原病かもしれないと言われた場合

は、速やかに専門医を受診されることをお勧めします。  
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 はじめまして。2010 年 3 月より MD  Anderson 
Cancer Centerの免疫部門で研究をしております

三苫弘喜と申します。渡米前は免疫・膠原（こうげ

ん）病・感染症内科に所属し、特にリウマチ・膠原

病の診療に従事しておりました。膠原病は一般に

治療法がなく難しい病気（難病）と考えられていま

すが、この10年間で最も進歩した分野の一つで

す。大変マイナーな領域で馴染みの薄い方が多

いとは思いますが、この機会に何となく膠原病に対するイメージを

持っていただければ幸いです。 
   

１）膠原病（自己免疫性疾患）とは 

 ヒトの体には外から侵入してきた異物や細菌・カビ・ウイルスなどの

病原体を排除するための免疫機構が存在します。通常、免疫担当細

胞は侵入者だけを攻撃して、自分の体は味方と認識して反応しない

仕組みになっています。ところが何らかの原因で免疫システムのコント

ロールが破綻して、自分自身の体（自己）を攻撃するようになったのが

膠原病です。 
２）どうして膠原病になるのか？ 

 ではなぜ自分を攻撃するようになってしまうのでしょうか？実はこの

点はまだはっきりと分かっていません。現時点では、遺伝的要因（遺

伝子多型）と環境要因（日光曝露、妊娠、異物注入、ウイルス感染、

薬剤など)が色々と重なりあって発症すると考えられています。つまり

原因は一つだけでなく複数あり、また患者さん毎に異なっています。

ほとんどの場合、原因を特定することはできません。したがって、何に

気をつければ膠原病を予防できるかということは残念ながら分かって

おりません。唯一ヒューストン生活で気をつけなければならないのは、

日光に当たり過ぎないようにすることぐらいだと思います。 
３）どこがやられるのか？ 

 免疫が自分の体を攻撃するようになると結合組織で炎症が起こりま

す。結合組織は全身のどの臓器にもありますので、膠原病では皮膚、

肺、消化器、腎臓、関節、神経など、ほぼすべての臓器が病変となる

可能性があります。しかし原因が患者さん毎に異なるように、障害され

る臓器も患者さん毎に様々です。同じ病名なのに患者さん同士で症

状が全く違うということが膠原病ではよくあります。 
４）どんな時に膠原病を疑うのか？ 

膠原病では、発熱、全身倦怠感、関節痛、皮疹、蛋白尿、腎機能

低下などが頻度の多い症状です。しかし、いずれも膠原病だけに現

れる症状ではありません。発症年齢も小児から高齢者まで様々です。

「どういった症状が出たら膠原病を疑ったらよいのですか？」という質

問を受けることがありますが、明確な答えはありません。体調不良を感

じたら、まずはかかりつけ医あるいは近くの医療機関を受診していた

だくことから始まります。経過をみるなかで主治医の先生が「もしかし

たら膠原病かも」と感じて専門医を紹介となることがほとんどです。 
５）どんな病気があるのか？ 

 リウマチ・膠原病疾患で最も多いのは、皆さんご存知の関節リウマチ

です。関節リウマチの罹患頻度は約200人に1人（0.5%）と言われてい

て、人種差はありません。気管支喘息が100人に1人の割合ですか

ら、決して稀な病気ではないと思います。日本全体では約60万人の

     

リウマチ・膠原病とはどんな病気？ 

  医師（現MD Anderson Cancer Center研究員）  

三苫 弘喜    

第７６回  

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の方々にリレー方式で次々とご登場

頂き、読者の皆様の健康に関する話、メディカルセンターの様子など連載記事として掲載しています。 

西本和正先生から膠原病・感染症がご専門の三苫弘喜先生にバトンが移りました。  

次回は、整形外科ご専門の鈴木仁士先生です。鈴木先生の前任者と私

の前任者がお知り合いだったことから、ヒューストンに来てすぐに前任者を

介して紹介してもらいました。何と驚いたことに、実は中学・高校の同級生

でした。世の中広いようで本当に狭いものです。渡米直後の大変な時期

にお互い励ましあえたことは大きな心の支えとなりました。 

講師の山上さん 

ISSの管制室 

「きぼう」内での説明 

船内被服や宇宙食の展示も行いました 
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レ ス ト ラ ン 紹 介 

