
 

開催について 

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

<The Museum of Fine Arts Houston>  
(713-639-7300 visitorservices@mfah.org 
www.mfah.org 木曜は入場無料) 
<Contemporary Arts Museum Houston> 
(www.camh.org) 
<Houston Museum of Natural Science> 
(One Hermann Circle Drive  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) 

NBA/Houston Rockets 
http://www.nba.com/rockets/  
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編  集  後  記 
 

  ヒューストン日本商工会の会員数は、2014年3月

現在で、正会員会社が92社、総会員数が556名に達

しました。総会員数が500名を超えたのは、商工会の

長い歴史の中でも例が無かったことだそうです。

ヒューストンの景気を追い風に、会員各社が活躍して

おられる姿が窺われます。 
 そんな中、商工会事務局長として15年近くにわたり

ご尽力頂いていたライブロック祐子さんが、ヒュースト

ンを離れなければならないご事情により、やむなく

2014年2月末で事務局を退職されました。ライブロッ

クさんには、「ガルフストリーム」の編集委員としてもご

活躍頂き、毎月の誌面構成表や役割分担表の作

成、並びに理事委員会の議事録の執筆にご尽力頂

きました。ライブロックさんの長年にわたるご貢献に、

この場を借りて感謝申し上げます。 
 後任の事務局長には、鮎川史代さんが2月19日の

理事委員会で選任され、「ガルフストリーム」の編集に

も携わって頂くこととなりました。今後も、「ガルフスト

リーム」を宜しくお願い申し上げます。（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 ： 土光 辰夫 

編集委員長 ： 白木 秀明 

構成 ・ 編集 ： 藤岡博子／前田正子／岡野真弓 

印    刷 ：  Sel-Fast Printing Copies  
       & Laminating 

         （713） 782-2000  

その他 

 

Craw Fish Festival (Kemah, TX) on Mar 22-24:  
Gulf Coast Festivals is the most exciting independ-
ent event production company that provides the 
Houston area with fun, food, and entertainment! 
Admission $8. kids under 12 year-old is free. 
http://www.gulfcoastfestivals.com 
 
Pearland Craw Fish Festival (On HWY 288 at 
Discovery Bay & Business Center Dr. ) on Apr 
4-6:  The Pearland Crawfish Festival boils up tons 
of delicious, spicy crawfish at a great price, a 
world of great food, lively music, vendors, games, 
and more. Admission $8 kids under 12 year-old is 
free. http://pearlandcrawfishfestival.com 
 
Houston Barbeque Festival (Reliant Park, Hou-
ston) on Apr 4-6:  The annual barbeque event 
brings barbecue joint favorites together and wel-
comes new additions to the Houston Barbecue 
scene for a full day of barbecue focused fun.  
http://houbbq.com 
 
Houston Children’s Festival (Tranquility park 
400 Rusk St., Houston, TX 77002, Houston) on 
Mar 29-30: The Festival has consistently pro-
vided high-quality educational and fun entertain-
ment in a family friendly atmosphere. $12/parson 
(3 years and under is free)  Special McDonald's 
Discount! Present ONE McDonald's receipt  PER 
admission ticket and  receive a $2 discount at the 
gate. http://www.houstonchildrensfestival.com 
 

2014年 ソフトボール大会／ 

    ピクニック開催のお知らせ 

★商工会ソフトボール大会 

 先月ソフトボール大会の参加募集をしたところ、18チームの応募

がありました。今年の大会はHouston Sportsplexのフィールド6面を

フルに使っての一日開催となります。ご家族やお知り合いとご一緒

に観戦・応援を宜しくお願いします。 
 

開催月日： 2014年 4月20日（日） 

  ＜雨天の場合は5月25日順延＞ 

開催場所： Houston Sportsplex  

（12631 S. Main St. Hou-

ston, TX  77085） 

   www.houstonsportsplex.com  

 

★商工会・日本人会共催ピクニック 

 今年もThe Gordon Ranchでピクニックが開催されます。会場には

池のボート乗り、バレーボールやバスケットボールコート、ポニーラ

イドやヘイライドなど、大人も子どもも楽しめる場所

がいろいろあります。 

 また、パビリオンや木陰でピクニックテーブルを囲

んでのBBQをゆっくり楽しんでいただけます。参加

申込みなどの詳細は3月下旬以降にご連絡します。 

  開催月日： 2014年 5月11日（日）＜雨天決行＞ 

  開催場所： The Gordon Ranch 

（7714 FM 359  Richmond, TX 77406-7724） 

www.erjcchouston.org  

  

Japan Festival 
2014年 

 第21回Japan Festivalは4月12日（土）10:00-19:00、4月13日（日）10:00
-17:00にHermann Parkで開催されます。毎年2万人以上の来場者を迎

えるヒューストンでも有数の大イベントです。商工会の会員、ご家族の皆

様にはボランティアとしてご参加いただき、キッズ縁日のブースで大活躍

いただいております。 

 今年もご参加、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 これまで婦人部委員会が主催していた古

本市を、今年度は生活・情報委員会が上記

のとおり開催することになりました。前回同

様、三水会センターにて午後のみ開催を予

定しております。今後詳細が決まり次第、ご連絡致します。 
 なお、三水会センター図書館では本や雑誌、絵本などのご寄付を随

時受け付けております。ご家庭で読み終わったまま置いてある本がござ

いましたら、是非図書館へご寄付ください。宜しくお願いいたします。 

商工会生活・情報委員会主催 「古本市」 開催のご案内 

日時： 2014年5月17日（土） 12:00～16：00 

場所： 三水会センター（予定） 

アジア協会主催   

タイガー・ボールの開催 
佐々江大使 商工会と懇談  

2月27日（木）、ア ジ ア 協 会 テ キ サ ス セ ン

ター主催によるタイガー・ボールが開催されま

した。タイガー・ボールは、同協会最大のチャ

リティ・イベントであり、参加チケットの売り上げ

は、同協会の活動を支える貴重な資金となり

ます。本年は、アジア協会テキサスセンター

（谷口吉生氏によるデザイン）の落成を記念し

て同センターで、「祝・日本」をテーマとして開

催されました。 
 当日は、佐々江駐米日本大使夫妻が、タイ

ガー・ボール開催に合わせてヒューストンを訪

問し、名誉開催委員長として参加しました。開

催委員長は、日本関連行事において指導的

役割を果たしている日系人のドナ・コール・

コール・ケミカル社社長とグレン・ゴンドー ゴン

ドー・カンパニー社社長が務めました。 
タイガー・ボール開催式典では、髙岡在

ヒューストン総領事が挨拶に立ち、ヒューストン

の経済的豊かさと美しい文化や、力強い知的

交流に貢献している臨席のビジネスリーダー

や寄付者に謝意を述べた後、ユナイテッド航

空がヒューストン-成田間の直行便を3月から

一日2便に増便すること、ヒューストン-ダラス間

の高速鉄道プロジェクト構想、米国エネル

ギー省による日本向けLNG輸出承認第一号

のフリーポートプロジェクト等の例をあげなが

ら、ヒューストンと日本の良好な関係に言及し

ました。 
総領事の紹介を受けて挨拶に立った佐々

江大使は、開催委 員長両 名に対 し てタイ

ガー・ボールへの招待に感謝を示し、初めて

テキサス州を訪問した際の話を紹介し、テキ

サス州再訪問への喜びを表しました。また、米

国とアジア諸国間の相互理解の促進に大きな

貢献を果たしているアジア協会の努力を称賛

し、日本とヒューストン市の良好な友好関係を

祝福しました。 
会場のアジア協会テキサスセンターでは、

琴や和太鼓が演奏される中、ヒューストンでは

既に開花した桜の枝が随所に配され日本の

雰囲気が漂う空間が出現しました。会場に

は、日米友好関係者や、ナンシー・アレン ア

ジア協会理事やユナイテッド航空などのスポ

ンサー関係者を中心に、商工会加盟企業か

らも出席者があり、700名近くに及ぶ参加者が

集まり盛会となりました。 
2月28日(金)には、総領事館主催の佐々

江大使と商工会との朝食会が開催され、商

工会からは土光会長および副会長・特命理

事が出席し、ヒューストンのビジネス状況等

について意見交換を行いました。また、同

日は、ヒューストニアン・ホテルでアジア協

会主催の昼食会が開催されました。昼食会

では、佐々江大使が最近の日本における

重要外交課題についてスピーチを行い、環

太平洋戦略的経済連携協定、東アジア情

勢の安定化に向けた日米協力の重要性に

ついて言及しました。また、エドワード・アレ

ン アジア協会副会長との対話形式による

会談では、環境問題も含めた様々な問題

に対する佐々江大使の見解を伺う貴重な

機会となりました。昼食会には、商工会から

高杉第一副会長が出席するなど、ヒュース

トンのビジネス関係者約200人が集まり、和

やかな雰囲気の会となりました。 
なお、タイガー・ボール夕食会に先立つ2

月5日（水）、髙岡総領事は、日本をテーマ

にしたタイガー・ボールの開催に、寄付を通

じて支援を提供した関係者や、チケット購

入者に感謝を表するレセプションを総領事

公邸で開催しました。アジア協会及びユナ

イテッド航空との共催にて開催されたこのレ

セプションでは、タイガー・ボールへの寄付

者 や 協 力 団 体 代 表 約120名 が 参 会 し、

ヒューストン市からもエド・ゴンザレス副市長

及び市議会議員をはじめ、エレン・コーヘ

ン市議会議員、デイビッド・ロビンソン市議

会議員、オリバー・ペニントン市議会議員各

位の御臨席を賜りました。 
 アジア協会は、アジア諸国と米国の間の

相互理解と友好関係を促進することを目的

とした組織で、文化、芸術、ビジネス、教育

等の多分野にわたるアジア関連イベントの

開催において、ヒューストンでの中心的役

割を果たしています。2012年4月に開館し

たばかりのアジア協会テキサスセンターは、

ニューヨーク近代美術館（MoMA）の改修を

手がけた日本人建築家の谷口吉生氏によ

るデザインで、数々の和の建築要素が取り

入れられています。 

昼食会 於：ヒューストニアン・ホテル 

（上）タイガー・ボール開催式典 於：アジア協会テキサスセンター 

（下）レセプション 於：総領事公邸 

http://www.houstontoyotacenter.com/
http://milleroutdoortheatre.com/
http://www.nba.com/rockets/
http://www.gulfcoastfestivals.com
http://pearlandcrawfishfestival.com
http://houbbq.com
http://www.houstonchildrensfestival.com
http://www.houstonsportsplex.com
http://www.erjcchouston.org
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平成26（2014）年2月度  商工会理事委員会  議事録 