今回は、私の好物、麻婆豆腐に注目してみたいと思います。日本で

は横浜中華街の「景徳鎮」、都ホテルに入っている「四川」などが私のお

気に入りのお店ですが、残念ながら、ここヒューストンでは、痺れる辛さ

を楽しめるレストランを見つけられずにいました。そこで、中国人の友達

にお薦めのお店に連れて行ってもらうことにしました。チャイニーズアメリ

カンでなく、本場中国の味を知っている留学生に的を絞った点は、私の

賢いところと自画自賛しておきましょう。ちなみに私の友人2人とも、日本

のドラマや雑誌で見たのでしょうか、「何で日本人はそんなに麻婆豆腐

が好きなの？もっと美味しいお料理は沢山あるのに」と呆れていました。

何故でしょうね。子供の頃から慣れ親しんだモノだからからでしょうか。 
  

1店目にご紹介したいのは、Hwy45とHwy610が南で交差する辺りに

ある「大四川」もしくはアメリカ名で「888」。ここは、四川省からやってきた

Najieちゃんのお薦めのお店で、彼女のアメリカに長く住む親戚も一番

のお薦めだそうです。このお店の麻婆豆腐は花椒という中国の山椒と、

ラー油をたっぷり使っているのが特徴で、とにかく滅茶苦茶辛くて美味

しい。ちなみに私はエクストラスパイシーをお願いして、泣きながら食べ

るのが好みです。このお店は、アメリカ人用と、中国人用メニューが別に

用意されているので、本場の味を楽しみたい方は、絶対に中国人用メ

ニューを貰ってください。言語が違うだけでなく、メニューや味付けも違う

そうです。また、Seafood Soupは絶品ですし、何を食べても大外れはな

いように思います。 
  

2店目は、Bellaireのゴールデンマーケットと同じモールにある「京津

小館」、アメリカ名で「Lucky Pot」。このお店もやはり中国人留学生の

Tracyちゃんから教えてもらったお店です。このお店も花椒を使っていて

本場の味がします。もちろん、ここでもエクストラスパイシーを頼みます。

それから、日本人が大好きな餃子類が豊富で、とっても安い。特に私の

お薦めは、Pork Round Cake。掌大の丸くて大きな焼き餃子を想像して

頂ければいいと思います。肉汁たっぷりで、慌ててかぶりついてしまうと

火傷してしまうので、慎重に。葱爆羊もお薦めです。Najieちゃんによる

と、爆とは、強い火力で一気に仕上げるお料理のことだそうです。 
  

どちらのお店も遠いのよとご不満の方へ、今回はアジア系スーパー

で買える美味しい麻婆豆腐の素もご紹介します。「川奈調味料－麻婆

豆腐―」。ミンチ肉が冷蔵庫になくても、これに豆腐さえ足せば、本格

的なお味の出来上がり。花椒を加えれば、風味も増して、とても3分クッ

キングとは思えないお料理が出来上がります。今回ご紹介した麻婆豆

腐は、どれもお子さん向けとは言えない刺激的なお味のものなので、お

子さんには別にチャーハン等をオーダーしてあげましょう。美味しいお

料理で幸せな時間を過ごしてください。                 （Ikuko Murakami）  

              Vol. 16 

   888 888 888 (((大四川大四川大四川)))      
◆住所：403 Winkler Dr. Houston, TX, 77087 

◆電話：(713) 644-8888 
  

   Lucky Pot Lucky Pot Lucky Pot (((京津小館京津小館京津小館)))   
◆住所：9888 Bellaire Blvd, Houston, TX 77036 

◆電話：(713) 995-9982   
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(ヒューストン日本商工会会長 新年ご挨拶：1ページからの続き) 

■教育委員会：当委員会は、ヒューストン日本語補習校運営委員会

として活動しております。ヒューストン日本語補習校では、現在幼稚園

児から高校生まで総勢約350名の子供達が学んでおります。運営委

員会では、補習校で学ぶ子供達が、健全に日本語並びに日本の教

育を学べるように中島校長先生、教職員の方々、保護者の方々と力

を合わせて、補習校の運営を日々行っております。1月15日（土）には

オープンハウスを開催し、現地校の先生方をお招きし、日頃の子供

達の補習校での元気な様子を見学して頂きました ＜別紙参照＞。

（川瀬教育委員長） 
  

■婦人部委員会：婦人部は11月の半ばからドネーションを開始し、

生活用品を中心に募金と一緒に”Ronald McDonald House”に寄付さ

せて頂きました。又、12月にはクリスマスオーナメントの講習会を行

い、同時に三水会センターのクリスマスツリーのオーナメントも作製し

ました。1月にはプリザーブドフラワーの講習会、2月には第2回宇宙

セミナーを予定しています。皆様、奮ってご参加下さい。ピーカンサロ

ンも随時開催致しますので、お気軽にお越しください。（秋葉婦人部

委員長） 
  

■図書委員会：当委員会として、新聞、月刊雑誌や週刊誌などの定

期購買を継続するほか、利用者からの希望図書や日本での話題の

本などを年数回購入して図書の充実を図っております。また、三水会

センターは各種グループの活動や情報交換など多様な目的に使わ

れており、今年度は婦人部委員会などの協力による様々な講習会等

を企画するなど、多目的センターとして更に楽しく、使いやすく安全な

場所を提供できるよう改善・工夫を行って参ります。（ライブロック図書

委員長） 
  

近年の日本人宇宙飛行士の方々のご活躍は、我々がこの地ヒュー

ストンに居るからこそ身近に触れることが出来るものであり、大きな喜

びです。宇宙への関心を高めて、日本人宇宙飛行士のご活躍を

我々の周りのヒューストニアンや、海を隔てた日本人に伝え、宇宙・航

空活動をプロモートしてゆくことは、正に“ヒューストンらしい”商工会の

活動なのではないかと考え、今年度より新たにJAXAの協力を得て

「宇宙セミナー」を開催することに致しました。第1回を12月に開催し、

今年度あと5回行う予定です。皆様も奮ってご参加ください。 

今年も上記のように盛り沢山の活動・行事を予定しております。これ

らに加えて、ハーマンパーク日本庭園保守への協力、ジャパンフェス

ティバルへの協賛、テキサス六者交流会への参加等も行って参りま

す。商工会としてこれらを会員の皆様方のご協力のもとで是非とも成

功させたいと考えております。どうか暖かいご支援を頂きたく宜しくお

願い致します。 

全管理の注意喚起を目的として、今般、ガルフストリーム1月号、4月

号、7月号に安全情報を掲載することになった。第1回目の1月号は

当地の犯罪に関する記事を総領事館の小山副領事に作成いただ

いた。7月号はハリケーン関連の記事となる予定で、4月号について

は現在検討中。  

②婦人部委員会（秋葉涼子婦人部委員長） 

＊活動報告 

1）Ronald McDonald Houseへの寄付 

同Houseは主にヒューストンメディカルセンターに治療に来る子ども

を抱える家庭への支援のために活動する慈善団体で、婦人部委

員会の呼びかけで段ボール箱6箱分の生活用品等の寄付と

$229.83の募金が集まり、12月15日（水）に同House へ搬入した。 

2）講習会について 

・12月3日（金）・4日（土）に「手作りクリスマスオーナメント講習会」

を開催。三宅栄里子さん（三宅副会長夫人）に講師として協力い

ただき、両日で16名の参加があった。 

・坂本吉弘先生による「プリザーブドフラワー講習会」を1月28日

（金）に三水会センターで開催予定。 

・ガルフストリームでもおなじみの西元洋子さんによる「教育講演

会」を4月に開催する方向で検討中。 

3）宇宙セミナー関連 

2月に開催予定をしている婦人部委員会主催「第2回宇宙セミ

ナー」に関し、現在、参加者向けの交通手段につき、当日特別バス

をチャーターするかどうか、チャーターした場合にかかる費用の拠

出方法などを考慮に、今後検討していく。 

③スポーツ委員会 

＊ソフトボール予選大会会場費関連報告 

（鈴木一正会員：阿部憲一スポーツ委員長代理） 

11月度理事委員会で予選会場借料が$1,250になる旨の報告をし

たが、その後の交渉で最終的に$1,100まで値下げとなった。 

＊テキサス会ゴルフ「コンチネンタル杯」大会結果報告 
     （渡辺崇宏正会員：深代律雄運輸・サービス・金融・貿易部会長代理） 

去る11月21日（日）にSouthwyck Golf Club で開かれた第540回テ

キサス会ゴルフ大会で、66名の参加者の中から男性の優勝者は

Toshiba America Information Systems社の高西さん、女性の優勝

者はJX Nippon Chemical Texas社の加戸さんとなった。ベスグロ優

勝はYamato Transport 社の牧山さん。次回テキサス会は来年5月 

に開催予定。 

④文化委員会（野中昭信文化委員長） 

＊商工会・日本人会共催ピクニックについて 

2011年のピクニックは母の日の5月8日（日）に The Gordon 
 Ranchで開催する予定。例年行われているオークションとラッフル

抽選用の賞品についてが今年度の課題となっているため、今後引

き続き委員会で検討していく。 

⑤企画調査委員会 

（ライブロック祐子事務局長：木村誠企画調査委員長代理） 

＊「米国における高速鉄道プロジェクト講演会」開催について 

JR東海の市川勝彦氏を講師としてお迎えし、来年1月度常任委員

会終了後に米国における高速鉄道網建設計画、そのメリット、日本

勢の取組みなどについて講演していただく。 

開催日時：平成23（2011）年1月19日（水）13：30～15：00 
                                 （予定：質疑応答を含む） 

開催場所：Four Seasons Hotel 
講師：市川勝彦氏 

         （JR東海旅客鉄道株式会社ワシントン事務所長） 

７．事務局関連事項（ライブロック祐子事務局長） 

①準会員入会申請承認報告 

来年1月より西元洋子氏（JAMEX Cross-Cultural Communication: 
日米異文化セミナー・コンサルタント）が準会員として入会されること

が理事委員会全会一致で承認された。 

（連絡先など詳細は事務局までお問い合わせください） 

②会員消息 

12月15日付けの会員消息を既に配送済み。同会員消息内容は今

般発刊した2010-2011年商工会会員名簿に反映。 

③年間行事予定 

12月15日付けでアップデートした年間会議・行事予定表を商工会

ホームページに掲載。リンク先は次のとおり。 
   http://www.jbahouston.org/event_meeting.htm 

④商工会名簿発刊状況報告 

2010-2011年商工会会員名簿が予定より半月ほど早く発刊され、既

に各会員企業・準会員への業者による配送、または手渡しが行わ

ている。 
  

(議事録：2ページからの続き) 