日  時：平成26年2月19日（水）11：30～12：50  
場  所：住友商事社 会議室（10階） 
出席者：名誉会長、理事委員11名、正会員4名（理事委員代理）、事務 

局長  

欠席者：理事委員9名（うち、会長委任6名、代理人委任3名） 

司 会：金子公亮幹事 
 

１．商工会会長連絡（土光辰夫会長） 

土光会長から下記2点の連絡があった。 
①補習校オープンハウス参加報告 

去る1月18日（土）に開かれた補習校オープンハウスに出席。日本人子弟
が通う現地校の教員を招待して日本の教育事情を知ってもらうために3年
ごとに開催される。今年は30名強のアメリカ人教員が補習校の餅つきや授
業参観をした後、運営委員会からの学校説明会、そしてIEJ（International 
Educators to Japan）プログラムで日本へ3週間派遣された現地校教員によ
る報告会に参加した。日本及び当地における日本人子弟の教育事情を現

地校教員に知ってもらう非常に重要な行事であると感じた。 

②GHP（Greater Houston Partnership）の25周年年次総会ランチョン報告 

去る2月5日（水）にGHPが1,000人ほどの参加者を迎え創立25周年の年次
総会ランチョンを開催。GHPは25年前に複数の経済関連団体が合併さ
れ、ヒューストンの商工会議所のような位置にある団体。GHPによるとヒュー
ストンのGRPが4,500億、ヒューストンの人口が1日に200人増えているなど
景気が向上傾向であるとの話があった。Asia Society Texas Center が日本
をテーマにした行事を2月に行うなど日本が注目され始めていることから、
日本人人口が少ないヒューストンで日本のプレゼンスの質を向上するため

にも、会員各位のご協力をお願いしたい。 

２．総領事館連絡（髙岡望総領事） 

髙岡総領事から、下記5点についてお話があった。 
①総領事館のミッション（日本のプレゼンス向上、日米交流、日本人 

 サポート）について 

②ホロコースト博物館での日系退役軍人授与の議会ゴールドメダル  

 の巡回展示会について 

③ヒューストンとダラス日米協会のコミュニケーションと財政情報交換 

 とその課題について 

④米国中間選挙の行方について 

⑤オクラホマ州知事表敬訪問と日系企業からの要望などについて 

３．2014ジャパンフェスティバル関連報告 

（中村俊介正会員：及川毅副会長代理） 

中村正会員より今年度のジャパンフェスティバルに関連し下記5点の報告が
あった。 

①開催： 2014年4月12日（土）・13日（日） 於Hermann Park 
②テーマ： The Way of Japan 
③ボランティア募集：  当日午前・午後4セッションで合計120名のボラン
ティアが必要となる。既にボランティア協力依頼状はメール発信済みで

あるが、改めてお願いしたい。 

④寄付： 会員企業・団体各位へ後日寄付協力依頼状を発送予定。 

⑤浴衣トライオン： 今年度婦人部委員会の休会に伴い、これまで婦人部

委員会主催で実施してきた浴衣トライオンは中止となる。 

４．日本庭園関連報告（加藤眞人特命理事） 

加藤特命理事より下記3点の報告があった。  

①メンテナンス作業： 日本庭園の木々剪定や維持作業のため、今年も3
月9日（日）から20日（木）まで日本から庭師を招聘することになった。実作
業は3月10日（月）から19日（16日を除く）までで、朝8時から開始の予定。 
②日本庭園清掃活動： 前述のメンテナンス作業終了後に日本庭園清掃

が予定されている。日時決定次第ボランティア募集の予定で、会員各位

のご協力をお願いしたい。 

③大賀ハス：4月12日のジャパンフェスティバル開会式で姉妹都市の千葉
市から大賀ハスが贈呈される予定。日本庭園の池に植えられる日程は、

ハスを持参される市会議員の予定からもフェスティバル期間中の見込み。 

 

５．幹事報告（金子公亮幹事） 

＊事務局長退職と今後の体制について 

ライブロック祐子事務局長が一身上の都合により2014年2月末をもって退
職する為、今後の体制などについて決議決定が行われた。 

①今後の体制について 

＊昨夏現事務局長が一時帰国中に代行された鮎川史代さんにつき、そ

の実績と実務経験・就業姿勢から後任事務局長とすること、就業条件に

ついては昨夏同様の条件とすることを理事委員に諮り、全会一致で承認

された。 

＊就任期間は今年の6月末まで（若干前後の可能性有り）を現時点で想定。 
②鮎川新事務局長サポート体制について 

＊行事が集中する時期でもあり、速やかで確実な対応のため人的リソー

スを確保する必要があることから、新事務局長のサポートとして1名を追加
採用すること、機動的な採用を可能とし、迅速かつ円滑な業務遂行を担

保するため、人選と就業条件などの決定は本会役員に一任することを理

事委員に諮り、全会一致で承認された。 

＊事務局長の選任・退任に関して定款上の規定はないが、上記①、②に

ついて本会議決議については4月度常任委員会で追認取得を予定。引
継ぎの関係上、鮎川新事務局長の業務開始は2月25日からとする。 

③人材推薦のお願い 

鮎川新事務局長も6月迄と時限的である為、5月初めに新たな人材確保
が必要となる見込み。適任者の推薦の協力をお願いしたい。 

６．正団体会員新規入会申請について【承認事項】（金子公亮幹事） 

 商工会定款第二条第二項「入会および会員の選考」に従い、下記4社   

 の入会申請につき理事委員会の全会一致の承認があった。（詳細に  

 ついては別項「会員消息」欄参照） 

 ①HORIBA Instruments Inc.  Alvin Office 
 ②Valqua America,Inc. 
 ③Chubu US Gas Trading LLC 
 ④Hashimoto Denki USA, Inc. 

7．委員会・部会関連事項 

①企画調査委員会（中溝丘企画調査委員長） 

2014年1月15日（水）の午後2時15分（常任委員会終了後）から、30名強の
参加をいただきCRCオーディトリアムで人事セミナーを開催。Pasona社様
の協力のもと、同社コンサルタントの酒井謙吉氏（Pacific Dreams, Inc. 代
表取締役）を講師に迎え、「日系企業が訴訟社会でサバイブするための必

須雇用戦略」というタイトルで講演いただいた。次回4月度のセミナーでは、
講師のほか数名のパネリストによる経済討論会形式を企画中。 

②テキサス会（松下悦啓物資・化学品部会長） 

 ＊第548回テキサス会「総領事杯」進捗報告 

第548回テキサス会「総領事杯」を5月18日（日）に開催することに決定。
先般第1回幹事会議を開催し、準備を開始。3月度理事委員会後に募集
などの広報を予定。 

③スポーツ委員会 

 （ライブロック祐子事務局長：岡野副会長兼スポーツ委員長代理） 

＊商工会ソフトボール大会関連報告 

4月20日（日）開催のソフトボール大会の申込は1月末に締め切られ、18
チームの申込あり。2月末に予定されてるキャプテン会議での討議を踏ま
え、運営方向を最終決定する。 

８．事務局関連事項（ライブロック祐子事務局長） 

＊会員消息（別項「会員消息」欄参照） 

今月入会申請をいただいた4社を含め、現在、名誉会員9名、正個人会員
（正団体会員92社、常任委員92名を含む）516名、準会員31名の総会員
数556名となる。過去に正団体会員数が100社を超えることはあったが、総
会員数が550名に達するのは記録上初めて。 
＊ヒューストン美術館（Museum of Fine Arts Houston）からの依頼事項 

2015年に開催予定の写真展への協力依頼があった。事務局長交代の時
期でもあるため、この件については直接他団体の加藤特命理事と金子幹

事にご対応いただきたい。 

９．その他 

＊宇宙セミナー関連（山上武尊正会員：酒井純一特命理事代理） 
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昨年11月にヒューストン郊外で行われたハー
フマラソン大会に参加しました。ヒューストンに

来て約3年、怠惰な生活を送るわたくしめです
が、その年の4月に夫が参加したハーフマラソ
ン大会で、老若男女入り混じった大勢のラン

ナーが駆け抜けるのを見ながら沿道で応援し

ているうちに、「楽しそう！私も走りたい！」と軽

く思ったのがきっかけでした。しかし、産後2年
足らずのなまった体で21kmを完走できる自信

は到底なく、無理かな、止めておこうかなという

気持ちが多少なりともあったので、その後、まさ

か本当に申込むことになるとは自分でも驚きで

した。                                 

本番2ヶ月前の9月、勢いで申込んだのが最
後、想像以上に過酷な炎天下での練習が待っ

ていました。運動らしい運動をこの3年間全くし
ていなかった私の体は、たった20分のランニン
グで息はあがり、足はもつれ、こんなに体は重

かったっけ、こんなはずでは……と自分に愕然

とする始末。仮にも中学・高校と運動系の部活

に所属し、5年前には日本のアップダウンの激
しいコースでハーフマラソンを完走し、少しは体

力があると思っていただけにショックでした。と

にかく完走することを目標に夫に練習メニュー

を組んでもらい、娘をnurseryに預けている週2
回の空き時間に重点的に走り込みをしました。 

9月中旬といえど、ヒューストンの日中の日差
しはジリジリと焼け付くような暑さ。夫にアパート

の室内ジムのランニングマシンを使った練習を

提案してみたものの、足にかかる負荷が全然違

第114回    山元 茜 さん 

うとあえなく却下。しぶしぶ流れ落ちる汗と戦い

ながらnurseryのない日は、ベビーカーを押しな
がら練習に励みました。 

練習を始めて3週目のある日、いつものように
走った後、右足首に違和感を覚えました。その

違和感は翌日からはっきりとした痛みに変わり、

歩くたびに激痛が走るのです。これは完全な故

障でした。ジョギング用ではないベビーカーを

押しながらの練習は体の重心を捻じ曲げ、足首

に正しくない角度から負荷がかかっていたよう

でした。結果、この故障が完治した1ヶ月後の10
月下旬には、本番まで2週間と迫っており、モチ
ベーションは完全に落ちていました。その上、

娘が体調を崩し夜も朝もなく看病、気付いたら

本番は目の前に。もう夫にも諦めたのだろうと

思われていた本番前日、故障のことを何も知ら

ない友達から受け取った「明日のハーフマラソ

ン頑張って!」というメールに勇気付けられ、1ヶ
月半のブランクを経て、いきなり21km走ること

にしました。 

当日の早朝、ゼッケンをもらい、まだ暗闇の

中ウォーミングアップをしているランナー達をみ

ると、不安な気持ちは消え、自分もいっぱしの

アスリート気分に。サマータイムが終わり、夜が

まだ明けきらない朝6時半にランナー全員でア
メリカ国家斉唱の後、スタートのピストルが鳴る

とみんな一斉に走り始めます。交通整理にあ

たっている警察官に早朝からご苦労様という意

味を込めて「Thank you!」とランナーが次々に

声をかけたり、アメリカ国旗を掲げながら走る人

がいたり、折り返してきた1位走者に口笛を鳴ら
し歓声をあげながら自らも応援するランナーが

いたり様々。コースの両側はどこまでも続く草

原で、朝日が遠く地平線から少しずつ顔を出

し、暖かな朝の日差しの中、コース脇で応援し

てくれている夫と娘に元気をもらいました。アメ

リカならではの光景をみながら、私もゆっくりと

したペースで、飽きることなく疲れることなく無

事に完走することが出来ました。 

目標を定めてそれに向かって努力し、達成

するということを久方ぶりにしたけれど、やはり

生活に張りが出て面白い。さてさて、今年の目

標は何にしましょうか。 
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→ 議事録 2ページからの続き 