 年間行事予定については、商工会ホームページ（下記の 

 リンク先）でお確かめください。 

 http://www.jbahouston.org/image/20101215event.pdf  



スフェアが開かれます。これは、生徒達が科学的事象に対して仮説を

たて、それを検証してゆく過程を記録、発表するというプロジェクトです。

学校内で選ばれた作品は、学校区、市全体のコンテストへと進み、そこ

で勝ち残ると 後は州の大会で競い合うことになります。学年や学校

によって強制参加か自由参加の場合がありますが、いずれの場合で

も参加すれば、成績にいくらかプラス点が加算されます。サイエンスプ

ロジェクトに関する本は学年や難易度別に出版され本屋で売られて

おり、また、図書館でも借りる事ができます。 
  

 April  
4 月には、キリストの復活祭であるイースターがあります。中旬の金曜

日は Good Friday と呼ばれ、学校もお休みです。アメリカはキリスト教の

国だと言われていますが、色んな人種や宗教が混沌としている公立学

校では、特定の宗教に直接関連する事を授業で訓えたり、その行事を

祝うことが禁じられているので、イースターにちなんだアクティビティー

は基本的には学校ではあまりしないことになっています。例年、この

イースター 3 連休が明けると直ぐに、一年の中で も重要と言われる

TAKS（Texas Assessment of Knowledge and Skills）Test が 4 日間にわ

たって行われます。これは、テキサス州の学力標準テストで、このテスト

の成績によって、特に、5年生と8年生の生徒は上の学年に進級できる

かが、ほぼ決まってきます。そして、学校側にとっては、生徒全体の平

均点の結果次第でその学校が州の中でどのランクに位置付けされる

かを新聞紙上でも公開される為、次年度の新入生徒数や学校予算に

も影響されてくるという非常に大切なテストなのです。ESL クラスの生

徒は TAKS の代わりに、LAT（Language Assessment Test）を受けること

もあります。 
テキサスの州法では、アメリカに来て 3 年未満の ESL の生徒は、

TAKS テストを受けなくてもよい事になっています。但し、高校卒業学

年の場合は、アメリカ滞在期間に関係なく、TAKS の他の科目と同様、

ReadingとWritingのテストを受け、標準点をとっていないと卒業が認め

られません。11 年生の時に四回、12 年生の卒業時期以前に二回、チャ

レンジする機会があるので、お子さんの担当のカウンセラーとよく相談

し、家庭教師をつける等して万全の準備をする事をお勧めします。 
  

 May  
5月はAsian Heritage Month で、アジアにある国々について良く知ろ

うと言う趣旨で始まったものです。ですから、日本人のお母さん達が日

本文化の紹介を学校に申し出ると、この月は特に歓迎してくれます。

中学・高校では、学期末テスト（Semester Final)がありますが、それが済

むと、学年度の 終月でもあることから、特別プログラム、コンサート、

フィールドトリップやクラスパーティ、また、高校の卒業学年は正装で参

加するプロムダンス等、盛りだくさんのイベントがあります。  
アメリカの学校では、一年の 後に出来るだけたくさんの生徒に賞

をあげようと、色んな名目で賞を用意します。その授与式である

Award Ceremonyは中旬以降にありますが、担任が壇上でクラスの生

徒、ひとりひとりの名前を読み上げ、Certificateの種類を発表し手渡し

てくれるので、子供たちにとっても誇らしい気持ちになる催しです。ア

メリカ人の中では、お父さんも仕事の都合をつけて、夫婦、家族一同

でこのセレモニーに出席することもめずらしくありません。  

 January  
1 月のホリデーは、New Year's day と Martin Luther King Day です。

1950 年から 60 年代に黒人の人権運動の主導者で、ノーベル平和賞

をも授与された Dr. King に敬意を払う意味で、殆どの公立学校では、

その生涯ドキュメンタリーがあの有名な“I have a dream‥‥”の演説と

共に校内テレビで放映されます。 
第 1 週には Magnet Program の申し込み締め切りがあります。これは

学力が一定の基準以上に達している学校が、各 District から許可され

た音楽、科学、外国語、その他の独自の強化プログラム（Magnet 
Program）を掲げ学校区外の生徒も募るものです。Magnet school とそ

のプログラムのリストは各学校区のウェブサイトに掲載されています。ま

た、月末にはオープンハウスをする学校もあります。  
  

 February  
2 月にはバレンタインデーがあります。日本とは違い、男女に関係な

く、家族、夫婦、友人など自分の周りにいる、自分が好きな人にプレゼ

ントをする日です。小学校では、小さなバレンタインカードやお菓子な

どをクラスのお友達で交換し合います。クラスによっては、教室の中に

生徒ひとりひとりの名前が書かれた紙袋が置かれ、それぞれが好きな

子の袋にカードやお菓子を入れていきます。また、担任や好きな先生

にも、カードやチョコレートの贈り物をする生徒もいます。 
アメリカの学校では、学校運営費補助の為の fund raising（資金集め

の活動）が盛んに行われていますが、特定のクラブやクラスでも fund 
raising として学校側に申請し、許可を得れば校内で物品を売って、そ

れを活動資金に当てても良いことになっています。 
中学・高校になると、バレンタインデーはどのクラブにとっても絶好の

資金稼ぎのチャンスです。$1から$3くらいで好きな子へのカーネイショ

ンやバラの花の配達を請け負う他、別途追加料金でぬいぐるみや他

のプレゼントの配達もしてくれたりします。  
ある高校で特にユニークなのが、数名の合唱クラブメンバーによるラ

ブソングのデリバリーで、アメリカならではの光景です。プレゼントの配

達係は授業中でも構わず教室にやってきますが、この日だけは無礼

講で、大多数の先生は目をつぶってくれます。それでも中には、配達を

拒否する先生もいるので、事前にその先生達のリストが確認されます。 
スプリングブランチでは、全国学力標準テストにあたる Stanford Test

が小学 2 年生のみを対象に行われますが、HISD の学校では、このテ

ストを 1 年生から 8 年生までを対象に 5 月に行う事になっています。 
また、2 月は Black History Month でもあり、黒人人権運動の歴史とそ

の中心となって偉業を遂げた人物、例えば、黒人を不当に扱うバスの

ボイコット運動を広域に広めた Rosa Park、前述の Dr. King 等について

生徒たちは劇や特別プログラムを通して学んでいきます。 
  

 March  
3 月には、Irish Holiday にあたるセント・パトリックデーがあります。特

に小学校では、この日何か緑色のものを身に着けていないと、お友達

につねられるという事が起こります。また、2 月末から始まったロデオに

ちなんだ絵のコンテストやフィールドトリップがあります。中旬には 1 週

間の春休みがあります。月末には、ヒューストンの小・中学校でサイエン
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新連載 もっと知りたい現地校情報(5) 
西元 洋子  

日本では、新年を迎えた三が日は、子供たちにとって年賀状やお年玉という楽しみがありますが、アメリカでは、お正月気分に浸る間もなく２日

や３日から新学期が始まります。そうは言っても、お正月だから宿題やテストは少なめだろうと期待される向きもあるでしょうが、そんな事は全くあ

りません。これも宗教や文化の違いと割り切って、親子共に頭を切り替え現地校に臨まなくてはなりません。   

現地校では、毎月のスケジュール表が生徒に配られますが、その表を見ただけでは学校で実際にどういう事が起こっているか分かり難い事も

あるかもしれません。年頭のこの機会に、学年度後半のアメリカの主なホリデーとその時期の学校の様子を月ごとに説明してみたいと思います。 

日  時：平成22年12月15日（水）11：30～13：30  
場  所：住友商事社 会議室（9階） 

出席者：名誉会員2名、理事委員9名、正会員3名（代理出席）、婦人部 

     委員長、事務局長 

欠席者：理事委員10名（会長委任8名、代理出席者委任2名） 

司 会：竹田直樹幹事 

１．商工会会長連絡（秋葉慎一郎会長） 

年頭挨拶で「明るくオープンでヒューストンらしい商工会を目指す」と

述べたとおり、今年度はヒューストンJAXAとの協力をいただき宇宙

開発・利用活動のプロモーションの一環として宇宙セミナーを企画。

12月8日の第1回目のセミナーではJAXA関係者による講演と日本語

によるNASA施設見学ツアーが行われ、大変分かりやすい内容で好

評だった。来年以降も引き続き企画できるよう努めたい。 

２．総領事館連絡（渡部隆彦首席領事・米澤篤領事） 

渡部首席領事より下記2点の連絡があった。 

①天皇誕生日レセプションについて 

12月9日に公邸で開かれた同レセプションに約150名程の参加を

いただいたことと、今回初の試みとなる公邸での日本企業による日

本ブランドのプロモーションブース設置に関し、参加者から好評を

いただいたことが報告され、参加企業への謝意が表された。 

②平成23年度新年祝賀会開催について 

毎年恒例の新年祝賀会について、来年1月14日（金）の午後4時か

ら開催予定であり、現在総領事不在という状況から簡素な形で行う

予定。 

米澤領事より下記の連絡があった。 

＊「日米経済調和対話」の議題に関する協力依頼について 

去る11月に開かれた日米首脳会談で「日米経済調和対話（U.S.-
Japan Economic Harmonization Initiative）の立ち上げが発表され

た。同対話は貿易の円滑化やビジネス環境の整備のほか、日米共

通の関心を有する地域の課題等への新たな連携・協力を推進す

ることにより日米双方の経済面の取り組みや制度の調和を図ること

を目的としている。今般、在米日系企業の意向を考慮したうえで対

話の議題提案をするため、ご意見・ご要望をお持ちの会員企業に

おかれては、ヒューストン総領事館の米澤へ12月28日（火）までに

ご連絡いただきたい。（aｔsushi.yonezawa@cgjhou.org ） 

３．Space Seminar 2011について（三宅正純副会長） 

①第1回宇宙セミナー「宇宙ステーション入門講座」実施結果報告 

12月8日（水）に36名の参加を得て同セミナーを開催（宇宙セミ

ナー開催に関する主旨など詳細はガルフストリーム11月号理事委

員会議事録第2項「Space Seminar 2011開催について」参照）。参

加者によるアンケートを実施したところ、講演、施設見学の内容は

概ね満足したという回答をいただいたが、参加者数に応じた見学

コースの見直しなど改善を図りたい。2月の婦人部委員会主催のセ

ミナーについては、宇宙全般を理解してもらう内容とし、3月以降の

セミナー内容は今回のアンケート等の結果を反映しながらも、基本

的にはISS計画や宇宙全般の理解を深めるためのものを優先する

こととする。 

②他団体への参加呼びかけについて 

今後実施予定の第5回までのセミナーについては、その参加呼び

かけ対象は商工会会員・配偶者を対象とする。来年9月以降に予

定の第6回セミナーについては、商工会主催のイベントとしたうえで

他団体（ヒューストンの日本人会や日米協会、テキサス州または他

州の商工会、日本人会等日本関連団体等）に共催・協賛という形

で広く参加を呼びかける。 

③宇宙セミナーの費用負担について 

第2回目からのセミナーの費用については、毎回参加者から参加費

（入場料$10や材料費）を徴収するほか、会議室借料と特別ツアー料

として$600は商工会が経費負担する。商工会負担金については今年

度の予算に組んでいるセミナー費（$3,200）から拠出する。 

４．JBAH 今後の寄付対応について（秋葉慎一郎会長・竹田直樹幹事） 

商工会（“JBAH”）並びにJBA Houston Foundation, Inc.（“Foundation”）

の行う寄付活動について、これまで明文化されたガイドラインがなかっ

たため、今後の寄付に関する意思決定並びに手続きプロセスの対応方

法は次のとおりとする。 

1）他団体からの寄付要請は基本的にJBAHが一義的に受けることが通 

例であり、またJBAH役員（会長以下6名）がFoundationの役員を兼務

することから、当該寄付要請があった場合はJBAH 役員間で電子メー

ル、電話などの連絡手段により情報を共有する。 

2）寄付先及び寄付内容がJBAHの設立目的に即しているものであり、 

JBAHやヒューストン日本語補習校、ヒューストン日系社会及び地域社

会との直接・間接的関係があると判断された場合には、①JBAH会員

企業への寄付依頼、②Foundation からの拠出の両面より役員間で審

議・検討する。 

3）上記2)-①の場合、JBAH事務局から同会員企業へ「他団体からの寄 

付要請に係るご案内」を通知する（事務局を介さない直接発信は回

避、また寄付を行うか否かの判断は各会員企業に一任）。当該寄付

要請元の希望がある場合は、役員間の判断により、理事委員会また

は常任委員会の場において直接のプレゼンテーション等の実施を認

めることも可とする。 

4）上記2)-②の場合、現在の寄付先（補習校、Spring Branch Education  
Foundation、Houston ISD、Katy ISD、Clear Creek ISD、MD Anderson 
Cancer Center、The Museum of Fine Arts Houston、International  
Educators to Japan）も含め、7名の役員間で審議・検討の上で決議を