2013-2014年度第1回宇宙セミナー開催につき、3月16日（日）を目標に

NASAとJSCと交渉中ではあるが、同日にJSCで大きなイベントが予定さ

れているため、現在回答待ちの状況。日本人宇宙飛行士アサインの関

係で他日の開催が難しいため、何とか予定通り開催できるようにした

い。なお、山上正会員は4月に帰任が決まり、今後和田恵一正会員が

引き継がれることとなった旨の報告があった。  

★よろしく！～新規入会です  

＊正団体会員入会 

・Chubu US Gas Trading LLC 
     1980 Post Oak Blvd. Suite 1500, Houston, TX 77056 
     Tel. 713-360-4898  
      小林大輔 / 大滝雅人 / 下保木伸悟（真澄）   

・HORIBA Instruments Inc. 
    5318 W FM 517, Alvin, TX 77511 
    Tel. 281-482-4334 
    小林祝夫（弥生） 

・Valqua America, Inc. 
 10777 Westheimer, Suite 1100, Houston, TX 77042 
 Tel. 713-260-9625 
 増田芳正 

・Hashimoto Denki USA, Inc. 
 7102 Sam Houston Prkwy N., Suite 220, Houston, TX 77040 
 Tel. 281-741-0410 
 橋本順一朗 

会員消息 ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞ 

＊正会員入会 

 ・INPEX Corporation  

                     根本哲也 / 森田信幸 / 内山善仁 / 吉村大地 

  ・Kuraray America, Inc.   

                                     杉田誠（みゆき） / 齊藤隆寛（幸子） 

  ・Nissan Chemical America Corporation      竹原宏二 

  ・Sojitz Corporation of America              片野 裕 

  ・Sumitomo Corporation of America 

                   深谷 渉/  木内浩文 / 今村大輔 / 澤田晋一郎 

    ・Yokogawa Corporation of America   吉田秀泰（弘美） 

 ＊配偶者登録 

  ・Mitsubishi Corporation (Americas)      藤本 希 

 

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

●正個人会員退会 

 ・Kobelco Welding of America Inc.          陳 玟伶 

  ・Sojitz Corporation of America            小倉正己（咲枝） 

 ・Sumitomo Corporation of America   建部 徹／橋本慎也 

 ・Teikoku USA Inc.                   加減孝司   

 

●替わりました  ～ メモのお願い 

●住所変更 

・INPEX Corporation  （旧)Suite 5200 →(新) Suite 2450 

 

●常任委員交代 

 ・Sojitz Corporation of America （旧）小倉正己→（新）片野 裕  

  ヒューストンから南へ車で1時間から1時間半

程走ると、目の前にメキシコ湾が広がります。海

水浴といえば、夏が定番ですが、テキサスで

は、夏の海はパラソルなどで日陰を作っても非

常に日差しが強くて暑いので、特に犬と一緒に

海に出かける際には、日射病や熱中症になら

ないように注意が必要です。 

 ヒューストンに引っ越して来てから、度々我が

家の犬たちと一緒にビーチに出かけています。

海といえば夏のイメージだったため、7月4日の

独立記念日にガルベストンに行ったことがあり

ました。ところが、朝8時にビーチに到着したに

もかかわらず、日が高くなるにつれて気温がど

んどん上がり、少し水辺で遊んだ後、熱中症を

防ぐため早々に引き揚げることになりました。 

 その後、3月にフリーポート近郊のクインター

ナ・ビーチ、11月にコーパス・クリスティのパド

レ・アイランドとマスタング・アイランドのビーチ

に出かけましたが、実は夏場よりも人がまばら

なオフシーズンの海の方が、周りの人に気兼ね

せず犬と一緒に遊べることに気が付きました。

気温も高くないので、遊んだ後は少し休憩を挟

み、また遊ぶということができて、楽しい時間を

過ごすことができるのです。風があるとビーチは

とても寒く感じ、水から出た際に体温を奪われ

るので素早くタオルなどで乾かしてあげないと

いけませんが、風がない晴れの日は絶好の海

遊び日和です。 

 今年の冬は寒い日が多かったヒューストンで

すが、例年は朝夕気温がさがっても日中は青

空が広がり気温があがる日が多いものです。今

年に入って間もない1月14日にそんな日があり

ました。前日から天気予報を眺めては海遊びの

計画を立て、翌朝フリーポート近郊のサーフサ

写真2： ビーチハウスを訪れる人もまばらで犬た

ちものびのび遊べます。 

イド・ビーチに出かけてきました。ビーチハウス

の立ち並ぶ道路に車を停め、目の前のビーチ

に繰り出しましたが、水温はまだ高くないの

で、水遊びする人はいません。ビーチを散歩す

る人が10人ぐらい通りかかり、犬たちと一緒に

水遊びするわたしに「楽しそうね！」と声をかけ

てきたぐらいでした。 

 我が家の愛犬ベルジアン・タービュレンの

ヒューゴは水が大好きで海にざぶざぶと入り、

オモチャを投げれば、10mのロングリーシュを2
本繋いだ分だけ自由に海と陸地を行き来して

遊びます。ウェルシュ・コーギーのシャーリは水

が得意ではないので海には好んで入りません

が、砂浜で寝そべったり、ヒューゴが陸に上

がってくると一緒に砂の上を追いかけっこした

り、広い空間を楽しみます。ときどき水分補給を

し、オヤツを食べて休憩を取り、また遊ぶ、そん

なことをしていると1−2時間があっという間に過

ぎてしまいます。 

 海遊びをするときの必需品は、濡れた犬を拭

くためのタオル、散歩のときに使うよりも長い

リーシュ、オモチャが好きな犬の場合はオモ

チャ（オモチャを海に投げるときは、犬が取りに

行くかどうか分からなければ、オモチャにも長い

リードをつけておくと海から回収しやすくなりま

す）、飲み水などです。また、飲み水だけでは

なく、足についた砂を洗い流せるようにペットボ

トルなどに入れた水道水を持って行くとビーチ

にシャワー施設がない場合に便利です。水に

入ることがあまり好きではない犬の場合は、パラ

ソルなど日陰を作ってくれるものがあると良いで

しょう。 

 水が苦手な犬はもちろん、プールや池が好き

な犬でも、動く海の波を見てこわがることもあり

ます。犬が水に入りたがらない場合には無理に

誘わず、ビーチで一緒に走ったり、砂を掘った

りして遊ぶのも楽しいものです。ビーチに到着

してしばらくして波を見慣れると、水が好きな犬

写真4： オモチャを取ってきました！  
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（家庭犬しつけインストラクター） 
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海遊びはオフシーズンに出かけよう 

は、少し水に入ってみようと気分が変わることも

あります。オモチャが好きな犬の場合でも最初

からあまり遠くに投げず、簡単に拾うことができ

る場所から、少しずつ様子を見て遊んでみてく

ださい。 

 ビーチで遊んでいるときに、犬をオフリーシュ

にして自由に遊ばせたいと思っても、多くの

ビーチではオフリーシュ禁止というルールがあ

ります。また、多くの人が訪れるビーチには、食

べ物の残りや、フォークやナイフなどの先のと

がったもの、食べ物のにおいがついたビニール

袋などが落ちていることがあります。死んだ魚

や貝などが落ちていることもあります。海辺で遊

んでいる間に、気がついたら何か危険なものを

口にしてしまったということのないように、リー

シュにつないで遊び、犬の行動には目を離さな

いようにしましょう。ビーチには、ルールや注意

事項が貼り出されていることがありますので、遊

ぶ前に必ず目を通しておくと安心です。そもそ

も、犬同伴禁止というビーチもありますので、事

前に確認してからお出かけください。 

 ビーチで楽しい時間を過ごして帰宅した後

は、海水や砂を落とすように犬にシャンプーを

してあげてください。そのまま放置してしまうと、

皮膚や被毛を痛めるおそれがあるためです。

自宅でシャンプーを行うことが難しい場合は、

ペットショップや動物病院でシャンプーを事前

に予約してから出かけると万全です。 

 今年の夏は、犬と一緒にどこのビーチで遊ぼ

うかとお考えの方もいらっしゃると思いますが、

テキサスの海は、オフシーズンの今の季節がお

勧めです！ 
 

 
ヒューストン日本商工会 

白木 圭二  さん 

１．会社（親会社and/or当地現地法人）の業務内容等について簡単

にご説明ください。 

 中部電力は、日本において中部5県、面積にして約39,000平方キロ

メートルを供給エリアとする電力会社です。海外においても、国内事

業で培ったノウハウや人財といった経営資源を基盤として、発電事業

や燃料関連事業への投資を進めており、世界的な事業規模の拡大

を目指しています。ヒューストンには、2013年8月より現地法人Chubu 
Electric Power Company U.S.A. Inc.(CEPCO USA)の事務所を設立

し、アメリカ、カナダ、メキシコの発電事業資産の管理、北米地域にお

ける新たな投資案件の調査・発掘・開発に関する業務に取り組んでい

ます。また、2013年10月より同じく現地法人であるChubu US Gas 
Trading LLC(CUSGT)を設立致しました。CUSGTは主にフリーポート