行い、必要に応じて理事委員会または常任委員会で議論・報告を

行った上で、当該決議を議事録に残す。但し、決議の方法はBy-
Laws の規定どおり、役員（Board of Directors）7名全員の署名がされ

た「書面による同意（Written Consent）」を以って決議とみなすことも可

とする。 

5）Foundation の会計年度は12月末と規定されているため、2010年度 

（1～12月）の寄付金拠出については、今12月末までに上記4）のとお

り決議される予定。 

５．ヒューストン美術館日本アートギャラリー開設に係るプレゼン実施につ 

 いて （ライブロック祐子事務局長：渡辺龍二副会長代理） 

＜説明＞現在、ヒューストン美術館(The Museum of Fine Arts  Houston) 
ではアジア部門のギャラリーが開設され、既に韓国やインドネシア、イ

ンドに続き、今年10月中旬に中国がオープンした。同部門の 後とし

て日本ギャラリー開設が予定されているため、同美術館ではヒュースト

ンの日本コミュニティーの積極的な参加（寄付）を期待していることもあ

り、今般、来年1月度常任委員会でのプレゼンテーションの申し入れ

があった。 

＜結論＞1月19日の常任委員会の中で20分程度のプレゼンをすること 

で申し入れを受ける。その際に美術館側からの具体的な要望等が

あった場合は、上記議事録第4項に沿って慎重に審議・検討する。 

実施希望日時：平成23（2011）年1月19日（水）＜1月度常任委員会＞ 

プレゼンター：Ms. Christine Starkman （アジア美術部門長）、 

         Ms. Varelie Greiner（Director of Special Gifts） 

６．委員会・部会関連事項 

①安全危機管理委員会（市来肇特命理事） 

＊ガルフストリーム掲載の安全情報記事について 

先月度理事委員会でも報告があったとおり、会員やその家族への安 



Gulf Stream Japan Business Association of Houston 
12651 Briar Forest Drive, Suite 105, Houston, TX 77077  TEL: (281) 493-1512, FAX: (281) 531-6730 

在ヒューストン日本国総領事館一同  

皆様、明けましておめでとうございます。 

本年は、1941年3月にニューオリンズ総領事館分館として

当館が開設されてから70周年を迎えます。この間、当地の日

米交流史には様々な出来事がありましたが、多くの先達の

方々のご苦労があって、今日の発展に至りました。昨年も、

4月のジャパン・フェスティバルをはじめとした文化行事、

11月の熊谷俊人千葉市長によるヒューストン市訪問、その他

商工会や日本人会主催による親睦行事もあって、当地と日本

の関係が一段と促進しました。 

米国経済が未だ厳しい局面にある中、当地の経済状況は他

州よりも良く、人々は意気軒昂です。これからも当地は益々

成長すると見込まれており、日本人の活躍の場も拡大してい

ます。本年も当館としてこうした邦人の方々を領事サービス

により支えるとともに、日本関連団体と協力の上、当地と日

本の政治・経済・文化的な繋がりが一層強まるよう努力して

参ります。 

2012年には、ワシントンDCポトマック河畔への桜寄贈100
周年記念行事が全米各地で行われるところ、これら行事に向

けた準備も始まります。どうぞ本年も当館業務に対する皆様

のご協力を心よりお願い申し上げます。  

ヒューストン日本商工会会長 秋葉慎一郎 

新年明けましておめでとうございます。今年も商工会会員の皆

様にとりまして幸多き年となることをお祈り申し上げます。2011年も

皆様と共に商工会活動に積極的に取り組んでゆく所存ですので、

どうぞ宜しくお願い致します。 

2010年は日米両国の政治の舞台で大きな変化が起きた年でし

た。米国では11月の中間選挙での民主党の敗北、日本では前年

の政権交代後1年余りでの9月の首相交代などが起こりました。こ

のような中で世界同時不況から一刻も早く抜け出すべく、オバマ

大統領は2009年－10年と経済振興政策を発表しました。それでも

失業率は11月時点で全米9.8%と高止まりのままでしたが、テキサ

ス州では8.1%、ヒューストン・シュガーランド・ベイタウン地域では

8.2%と全米平均を1.5%以上下回っており、石油・天然ガスといっ

た資源関連産業の中心であるテキサス州・ヒューストン近隣地域の

市況の回復は早いものと予測されています。こうした中で3年1カ月

の間名誉会長として商工会をご支援頂いた大澤総領事が、11月

に在ウィーン国際機関日本政府代表部へ大使として赴任されまし

た。今後の益々のご活躍を祈念しております。 
今年度も商工会運営において皆様のご協力を得て、明るく、

オープンで、ヒューストンらしい商工会にしたいと思っております。

ここで商工会の各常設委員会の活動をご紹介致します。 
  

■広報委員会：2010年度の実績は、商工会会報誌「ガルフスト

リーム」の10～12月の間、編集委員会を開催し当該誌を発行しま

した。2011年度は1～9月の編集委員会開催と発行を予定していま

す。合わせて、1、4、7月号にて会員向けの安全情報の提供を計

画しています。当「ガルフストリーム」では、皆様からのご投稿、取

材依頼をお待ちしております。ご意見・ご感想などもお気軽にお寄

せ下さい。皆様の活動、生活に時宜を得た次号が待ち遠しくなる

ような誌面を目指しています。（中水広報委員長） 
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編 集 部 か ら 

ガルフストリームでは、常時、皆様からのご

投稿、取材依頼をお待ちしております。ご意

見・ご感想などもお気軽にお寄せ下さい。  

連絡・問合せ先：編集部 

 ℡:281-493-1512 

 e-mail: kiji@JBAHouston.org 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

Gulf    Stream 12 

■企画・調査委員会：当委員会では新年1月にはオバマ政権が進

める高速鉄道計画の概要と日本勢の取り組みをご紹介する「米国に

おける高速鉄道プロジェクト講演会」を開催します。また、3月には恒

例のテキサス州日本語スピーチコンテストに審査委員を派遣します。

講演会につきましては、会員企業の皆様のご関心が高いテーマを取

り上げて、開催していきますので、ご要望のテーマ等あればお聞かせ

ください。（木村企画・調査委員長） 
 

■文化委員会：当委員会は毎年5月の『母の日』に開催されるピク

ニックの企画・運営を主に活動しています。このピクニックはヒュースト

ン在住の日本人の定例行事として定着しており、毎年700名前後の参

加者があります。今年度は5月8日（日）、The Gordon Ranchでの開催

予定で進めています。多くの皆様のご協力を頂きながら、参加頂く皆

様に満足して頂けるよう企画・運営を心がけて参ります。（野中文化委

員長） 
  

■スポーツ委員会：2010年10月より引継がせていただき、テキサス

会ゴルフコンペ及びソフトボール大会の企画・運営を担当しておりま

す。2011年も例年同様、ゴルフは年3回の開催で調整中、ソフトボー

ルは予選が4月24日（日）（於；Houston Sportsplex）、決勝が5月8日

（日）（於；Gordon Ranch、ピクニックと同時開催）にて実施予定です。

奮ってご参加ください。（阿部スポーツ委員長）     (3ページへ続く) 
ヒューストン日本商工会 理事委員会  

◆The Grand 1894 Opera House (2020 Postof-

fice, Galveston) 1-800-821-1894 

www.thegrand.com  
●Spamlot (Jan. 22 only)  
◆Main Street Theater (4617 Montrose) 713-

524-6706  
● A Catered Affair (~Jan 23)  
◆Hobby Center—Sarofim Hall (800 Bagby) 800

-982-2787 www.broadwayacrossamerica.com   
● West Side Story (~Jan 23)  
◆Houston Family Arts Center (10760 Grant Rd) 

281-685-6374 www.houstonfac.com    
● All I Really Need to Know I Learned in Kinder-
garten (Jan 21-23, 28-30) 

◆Company OnStage (536 Westbury Sq) 713-

726-1219 www.companyonstage.org     
● A Remarkable Princess (~Feb 19) 
◆Wortham Theater Center—Brown Theater (501 

Texas) 713-228-6737 ww.houstongrandopera.org      
● Jake Heggie’s Dead Man Walking (Jan 22~Feb 6) 
● Donizetti’s Lucia di Lammermoor (Jan 28~Feb 11) 
◆Opera in the Heights (1703 Heights Blvd.)  

713-861-5303 www.operaintheheights.org  
● Don Carlo (Jan.27~Feb.5, Thu~Sat only) 

◆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 
● Richard Misrach : After Katrina – Jan. 30, 2011 
● Cosmopolitan Routes: Houston Collects Latin 
American Art   – Feb. 6, 2011 

@Caroline Weiss Law Building  
● Form Follows Function: Celebrating 10 Years 
of the American Institute of Architects, Houston 
Design Collection at the Museum of Fine Arts, 
Houston. – Jan. 30, 2011 

◆Contemporary Arts Museum Houston 
(5216 Montrose Blvd, 713-284-8250, 
 www.camh.org 入場無料) 
● Benjamin Patterson: Born in the State of FLUX/
us   – Jan. 30, 2011  

◆Houston Museum of Natural Science 
(One Hermann Circle Drive, 713-639-4629, 
 www.hmns.org) 
● Real Pirates: The Untold Story of the Whydah 
from Slave Ship to Pirate Ship – Feb. 6, 2011 

● Forgotten  Gateway:  Coming  to  America 
Through Galveston Island – Feb. 20, 2011 

◆The Menil Collection(1515 Sul Ross 713-525
-9400, www.menil.org 入場無料 Open: Wed-
Sun 11:00am-7:00pm) 
● Kurt Schwitters: Color and Collage – Jan. 30, 

2011 
● Vija Celmins: Television and Disaster, 1964-1966  

– Feb. 20, 2011 
● Kissed by Angels: a Selection of Work from 
Southern California  – Feb. 20, 2011 

● Tony Smith: Drawings  – Apr. 3, 2011 

劇劇  場場  

美美  術術  等等  111月月月---666月イベント月イベント月イベント   

ミュージックミュージック  

< Rock & Pop > 

◆House of Blues Houston 888-402-5837 
● Jan 20, 8:00pm: Joe Satriani 
● Feb 9, 7:30pm: Flogging Molly 
◆Toyota Center 713-758-7200  
● Jan 18, 7:30pm: Ozzy Osbourne 
● Feb 15, 7:30pm: Linkin Park  
● Apr 8, 8pm: Lady Gaga 
● Jun 25, 7:30pm: NKOTBSB 
◆Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
● Jan 26, 7:30pm: Thirty Seconds To Mars  
● Jan 29, 7:00pm: The Spirit of Michael(Jackson) 