LNG基地向けの原料ガス調達およびパイプライン調達を行ってまいり

ます。両社とも、文字通り生れたばかりであり、今後皆様より末永くご

指導賜れますと幸甚と存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 

２．ヒューストン／テキサス州の印象についてお聞かせください。 

 テキサスと言えば、（少々ノスタルジックではありますが）西部開拓時

代が象徴するような「荒馬に乗ったカウボーイ、カウガール」、 また

Chubu Electric Power Company U.S.A. Inc. 
Chubu US Gas Trading LLC 

会社紹介 

「巨大（テキサスサイズ）なステーキ」といった、ワイルドなイメージを思

い浮かべていましたが、実際に住んでみると一転、「サザンホスピタリ

ティー」という言葉の通り、とても親切で温かい人々が住む、とても自

然豊かな街であることが分かりました。 
 現在は、シェールガス革命という新たなゴールドラッシュ到来と言っ

ても過言ではないのではないでしょうか。テキサスのカウボーイ、カウ

ガールに混ざって、日本からの侍ボーイ、ガールが存在感を見せる

時代がやってきていると感じています。 
 

３．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

 日本ではトレッキングやサイクリングなどで体力維持に努めていまし

た。残念ながらヒューストンでは山は見当たりませんが、週末には健康

増進のため、ジョギングやハイキングを行っています。ハイキングは、

車で通り過ぎる時には気がつかないような、さまざまな発見が出来る

のも楽しみの一つです。昨年は近場でバッファローバイユー沿いなど

を散策しましたが、いろいろな鳥や動物にも出会いました。テキサス

州にはトレイルや公園など、ハイキングに格好な場所が沢山あるよう

なので、今年はもう少し遠くまで足を伸ばしたいと思っています。 写真1： ビーチのルールや注意事項はきちんと守

りましょう。 
写真3： 水面に浮くオモチャを放ると、一目散に水

に入って行くヒューゴ。 

Gulf    Stream 

写真5： 海が得意ではない犬も一緒に出かける

ときは日陰が作れると良い。 

Gulf    Stream 
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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ご紹介しています。 

前回の並川健二郎先生から皮膚科がご専門の大場純奈先生にバトンが移りました。 

第113回 
 

    
  

医師 
（現MD Anderson Cancer Center研究員） 

大場純奈 

まうと、メラニン色素が多く留まりなかなか消え

にくくなってしまいます。そういうわけで、しみ

は顔に多くできます。 

 

悪性黒色腫（メラノーマ）とは 

 いわゆるホクロのがんあるいはホクロのような

皮膚がんと一般的には理解されていますが、

メラニン色素をつくるメラノサイトやホクロの細

胞ががん化してできます。皮膚がんの中で最

も悪性度の高い癌で、転移を来たし易く、病

期分類の一つであるT分類（原発巣の厚さ）

は、センチでなくミリ単位で分かれています。

日本人をはじめとする黄色人種や黒色人種

には比較的発生頻度が少なく（人口10万人に

約1.5 - 2人の割合）、白色人種にとても多く見

られます（人口10万人に約10－20人以上の

割合）。しかし近年のオゾン層の破壊やライフ

スタイルの変化等で、日本を含めて全世界的

に発症数は増えてきています。悪性黒色腫に

はいくつかの違う特徴を持つサブタイプがあ

り、白人に多いタイプ（表在拡大型黒色腫）は

紫外線曝露と関係が深い一方、日本人や黒

色人種に多いタイプ（末端黒子型黒色腫）は

足底、手掌、爪など、紫外線に曝される部位

ではなく、慢性的な物理的刺激と関係が深い

と考えられています。しかし近年、日本人の中

でも白人に多い表在拡大型黒色腫は紫外線

への曝露の増加と共に増加傾向にあります。 

 

悪性黒色腫じゃないかと心配したほうがいい

とき 

 悪性黒色腫の最良の治療法は早期発見で

す。早い段階に発見し、腫瘍を取り除けば、5
年生存率は9割以上と予後良好です。そのた

め、もし気になる症状があれば、なるべく早め

に皮膚科受診をされることをお勧めします。 

日常診療において悪性黒色腫を疑うポイント

としてABCD(E)ルールがあります。すなわち、

A：Asymmetry (形が左右非対称である、いび

つな形)、B: Border Irregularity (辺縁がギザ

ギザして不整である、境界が不明瞭)、C: 
Color variegation (色調が均一でなく濃いとこ

ろ、薄いところが混在)、D: Diameter greater 

than 6mm （直径6ミリ以上）、E: Enlargement 
or evolution of color change, shape, or symp-
toms (大きさの拡大、色や形、症状の変化)で

す。ホクロのしこりの周辺に墨がにじみ出てい

るような場合は悪性を疑います。悪性黒色腫

と良性のホクロを簡単に見分けるには成長す

るかどうかです。直径が5ミリ以下であれば、

先ず大丈夫ですが、一年以内に急に6ミリ以

上になったら、悪性を疑ってみる必要がありま

す。大人になってできたホクロやしみが比較

的短期間で大きくなったり色や形状が変化し

たり、出血したり、盛り上がってきたりした場合

は早めに皮膚科を受診しましょう。 

また、爪にできる場合は、爪に黒褐色の色素

線条（縦のすじ）が出現し、半年～１年くらい

の短期間に色調が濃くなって、すじの幅が拡

大してきます。進行すると爪が割れたり、色素

のしみ出しが出現することがあります。 

さらに、頻度は高くはありませんが、悪性黒色

腫は眼や口腔、鼻の粘膜や、消化管、外陰

部の粘膜に生じることもあります。 

 

 

注意：黒くない黒色腫もあります 

 黒色腫と聞くと、黒々とした病変を想像する

方もいらっしゃるかと思いますが、中にはほと

んど黒くない病変（肌色、赤色など）を呈する

ケースもあります（無色素性メラノーマ）。 

 

 

 

 

 

 

最後に 

 皮膚がんの中でも悪性黒色腫は進行がとて

も早いため、早期発見、早期治療がポイント

です。進行した悪性黒色腫に対して、有効な

治療法を確立するために多くの研究者達が

切磋琢磨して取り組んでいます。 

 

 テキサス、オクラホマ両州は、米国の他の地域と比べ大都市における犯罪発生

率は概して高くなっており、ヒューストンも例外ではありません。ヒューストン市警

察は、毎月20日頃、その前月の犯罪統計を発表しており、その集計によれば、

2013年は約13万件で前年度と比べ若干増加しているものの、ほぼ横ばいとなっ

ています。治安状況は安定的に推移しているとはいえ，日本に比べると犯罪発

生率は遥かに高く、日頃の生活にも十分な注意が必要です。 
 ヒューストン市警（HPD）によれば、ヒューストンは自動車荒しが非常に多いのが

特徴です。また，給油中に反対側のドアから車内のカバン等を盗まれるケースも

散見されます。車を離れる際には、①短時間でもきちんと鍵をかける、②貴重品

を車内に残さない、③外から見える場所に物を置かないようご注意ください。テ

キサス州のもう一つの特徴として、州法において、他の州の法律よりさらに広範な

銃器等の使用を認めていることがあります。同法では、自身の財産の保護だけで

なく、強姦、放火、不法侵入、強盗、夜間の窃盗、夜間の器物破壊等にも殺傷武

器の使用による防護が認められています。2007年には「キャッスル・ドクトリン（自

身の身や財産に危険を感じた場合の殺傷能力のある武器使用を正当化する法

律）」の範囲を拡大し、身に迫った脅威に対して可能な限り逃げることを義務付け

ていた条項が撤廃された結果、銃器による事件が多発しており、例えば、

BellaireやBlalock Road等在留邦人の方々が比較的よく行く地域でも銃による

事件が発生しています。これらの中には、パンクしたタイヤの交換中に銃撃され

る事件も含まれています。 

 こうした犯罪を未然に防ぐためには、日頃から「自分と家族の安全は自

分たちで守る」との防犯に対する基本的な心構えを持つことが肝要で

す。基本的には、「目立たない」、「行動のパターン化を避ける（行動を予

知されない）」、「用心を怠らない」ことを心がけてください。また、自動車を

駐車する際には車内に貴重品を残さないようにする、家では鍵をしっかり

かける、近隣住民とのコミュニケーションを取るということも重要です。 
 また、すでに総領事館と商工会は協力して安全対策の強化に向けた

情報交換を進めていますが、ヒューストンもテロの危険と無縁ではありま

せん。 
 これらの留意点から自然災害への対応まで様々な基礎情報につい

て、在ヒューストン日本国総領事館は「安全の手引き」をホームページに

掲載しています（http://www.houston.us.emb-japan.go.jp）。早い段階で

ご一読・ご参照ください。 
 なお、ヒューストン市警察のホームページ（http://www.houstonpolice 
.org/）内のOrganizationの項目内で各警察署の管轄区分を示すBeat 
Mapを確認し、お住まいの地区の所轄警察署の連絡先を把握しておくと

いざという時に役立ちます。緊急時には911（警察・救急・消防）に連絡

をすればよいですが、緊急とはいえないものの何か不安なことがあった

場合や、警察に対して助言を求めたい場合には、各管轄警察に連絡を

した方がスムーズな対応を期待できると思われます。 
 当地での生活に慣れてくると、つい「大して危険じゃないな」と思いが

ちになってしましますが、それが危ない領域に足を踏み入れる瞬間で

す。安全な毎日を過ごすためにも、日頃から防犯に対し十分留意するよ

うにしましょう。                         （商工会安全危機管理委員会） 

  2011 2012 2013 対前年比(%) 

殺人 198 217 241 111.06 

強姦 771 665 618 92.93 

強盗 8,054 9,385 9,891 105.39 

傷害 11,969 11,343 10,270 90.54 

27,459 26,630 23,733 89.12 

非侵入盗 68,596 67,978 73,591 108.25 

自動車盗 12,281 13,070 13,595 104.01 

合計 129,328 129,288 131,912 102.02 

 皆様、こんにちは。昨年4月に福岡から

ヒューストンに来ました九州大学皮膚科の大

場純奈と申します。大学院博士課程の時に悪

性黒色腫（メラノーマ）というホクロのがんの研

究を始めました。その後様々な方々の縁に恵

まれ、MD Anderson Cancer Centerに留学す

る機会をいただきました。今回はこのホクロの

がんについて、ホクロとの違いを含めてお話さ

せていただきたいと思います。 

 