– Laser Spectacular 
< Metal/Punk > 

◆House of Blues Houston 888-402-5837 
● Jan 22, 7:30pm: NOFX & Bouncing Souls 

< Classic > 

◆Jones Hall, Tickets 713-224-7575 
● Jan 20 & 22, 8pm and Jan 23, 2:30pm: Verdi’s 

Requiem 
● Feb 3 & 5, 8pm and 6, 2:30pm: Gil Shaham 

Plus Beethoven 7 
● Feb 11 & 12, 8pm and 13, 2:30pm: Ravel's 

Spain With Bolero 
◆Stude Concert Hall (Rice University) 713-348

-5400 
● Jan 18, 8pm: Miami String Quartet with 

Arianna Zukerman 
● Feb 15, 8pm: Academy of St. Martin in the 

Fields Chamber En Semble 
< Country  > 

◆Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
● Feb 4, 8:00pm: Willie Nelson ◆NBA @ Toyota Center (www.nba.com/rockets)  

●Jan.19(Wed) 7:30pm Houston Rockets vs. New 
York 

●Jan.26(Wed) 7:30pm Houston Rockets vs. L.A. 
Clippers 

●Feb.8(Tue) 7:30pm Houston Rockets vs. Min-
nesota 

●Feb.12(Sat) 7:30pm Houston Rockets vs. Dallas 
●Feb.16(Wed)  7:30pm  Houston  Rockets  vs. 
Philadephia 

◆AHL @ Toyota Center (www.aeros.com) 
●Jan.16(Sun) 4:05pm Houston Aeros vs. Grand 
Rapids Griffins 

●Jan.21(Fri) 7:35pm Houston Aeros vs. Texas 
Stars 

●Jan.28(Sat) 7:35pm Houston Aeros vs. Abbots-
ford Heat 

●Feb.4(Fri)  7:35pm Houston Aeros  vs.  Texas 
Stars 

●Feb.12(Sat) 2:30pm Houston Aeros vs. Peoria 
Rivermen 

スポーツスポーツ  

その他その他  

● Jan-17: San Antonio Martian Luther King Jr. 
Parade The march will begin at 10 a.m. at the 
MLK Freedom Bridge located at 3500 MLK 
Drive and end at Pittman-Sullivan Park, 1101 
Iowa (click this link for march route and info). 
http://www.sanantonio.gov/mlk/  

● Jan- 30: Chevron Houston Marathon  毎年恒例
のヒューストンマラソン。応援に出かけてみませ
んか？詳しくは： 
http://www.chevronhoustonmarathon.com/
index.cfm  

● Feb 5,  Asian Festival  @ Institute of Texan 
Cultures at UTSA (801 S. Bowie at HemisFair 
Plaza San Antonio, TX) 210-459-2269  入場
料(前売り)Adults (13 and older), $8Children (3-
12),  $4；Children  (2  and  younger),  FREE：
Seniors (65 and older) and military with ID, 
$4 。前 売 り チ ケ ッ ト は 1 月 よ り 受 付 開 始。
www.texancultures.utsa.edu/events/asian.html 

● Feb 25- Mar. 8: 99th Mardi Gras in Downtown 
Galveston 今年もテキサス本場のマルディグラ
がガルベストンで行われます。大規模なお祭り
なのでお気をつけてお出かけください。入場料
は無料ですがParking $10 -15/dayがかかりま
す。 www.mardigrasgalveston.com 

● Mar. -3 to 6: Mardi gras in Port Aurther $5-10 
Children under 12 are free. ネットで前売り券も
格安販売しています。南東で年に一度有名な
マルディグラがあります。子供から大人まで楽
しめますので是非お出かけになってみてくださ
い。詳 し く は ： http://www.portarthur.com/
mardigras/  

発     行 ： ヒューストン日本商工会 

発行責任者 ： 秋葉 慎一郎 

編集委員長 ： 中水 勝 

構成 ・ 編集 ： 石橋 敦子 

印     刷 ：  Sel-Fast Printing Copies  
  & Laminating 
  （713） 782-2000  

● Jan-15 at 12pm 5th anniversary Houston Martin 
Luther King Jr.  Parade. The parade will  be 
originating @at Minute Maid Park-501 Craw-
ford Street-Houston, Texas-77002. Please see 
the following link: 

  http://www.mlkgrandeparade.org/index.html 

 編  集  後  記 

夏のウィスラーは仕事で訪れたことが

ありますが、家族で行くならやはり冬。

日本庭園の緋寒櫻観賞、庭園でゴミを見

つけたらゴミ箱へはマナー。当地の暮ら

しをより安心・安全におくれるようなト

ピック、防犯の鉄則「自分と家族の安全

は自分たちで守る」。麻婆豆腐のエッセ

ンスが花椒とは。Pork Round Cakeに慌て

てかぶりつく火傷に注意。 

11月号の往路に続き、今月号は復路の

ワン！ダフル。テキサンズ、一時の快走

むなしく9年連続プレイオフ出場機会を逸

す。宇宙セミナーは当地在住者限定。機

会があれば参加したいのですが、読者の

みなさん優先です。 

2011年が読者の皆様にとって良い年で

あることを願いつつ・・。  (中水 勝) 