ホクロ、しみについて 

 ホクロは、皮膚の色と関係するメラニン色素

をつくる細胞が増える良性のできもの（良性腫

瘍）です。生まれつきのものや子供のときに生

じるもの、大人になってから生じるものがあり、

茶色や黒の小さなしみや隆起として体のあち

こちにできます。ホクロができたばかりのときは

少し大きくなりますが、やがて成長がとまり、多

くは直径が6ミリ以下です。ただし、生まれつき

のホクロや5歳以下で生じるホクロは大きくな

ることがありますし、大人でもごくまれに
    

10ミリ

を超えるホクロができることもあります。  

しみには細胞の増殖はなく（腫瘍ではない）、

皮膚にメラニン色素が多く留まっている状態

です。通常、メラニン色素は紫外線から皮膚

の細胞（ケラチノサイト）を守るためにメラノサ

イトから産生され、ケラチノサイトに受け渡され

た後、皮膚の新陳代謝機構で一緒にはがれ

落ちていきます。なので通常の日焼けであれ

ば1ヶ月もすれば元の肌の色に戻る仕組みに

なっています。しかし、過度の紫外線やストレ

ス、加齢に伴い皮膚の新陳代謝が停滞してし

データ:ヒューストン市警察 http://mycity.houstontx.gov/crime/) 

次回は、乳腺外科がご専門の原尾美智

子 先 生 で す。現 在 は、MD Anderson 
Cancer Centerの 同 じ くDepartment of 
Melanoma Medical Oncologyの別のラボ

で、研究されています。熊本大学の先輩

にあたり、去年日本人の女性研究者の仲

間に紹介していただきました。ゴルフをた

しなまれ、お料理が上手で、とても素敵な

先輩女性医師、研究者です。  

source:  
http://melanomaskincancer.blogspot.com/2011/04/
amelanotic-melanoma-overview.html 

をしてくださった方々やお会いした方々の励ましや笑顔が一生の宝物とな

りました。 
 この度、商工会での最終日の業務を終え事務室のドアを閉めた瞬間、大

きな安堵と共に一抹の寂しさを感じ、新たな節目を迎えたことを実感しまし

た。そして、これまでの経験から学んだことを糧とし、新たな人生の道を自

分らしく歩んでいかなければと改めて思った瞬間でもありました。今後は

オースティンの近くにあるウィンブリー（Wimberley）という小さな町に移った

後、年内にカリフォルニア州へ転居する予定ですが、当面はヒューストンと

ウィンブリーを行き来する生活となります。 
 
 短い引継ぎ期間を終え、3月から新事務局長が就任されました。今暫くは

不慣れで不安な部分もあるかと思いますが、皆様方のご理解・ご支援のも

と、きっと乗り切ってくださると信じております。 
最後になりましたが、商工会の今後一層のご発展と皆様方の更なるご健勝

とご活躍をお祈り申し上げます。これまで本当にありがとうございました。 

退職のご挨拶 

前ヒューストン商工会事務局長 ライブロック祐子 

 この度家庭の事情により、15年間勤務いたしました商工会を本年2月末で

退職いたしました。未熟な私がこれまで大過なく商工会事務局長として勤

めてこられましたのも、関係者の皆様方の温かいご支援・ご理解の賜物と心

から感謝申し上げます。 
 
 15年前、商工会前事務局長のご退職に伴い、もともと私が勤務していた

補習校事務局と商工会事務局の統合が決定され、同時に商工会・補習校

事務局長職を私が兼任することになりました。それまでの教育に携わる業務

に加え、不慣れなビジネスの業務に戸惑い迷うことも多々ありましたが、関

係者の皆様に励まされご支援を受けながら何とかこなしてまいりました。そ

の後、2008年に商工会事務局長専任となった直後に三水会センターがあ

る現在のビルに引っ越したこともあり、新しい環境で業務に就く楽しみと緊

張を味わったのを今でも覚えております。 
 
 商工会・補習校の事務局が同居する三水会センターは、25,000冊以上の

蔵書がある図書館とボランティア活動や各種行事の委員会等が使う会議

室、補習校職員の方々が作業するコピー室などを備え、正にヒューストンで

日本のビジネスと教育、文化に携わる中心的な場所と言えます。そこで長

年勤務できたことが私にとって大変素晴らしい経験となり、また一緒に仕事 土光会長、髙岡総領事ご夫妻と  「次号が待ちきれない」ガルフ作りの仲間達と  



 2月1日（土）、在ヒューストン日本国総領事館と日米
協会の共催で、H-E-B・Bunker Hill店にて、今回で3回
となるBentoコンテストが開催されました。近年は、キャ
ラクター弁当の登場で、日本でもお弁当作りに注目が

集まり、お弁当箱のみならずお弁当作りのためのさま

ざまなグッズも充実してきました。家族の健康を気遣

い、ふたを開けた時の顔を思い浮かべながら作られ

る、「作って楽しい、食べてうれしい」お弁当の、そんな

魅力を当地でも知ってもらいたいというのがねらいで

す。 
 コンテストは、まず自分で作ったお弁当の写真を総

領事館宛てにメールで送っていただきます。その中か

ら今回は下記6名の最終バトル参加者を選ばせていた
だきました。今年は、サンアントニオからも応募をいた

だき、お弁当に対する関心の高さを実感しました。 
 2月1日の最終バトルでは、予め用意された食材を、
用意されたお弁当箱に詰めてもらいます。出来上がっ

たお弁当は、栄養バランス、見栄え、独創性などにつ

いて審査され、優勝者が決定されました。年々、出場

者の腕が上がり、どれも甲乙つけがたい個性あふれる

出来上がりでしたが、僅差で松本麻希子さんが今回の

優勝者となりました。  
 審査の間、恒例の日本食に関連する講演が行われ

ました。今回は、昨年12月に「和食」がユネスコの無形
文化財として登録されたことを踏まえ、和食の基本的

な調味料のひとつで、最近アメリカでも少しずつ認知

されつつある味噌をテーマに、スティーブンさやかさん

による講演と味噌を使った様々な料理が披露されまし

た。表彰式の後、最後の締めくくりには、来場者全員

が、炊きたてのごはんを手におにぎり作りを体験しまし

た。 

 当日のコンテストに参加されたのは、下記の皆さんで

す。 
Derek Yeung   : Most Comical  
Yuko Ouchi   : Most Traditional 
Jennifer Kennedy : Most Healthy 
William Santee : Most Creative 
Eileen Gu : Kawaii Bento 
松本麻希子 : Most Delicious  

Gulf    Stream 8 Gulf    Stream 5 

第３回              コンテスト開催  

在ヒューストン日本国総領事館・日米協会共催 

 サタケUSA、グレン・ゴンドー氏及びH-E-Bの
Sushiyaの協賛に謝意を表します。 

 （文責：総領事館） 

グレーターヒューストン日本人会 

 とんこつラーメンを食べよう  
 ヒューストンでもアジア・

コ ミュニティーの間で

「ラーメンブーム」に火が

つき始めたようで、日本人会も負けては

いられないと、今回の皆の親睦会は、

「ラーメン探検隊」と題し、2014年2月15
日（土）2時30分 か ら レ ス ト ラ ン「Kata 
Robata」で開催され、ラーメン大好きの24
名が参加しました。日本人会では、会員

の交流を図るため、定期的にお食事会

を兼ね、親睦会を開催しております。 
武智前会長の開会のご挨拶の中で、普段はとんこつラーメンのメニューは週

日だけですが、お休みの土曜日に拘わらず特別にご配慮頂き、サービスして頂

いたとのお話がありました。今まで

ヒューストンではとんこつラーメンには

お目に掛かれない(?)と思っていたの
で、とんこつラーメン好きの小生にとっ

ては願ってもない催しで大変喜んで参

加した次第です。また、とんこつラーメ

ンのスープの仕込みの量に限りがある

とのことで、今回は会員20人限定での
開催でした。(反響がよく、4人は何とか
お願いして追加していただきました。) 

 とんこつラーメンは期待した通りのおいしさで、スープ、

麺、トッピングのチャーシュー、半熟卵と全て絶品で最高でし

た。閉会前に現れた堀内料理長のお話によると、「Kata 
Robata」ではとんこつラーメンを週日毎日限定15食用意してい
るが、開店1時間半で完売するという人気メニューの1つとのこと
です。参加された皆様は、ラーメンのお話以外でも、冬季オリ

ンピックの日本人の活躍やヒューストンの景気などの話題で盛

り上がり、交流を深められていました。 
ご存知の通り、日本人の好きな料理のベスト3に入るラーメ

ンは日本でもずっと大ブームです。定宿の品川プリンスホテル

の前には、品川駅のガードの下に品達ラーメン七人衆といって

ラーメン専門店が七店軒を連ねていて、ランチや夕食時は人

で溢れています。ヒューストンでもこのようなラーメンの名店が

近々できることを祈っています。 
皆の親睦会は美味しい料理と楽しい団欒、素晴らしい時間

が持てます。是非日本人会に入会され、皆様積極的にご参加

下さい。 
山口 進 

追伸： 

 参加した多くの方々からとんこつスープの作り方について知り

たいという声がありましたので、調べてみました。 
 一例を挙げると、豚の大腿骨（ゲンコツと呼ばれている）を肉

屋から3キロ買ってきて、大鍋になみなみと水を入れ、50分グラ
グラと煮込む。その後ゲンコツを取り出し、お湯を全部捨てる。

そのゲンコツに再度なみなみと水を入れ、りんご1個、たまねぎ
1個、ねぎ、ニンニク、しょうが、塩、しょうゆ、黒こま、月桂樹の
葉、酒等々を追加して、延々8時間煮立てる。豚の骨からうまみ
がでて、お好みに合わせ味付けしてラーメンのスープ完成とな

るそうで、気が遠くなるくらい手が掛かっています。 

 １月28日、ヒューストン日米協会は、RiverwayのOmniホテルにて講
演会「KEIZAI Conversations」を開催しました。本講演会は、全米各
地の日米協会が、経済広報センター、経団連および全米日米協会

連合（NAJAS）の協力を得て企業経営や経済に関して開催する講演
会シリーズのひとつです。ヒューストンでは、ヒューストン日米協会の

設立45周年記念行事の一環として、講師に株式会社東芝上席常務
（米州総代表、東芝アメリカ社会長）の大角正明氏と元米国通商代

表部大使のアイラ・シャピロ氏を招いて、企業戦略と貿易問題をテー

マに「KEIZAI Conversations」と題して開催しました。 
 大角氏からは、持続的成長に向けては、エネルギー・環境問題が

社会課題となる中、日本の高い環境関連技術を活かしていくことが

必要であると、東芝の具体的事例もまじえながら、講演がありました。

また、シャピロ氏からは、TPP交渉の課題や見通しについて、今後の
交渉の進展に向けては各国の決断が求められるとの講演がありまし

た。 
 当日は、あいにくの寒波で来場できなかった方もあり、とても残念で

したが、それでも64名にご参加いただくことができました。特に質疑
の時間では、髙岡総領事からもご質問をいただくなど、参加者との熱

心な議論が展開され、とても有意義な講演会となりました。 
 

（文責： ヒューストン日米協会） 

日米協会 

「KEIZAI Conversations」を開催 
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 活動内容は、茶道、日本舞踊、着物や浴衣の着付

け、書道、折り紙、紙芝居、日本やその学校生活の紹

介など多岐にわたります。地域の学校、団体、及び個

人などから依頼があると、先ず、その依頼の内容により

参加可能なメンバーの人数が揃うかを確認します。人

数が揃えば依頼をお受けし、会場まで出向きデモンス

トレーションを行います。また、恒例行事として１月に晴

れ着撮影会、5月にヒューストン日本語補習校6年生を

対象とした茶道教室、11月に七五三写真撮影会を開

催しています。4月に行われるジャパンフェスティバルに

は、日本舞踊の舞台と和風小物販売などの形で参加し

ています。その他、日本文化紹介のための資料の貸出

しを無償で随時行っています。    
様々な依頼にお応えするため、メンバーは日頃より

定期的に集まり、日本舞踊、茶道、書道、着付けや手

芸のお稽古や準備作業を行っています。活動は各自

可能な範囲で、意見交換をしながらの和気あいあいと

したものです。 
 Showing Japanには、商工会所属に拘わらずどなたで

も加入することが出来ます。メンバーは多彩な顔ぶれ

で、お子さんの学校やお住まいの地域などの枠を超え

た友人を作るチャンスでもあります。当地にお住まいの

間に、日本文化の紹介を通じて広く現地の方々と交流

しませんか。興味がお有りの方、見学ご希望の方、ま

た、ご質問などがございましたら、お気軽に下記までご

連絡下さい。 
 
Showing Japan代表 ： 岩﨑優美子 
Eメールアドレス ： showingjapan@live.jp 
ホームページ ： http://showingjapan.wordpress.com/                                                                   

のご紹介 

皆様はShowing Japanという名称を耳にされたことはありますか？ 
Showing Japanとは、ヒューストンの方々に日本の文化を紹介するボランテイアグループで、

1989年にヒューストン日本語補習校の保護者が中心となり創設されました。それまでは、現地

校などから日本文化を紹介してほしいという要望があると、その学校にお子さんを通わせてい

る保護者が学校ごとに対応していましたが、日本文化への関心が高まり多くの学校からの依

頼が相次ぐ中、いくつかの現地校に子供を通わせている保護者が互いに協力し合い、集

まった日本紹介の資料などを使って活動を始めました。その後現在まで、ヒューストンの日本

文化紹介の窓口のひとつとして活動を続けています。 設立時はヒューストン日本語補習校

に所属するグループとして活動していましたが、現在はヒューストン日本商工会のひとつの組

織として認められ、商工会からの予算と依頼先からの寄付などにより運営しています。長年に

わたる私達の活動は日本政府にも認められ、2004年には外務大臣賞を受賞しました。 

ヒューストン日本語補習校6年生対象の茶道教室  

現地校の書道体験はみんな真剣其の物！  

紙芝居では手作り小道具が大活躍！  

ジャパンフェスティバルの和風小物販売

ブースで笑顔の接客  

現地校の生徒と一緒に「ソーラン節」を  

千羽鶴を折るお手伝いで

老人ホームへ  

 去る 1月25日(土)、三水会センターにて晴れ着撮影会を

開催しました。今年は北米全域に20年ぶりとなる大寒波が

押し寄せ、開催日前日はHoustonでも華氏30度を記録し、

路面凍結のために多くの学校・会社が臨時休校・休業と

なり、開催が心配されました。当日に至っても 朝は水溜り

に薄氷が張るほどの寒さでしたが、皆様の祈りが通じたの

か、快晴に恵まれ、8家族17名の方にご参加いただきまし

た。 

 あるお子さまは、着付け前は不安げにお父様に背中を

押されるように着付け部屋に入って来られましたが、着付

け後の撮影時には和装に慣れたのか、元気に走り回って

おられました。お父様と息子さんは羽織袴姿で お母様と

お嬢さんは晴れ着姿。皆様非常に似合っておられ、良い

写真が撮れたのではないでしょうか。 

別のご家族は生後半年ほどの赤ちゃんをお連れで

したが、ご両親の着付けを待つ間に眠くなったのか

撮影時に泣き出され、写真は泣き顔となってしまわれ

ました。来年は笑顔の写真が撮れますように、再度の

ご参加をお待ちしております。 

 今年は開催時期が1月後半にズレたこともあり、前

年と比べご参加いただいた方の人数は少なかった

のですが、その分、各ご家族の着付け、記念撮影に

十分な時間をお取りすることができました。今回の着

付けでも、現役美容師がそれぞれの方に合った髪型

にセットさせていただき、私たち着付けのメンバーが

和装のお手伝いをさせていただきました。皆様にご

満足いただく為、この晴れ着撮影会に向けメンバー

一丸となって、振袖をはじめ、花嫁衣装のお引きずり

や男性用袴などの着付け方と、そのお着物に合った

華やかな帯結びを毎月のお稽古にて修得出来るよ

う励んでまいりました。それだけに、着付けが出来上

がった際、お礼のお言葉をいただき、笑顔で楽しく記

念撮影をされているお姿を拝見しますと、喜びもひと

しおです。各ご家族にお付き合いいただけるのは小

一時間程度と短い時間でしたが、本日撮影したお写

真にて、後日、ご家族、ご親族の団欒の場に大きな華

が咲くことを願っております。 

 最後になりましたが、今回の晴れ着撮影会の参加

費としまして342ドルを集めることが出来ました。今後

のShowing Japanの活動資金として大切に活用させ

ていただきます。ご参加いただきました皆様、また準

備から後片づけまでご尽力下さった皆様、本当にあ

りがとうございました。皆様の思い出作りに少しでも携

わることができ、非常にうれしく思います。また来年も

皆様の良き思い出作りのお手伝いができることを切

に願っております。           （年永美保子） 

      ～絵本読み聞かせの会～ 

か。最後は「チョコレート だいすき」。カカオがどんどん

変身して、チョコレートになっていく様子を写真で詳しく

説明した本です。 
 三歳未満対象の部の最初は「ゆきのひのうさこちゃ

ん」。雪の日、うさこちゃんはそりすべりやスケートであそ

びます。雪だるまを作って、人参でお鼻をつけてあげま

す。雪が嫌いで泣いていたことりには、おうちを作ってあ

げます。うさこちゃんの優しさが広がる絵本です。次は、

「サンドイッチ サンドイッチ」。身近な食べ物がとてもきれ

いな色で、瑞々しくおいしそうに描かれています。次は

何をはさんで食べようかな。そして、「いる いる だあ

れ」。身近な動物が写真の中に隠れています。会場のお

友達は絵本の世界に引き込まれ、一生懸命探して、大

きな声で答えてくれました。次の「さむいさむい」は、寒

い冬に、暖かい場所を見つけ

てほっとする動物さんたちの

本。青とピンクのやさしい色調

が絵本全体を包んで、寒さと

暖かさをやさしく表現している

本です。最後には節分にちな

ん で「も も た ろ う」を 読 み ま し

た。 
 先月から三水会センターの

幼児の本棚の絵本の並べ方を変えました。シリーズの本

は、返却場所がわかりやすいように、キャラクターが本棚

に貼ってあります。今後は目印を増やして、返却しやす

いようにさらに工夫していくつもりです。子供の本は、年

齢別に赤や黄色や青などのシールが、貼ってあります。

お子さんが本棚に返却するときには、一声かけていただ

けると助かります。借りたいときに、絵本を探しやすいよう

に、返却の際のご協力もどうぞよろしくお願い致します。 
 来月も、季節の本や楽しい絵本をいっぱい用意して、

元気いっぱいのお子さんたちに会えるのを楽しみにして

います。 

 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 

●今後の開催予定 
＜あそぼーかい＞  
4月17日（木） 10時30分～ 
4月26日（土） 9時30分～ 
5月24日（土） 9時30分～ 
＜絵本読み聞かせの会＞ 
4月12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 
5月17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 

 冬の遊びや心も温かくなるようなお話をたくさん用意して、2
月8日土曜日の読み聞かせの会を迎えました。先月から、通常

の時間に戻り、9時半から三歳以上、10時から三歳未満対象

に行っています。（あそぼーかいとは別の日の開催予定になっ

ていますが、ご希望やご意見があれば、ぜひ絵本読み聞かせ

の会までお知らせください。） 
 読み聞かせを始める前にみんなで手遊び、三歳以上の部で

は「わにのかぞく」、三歳未満の部では「一本のゆびと」を歌い

ました。読み聞かせの会が初めてのお友達も、体も少し動かし

リラックスして、楽しく絵本の会を始めることができました。 
 三歳以上の部の最初は、「だるまちゃんとかみなりちゃん」。

木に引っかかって困っているかみなりちゃんを、一生懸命に助

けただるまちゃん。お礼にかみなりの国に案内されます。かみ

なりちゃんのユーモラスな表情と、とても楽しいかみなりの国の

世界が描かれています。ぜひ手にとって、ご家庭でも楽しんで

ほしい本です。 
 次は、かわいい動物さんのいいお顔を集めた写真絵本「い

いおかお」。見ているみんなもいいお顔になりました。次の「そ

りあそび」は、ばばばあちゃんのおはなしです。寒い冬でも元

気いっぱいのばばばあちゃん。「寒い、寒い」と言っている動

物たちと、暖かくなるためにベッドの上で飛び跳ね始めます。

するとベットは壊れてしまいますが、ばばばあちゃんはその

ベッドの足を切ってしまいます。びっくりしている動物たち。で

もばばばあちゃんは平気です。なんと、ベッドはそりになりまし

た。そして、一緒にそり遊びを始めます。楽しくふもとまで滑り

降りたら、みんなで重たいそりを山の上まで運びます。体はぽ

かぽかになりました。もう寒くありません。疲れたばばばあちゃ

んは、ベッドがなくなってしまって、さてどこで眠ったのでしょう

生活・情報委員会だより 

ジャパンフェスティバルの舞台で踊りをお披露目！  

mailto:showingjapan@live.jp
http://showingjapan.wordpress.com/
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介など多岐にわたります。地域の学校、団体、及び個

人などから依頼があると、先ず、その依頼の内容により

参加可能なメンバーの人数が揃うかを確認します。人

数が揃えば依頼をお受けし、会場まで出向きデモンス

トレーションを行います。また、恒例行事として１月に晴

れ着撮影会、5月にヒューストン日本語補習校6年生を

対象とした茶道教室、11月に七五三写真撮影会を開

催しています。4月に行われるジャパンフェスティバルに

は、日本舞踊の舞台と和風小物販売などの形で参加し

ています。その他、日本文化紹介のための資料の貸出

しを無償で随時行っています。    
様々な依頼にお応えするため、メンバーは日頃より

定期的に集まり、日本舞踊、茶道、書道、着付けや手

芸のお稽古や準備作業を行っています。活動は各自

可能な範囲で、意見交換をしながらの和気あいあいと

したものです。 
 Showing Japanには、商工会所属に拘わらずどなたで

も加入することが出来ます。メンバーは多彩な顔ぶれ

で、お子さんの学校やお住まいの地域などの枠を超え

た友人を作るチャンスでもあります。当地にお住まいの

間に、日本文化の紹介を通じて広く現地の方々と交流

しませんか。興味がお有りの方、見学ご希望の方、ま

た、ご質問などがございましたら、お気軽に下記までご

連絡下さい。 
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1989年にヒューストン日本語補習校の保護者が中心となり創設されました。それまでは、現地

校などから日本文化を紹介してほしいという要望があると、その学校にお子さんを通わせてい

る保護者が学校ごとに対応していましたが、日本文化への関心が高まり多くの学校からの依

頼が相次ぐ中、いくつかの現地校に子供を通わせている保護者が互いに協力し合い、集

まった日本紹介の資料などを使って活動を始めました。その後現在まで、ヒューストンの日本
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織として認められ、商工会からの予算と依頼先からの寄付などにより運営しています。長年に

わたる私達の活動は日本政府にも認められ、2004年には外務大臣賞を受賞しました。 
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現地校の書道体験はみんな真剣其の物！  

紙芝居では手作り小道具が大活躍！  

ジャパンフェスティバルの和風小物販売

ブースで笑顔の接客  

現地校の生徒と一緒に「ソーラン節」を  

千羽鶴を折るお手伝いで

老人ホームへ  

 去る 1月25日(土)、三水会センターにて晴れ着撮影会を

開催しました。今年は北米全域に20年ぶりとなる大寒波が

押し寄せ、開催日前日はHoustonでも華氏30度を記録し、

路面凍結のために多くの学校・会社が臨時休校・休業と

なり、開催が心配されました。当日に至っても 朝は水溜り

に薄氷が張るほどの寒さでしたが、皆様の祈りが通じたの

か、快晴に恵まれ、8家族17名の方にご参加いただきまし
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 あるお子さまは、着付け前は不安げにお父様に背中を

押されるように着付け部屋に入って来られましたが、着付

け後の撮影時には和装に慣れたのか、元気に走り回って

おられました。お父様と息子さんは羽織袴姿で お母様と

お嬢さんは晴れ着姿。皆様非常に似合っておられ、良い

写真が撮れたのではないでしょうか。 

別のご家族は生後半年ほどの赤ちゃんをお連れで

したが、ご両親の着付けを待つ間に眠くなったのか

撮影時に泣き出され、写真は泣き顔となってしまわれ

ました。来年は笑顔の写真が撮れますように、再度の

ご参加をお待ちしております。 

 今年は開催時期が1月後半にズレたこともあり、前

年と比べご参加いただいた方の人数は少なかった

のですが、その分、各ご家族の着付け、記念撮影に

十分な時間をお取りすることができました。今回の着

付けでも、現役美容師がそれぞれの方に合った髪型

にセットさせていただき、私たち着付けのメンバーが

和装のお手伝いをさせていただきました。皆様にご

満足いただく為、この晴れ着撮影会に向けメンバー

一丸となって、振袖をはじめ、花嫁衣装のお引きずり

や男性用袴などの着付け方と、そのお着物に合った

華やかな帯結びを毎月のお稽古にて修得出来るよ

う励んでまいりました。それだけに、着付けが出来上

がった際、お礼のお言葉をいただき、笑顔で楽しく記

念撮影をされているお姿を拝見しますと、喜びもひと
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一時間程度と短い時間でしたが、本日撮影したお写
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が咲くことを願っております。 

 最後になりましたが、今回の晴れ着撮影会の参加

費としまして342ドルを集めることが出来ました。今後
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ていただきます。ご参加いただきました皆様、また準
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びます。雪だるまを作って、人参でお鼻をつけてあげま

す。雪が嫌いで泣いていたことりには、おうちを作ってあ

げます。うさこちゃんの優しさが広がる絵本です。次は、

「サンドイッチ サンドイッチ」。身近な食べ物がとてもきれ

いな色で、瑞々しくおいしそうに描かれています。次は

何をはさんで食べようかな。そして、「いる いる だあ

れ」。身近な動物が写真の中に隠れています。会場のお

友達は絵本の世界に引き込まれ、一生懸命探して、大

きな声で答えてくれました。次の「さむいさむい」は、寒

い冬に、暖かい場所を見つけ

てほっとする動物さんたちの

本。青とピンクのやさしい色調

が絵本全体を包んで、寒さと

暖かさをやさしく表現している

本です。最後には節分にちな

ん で「も も た ろ う」を 読 み ま し

た。 
 先月から三水会センターの

幼児の本棚の絵本の並べ方を変えました。シリーズの本

は、返却場所がわかりやすいように、キャラクターが本棚

に貼ってあります。今後は目印を増やして、返却しやす

いようにさらに工夫していくつもりです。子供の本は、年

齢別に赤や黄色や青などのシールが、貼ってあります。

お子さんが本棚に返却するときには、一声かけていただ

けると助かります。借りたいときに、絵本を探しやすいよう

に、返却の際のご協力もどうぞよろしくお願い致します。 
 来月も、季節の本や楽しい絵本をいっぱい用意して、

元気いっぱいのお子さんたちに会えるのを楽しみにして

います。 

 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 

●今後の開催予定 
＜あそぼーかい＞  
4月17日（木） 10時30分～ 
4月26日（土） 9時30分～ 
5月24日（土） 9時30分～ 
＜絵本読み聞かせの会＞ 
4月12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 
5月17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 

 冬の遊びや心も温かくなるようなお話をたくさん用意して、2
月8日土曜日の読み聞かせの会を迎えました。先月から、通常

の時間に戻り、9時半から三歳以上、10時から三歳未満対象

に行っています。（あそぼーかいとは別の日の開催予定になっ

ていますが、ご希望やご意見があれば、ぜひ絵本読み聞かせ

の会までお知らせください。） 
 読み聞かせを始める前にみんなで手遊び、三歳以上の部で

は「わにのかぞく」、三歳未満の部では「一本のゆびと」を歌い

ました。読み聞かせの会が初めてのお友達も、体も少し動かし

リラックスして、楽しく絵本の会を始めることができました。 
 三歳以上の部の最初は、「だるまちゃんとかみなりちゃん」。

木に引っかかって困っているかみなりちゃんを、一生懸命に助

けただるまちゃん。お礼にかみなりの国に案内されます。かみ

なりちゃんのユーモラスな表情と、とても楽しいかみなりの国の

世界が描かれています。ぜひ手にとって、ご家庭でも楽しんで

ほしい本です。 
 次は、かわいい動物さんのいいお顔を集めた写真絵本「い

いおかお」。見ているみんなもいいお顔になりました。次の「そ

りあそび」は、ばばばあちゃんのおはなしです。寒い冬でも元

気いっぱいのばばばあちゃん。「寒い、寒い」と言っている動

物たちと、暖かくなるためにベッドの上で飛び跳ね始めます。

するとベットは壊れてしまいますが、ばばばあちゃんはその

ベッドの足を切ってしまいます。びっくりしている動物たち。で

もばばばあちゃんは平気です。なんと、ベッドはそりになりまし

た。そして、一緒にそり遊びを始めます。楽しくふもとまで滑り

降りたら、みんなで重たいそりを山の上まで運びます。体はぽ

かぽかになりました。もう寒くありません。疲れたばばばあちゃ

んは、ベッドがなくなってしまって、さてどこで眠ったのでしょう

生活・情報委員会だより 

ジャパンフェスティバルの舞台で踊りをお披露目！  

mailto:showingjapan@live.jp
http://showingjapan.wordpress.com/


 2月1日（土）、在ヒューストン日本国総領事館と日米
協会の共催で、H-E-B・Bunker Hill店にて、今回で3回
となるBentoコンテストが開催されました。近年は、キャ
ラクター弁当の登場で、日本でもお弁当作りに注目が

集まり、お弁当箱のみならずお弁当作りのためのさま

ざまなグッズも充実してきました。家族の健康を気遣

い、ふたを開けた時の顔を思い浮かべながら作られ

る、「作って楽しい、食べてうれしい」お弁当の、そんな

魅力を当地でも知ってもらいたいというのがねらいで

す。 
 コンテストは、まず自分で作ったお弁当の写真を総

領事館宛てにメールで送っていただきます。その中か

ら今回は下記6名の最終バトル参加者を選ばせていた
だきました。今年は、サンアントニオからも応募をいた

だき、お弁当に対する関心の高さを実感しました。 
 2月1日の最終バトルでは、予め用意された食材を、
用意されたお弁当箱に詰めてもらいます。出来上がっ

たお弁当は、栄養バランス、見栄え、独創性などにつ

いて審査され、優勝者が決定されました。年々、出場

者の腕が上がり、どれも甲乙つけがたい個性あふれる

出来上がりでしたが、僅差で松本麻希子さんが今回の

優勝者となりました。  
 審査の間、恒例の日本食に関連する講演が行われ

ました。今回は、昨年12月に「和食」がユネスコの無形
文化財として登録されたことを踏まえ、和食の基本的

な調味料のひとつで、最近アメリカでも少しずつ認知

されつつある味噌をテーマに、スティーブンさやかさん

による講演と味噌を使った様々な料理が披露されまし

た。表彰式の後、最後の締めくくりには、来場者全員

が、炊きたてのごはんを手におにぎり作りを体験しまし

た。 

 当日のコンテストに参加されたのは、下記の皆さんで

す。 
Derek Yeung   : Most Comical  
Yuko Ouchi   : Most Traditional 
Jennifer Kennedy : Most Healthy 
William Santee : Most Creative 
Eileen Gu : Kawaii Bento 
松本麻希子 : Most Delicious  
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第３回              コンテスト開催  

在ヒューストン日本国総領事館・日米協会共催 

 サタケUSA、グレン・ゴンドー氏及びH-E-Bの
Sushiyaの協賛に謝意を表します。 

 （文責：総領事館） 

グレーターヒューストン日本人会 

 とんこつラーメンを食べよう  
 ヒューストンでもアジア・

コ ミュニティーの間で

「ラーメンブーム」に火が

つき始めたようで、日本人会も負けては

いられないと、今回の皆の親睦会は、

「ラーメン探検隊」と題し、2014年2月15
日（土）2時30分 か ら レ ス ト ラ ン「Kata 
Robata」で開催され、ラーメン大好きの24
名が参加しました。日本人会では、会員

の交流を図るため、定期的にお食事会

を兼ね、親睦会を開催しております。 
武智前会長の開会のご挨拶の中で、普段はとんこつラーメンのメニューは週

日だけですが、お休みの土曜日に拘わらず特別にご配慮頂き、サービスして頂

いたとのお話がありました。今まで

ヒューストンではとんこつラーメンには

お目に掛かれない(?)と思っていたの
で、とんこつラーメン好きの小生にとっ

ては願ってもない催しで大変喜んで参

加した次第です。また、とんこつラーメ

ンのスープの仕込みの量に限りがある

とのことで、今回は会員20人限定での
開催でした。(反響がよく、4人は何とか
お願いして追加していただきました。) 

 とんこつラーメンは期待した通りのおいしさで、スープ、

麺、トッピングのチャーシュー、半熟卵と全て絶品で最高でし

た。閉会前に現れた堀内料理長のお話によると、「Kata 
Robata」ではとんこつラーメンを週日毎日限定15食用意してい
るが、開店1時間半で完売するという人気メニューの1つとのこと
です。参加された皆様は、ラーメンのお話以外でも、冬季オリ

ンピックの日本人の活躍やヒューストンの景気などの話題で盛

り上がり、交流を深められていました。 
ご存知の通り、日本人の好きな料理のベスト3に入るラーメ

ンは日本でもずっと大ブームです。定宿の品川プリンスホテル

の前には、品川駅のガードの下に品達ラーメン七人衆といって

ラーメン専門店が七店軒を連ねていて、ランチや夕食時は人

で溢れています。ヒューストンでもこのようなラーメンの名店が

近々できることを祈っています。 
皆の親睦会は美味しい料理と楽しい団欒、素晴らしい時間

が持てます。是非日本人会に入会され、皆様積極的にご参加

下さい。 
山口 進 

追伸： 

 参加した多くの方々からとんこつスープの作り方について知り

たいという声がありましたので、調べてみました。 
 一例を挙げると、豚の大腿骨（ゲンコツと呼ばれている）を肉

屋から3キロ買ってきて、大鍋になみなみと水を入れ、50分グラ
グラと煮込む。その後ゲンコツを取り出し、お湯を全部捨てる。

そのゲンコツに再度なみなみと水を入れ、りんご1個、たまねぎ
1個、ねぎ、ニンニク、しょうが、塩、しょうゆ、黒こま、月桂樹の
葉、酒等々を追加して、延々8時間煮立てる。豚の骨からうまみ
がでて、お好みに合わせ味付けしてラーメンのスープ完成とな

るそうで、気が遠くなるくらい手が掛かっています。 

 １月28日、ヒューストン日米協会は、RiverwayのOmniホテルにて講
演会「KEIZAI Conversations」を開催しました。本講演会は、全米各
地の日米協会が、経済広報センター、経団連および全米日米協会

連合（NAJAS）の協力を得て企業経営や経済に関して開催する講演
会シリーズのひとつです。ヒューストンでは、ヒューストン日米協会の

設立45周年記念行事の一環として、講師に株式会社東芝上席常務
（米州総代表、東芝アメリカ社会長）の大角正明氏と元米国通商代

表部大使のアイラ・シャピロ氏を招いて、企業戦略と貿易問題をテー

マに「KEIZAI Conversations」と題して開催しました。 
 大角氏からは、持続的成長に向けては、エネルギー・環境問題が

社会課題となる中、日本の高い環境関連技術を活かしていくことが

必要であると、東芝の具体的事例もまじえながら、講演がありました。

また、シャピロ氏からは、TPP交渉の課題や見通しについて、今後の
交渉の進展に向けては各国の決断が求められるとの講演がありまし

た。 
 当日は、あいにくの寒波で来場できなかった方もあり、とても残念で

したが、それでも64名にご参加いただくことができました。特に質疑
の時間では、髙岡総領事からもご質問をいただくなど、参加者との熱

心な議論が展開され、とても有意義な講演会となりました。 
 

（文責： ヒューストン日米協会） 

日米協会 

「KEIZAI Conversations」を開催 
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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ご紹介しています。 

前回の並川健二郎先生から皮膚科がご専門の大場純奈先生にバトンが移りました。 

第113回 
 

    
  

医師 
（現MD Anderson Cancer Center研究員） 

大場純奈 

まうと、メラニン色素が多く留まりなかなか消え

にくくなってしまいます。そういうわけで、しみ

は顔に多くできます。 

 

悪性黒色腫（メラノーマ）とは 

 いわゆるホクロのがんあるいはホクロのような

皮膚がんと一般的には理解されていますが、

メラニン色素をつくるメラノサイトやホクロの細

胞ががん化してできます。皮膚がんの中で最

も悪性度の高い癌で、転移を来たし易く、病

期分類の一つであるT分類（原発巣の厚さ）

は、センチでなくミリ単位で分かれています。

日本人をはじめとする黄色人種や黒色人種

には比較的発生頻度が少なく（人口10万人に

約1.5 - 2人の割合）、白色人種にとても多く見

られます（人口10万人に約10－20人以上の

割合）。しかし近年のオゾン層の破壊やライフ

スタイルの変化等で、日本を含めて全世界的

に発症数は増えてきています。悪性黒色腫に

はいくつかの違う特徴を持つサブタイプがあ

り、白人に多いタイプ（表在拡大型黒色腫）は

紫外線曝露と関係が深い一方、日本人や黒

色人種に多いタイプ（末端黒子型黒色腫）は

足底、手掌、爪など、紫外線に曝される部位

ではなく、慢性的な物理的刺激と関係が深い

と考えられています。しかし近年、日本人の中

でも白人に多い表在拡大型黒色腫は紫外線

への曝露の増加と共に増加傾向にあります。 

 

悪性黒色腫じゃないかと心配したほうがいい

とき 

 悪性黒色腫の最良の治療法は早期発見で

す。早い段階に発見し、腫瘍を取り除けば、5
年生存率は9割以上と予後良好です。そのた

め、もし気になる症状があれば、なるべく早め

に皮膚科受診をされることをお勧めします。 

日常診療において悪性黒色腫を疑うポイント

としてABCD(E)ルールがあります。すなわち、

A：Asymmetry (形が左右非対称である、いび

つな形)、B: Border Irregularity (辺縁がギザ

ギザして不整である、境界が不明瞭)、C: 
Color variegation (色調が均一でなく濃いとこ

ろ、薄いところが混在)、D: Diameter greater 

than 6mm （直径6ミリ以上）、E: Enlargement 
or evolution of color change, shape, or symp-
toms (大きさの拡大、色や形、症状の変化)で

す。ホクロのしこりの周辺に墨がにじみ出てい

るような場合は悪性を疑います。悪性黒色腫

と良性のホクロを簡単に見分けるには成長す

るかどうかです。直径が5ミリ以下であれば、

先ず大丈夫ですが、一年以内に急に6ミリ以

上になったら、悪性を疑ってみる必要がありま

す。大人になってできたホクロやしみが比較

的短期間で大きくなったり色や形状が変化し

たり、出血したり、盛り上がってきたりした場合

は早めに皮膚科を受診しましょう。 

また、爪にできる場合は、爪に黒褐色の色素

線条（縦のすじ）が出現し、半年～１年くらい

の短期間に色調が濃くなって、すじの幅が拡

大してきます。進行すると爪が割れたり、色素

のしみ出しが出現することがあります。 

さらに、頻度は高くはありませんが、悪性黒色

腫は眼や口腔、鼻の粘膜や、消化管、外陰

部の粘膜に生じることもあります。 

 

 

注意：黒くない黒色腫もあります 

 黒色腫と聞くと、黒々とした病変を想像する

方もいらっしゃるかと思いますが、中にはほと

んど黒くない病変（肌色、赤色など）を呈する

ケースもあります（無色素性メラノーマ）。 

 

 

 

 

 

 

最後に 

 皮膚がんの中でも悪性黒色腫は進行がとて

も早いため、早期発見、早期治療がポイント

です。進行した悪性黒色腫に対して、有効な

治療法を確立するために多くの研究者達が

切磋琢磨して取り組んでいます。 

 

 テキサス、オクラホマ両州は、米国の他の地域と比べ大都市における犯罪発生

率は概して高くなっており、ヒューストンも例外ではありません。ヒューストン市警

察は、毎月20日頃、その前月の犯罪統計を発表しており、その集計によれば、

2013年は約13万件で前年度と比べ若干増加しているものの、ほぼ横ばいとなっ

ています。治安状況は安定的に推移しているとはいえ，日本に比べると犯罪発

生率は遥かに高く、日頃の生活にも十分な注意が必要です。 
 ヒューストン市警（HPD）によれば、ヒューストンは自動車荒しが非常に多いのが

特徴です。また，給油中に反対側のドアから車内のカバン等を盗まれるケースも

散見されます。車を離れる際には、①短時間でもきちんと鍵をかける、②貴重品

を車内に残さない、③外から見える場所に物を置かないようご注意ください。テ

キサス州のもう一つの特徴として、州法において、他の州の法律よりさらに広範な

銃器等の使用を認めていることがあります。同法では、自身の財産の保護だけで

なく、強姦、放火、不法侵入、強盗、夜間の窃盗、夜間の器物破壊等にも殺傷武

器の使用による防護が認められています。2007年には「キャッスル・ドクトリン（自

身の身や財産に危険を感じた場合の殺傷能力のある武器使用を正当化する法

律）」の範囲を拡大し、身に迫った脅威に対して可能な限り逃げることを義務付け

ていた条項が撤廃された結果、銃器による事件が多発しており、例えば、

BellaireやBlalock Road等在留邦人の方々が比較的よく行く地域でも銃による

事件が発生しています。これらの中には、パンクしたタイヤの交換中に銃撃され

る事件も含まれています。 

 こうした犯罪を未然に防ぐためには、日頃から「自分と家族の安全は自

分たちで守る」との防犯に対する基本的な心構えを持つことが肝要で

す。基本的には、「目立たない」、「行動のパターン化を避ける（行動を予

知されない）」、「用心を怠らない」ことを心がけてください。また、自動車を

駐車する際には車内に貴重品を残さないようにする、家では鍵をしっかり

かける、近隣住民とのコミュニケーションを取るということも重要です。 
 また、すでに総領事館と商工会は協力して安全対策の強化に向けた

情報交換を進めていますが、ヒューストンもテロの危険と無縁ではありま

せん。 
 これらの留意点から自然災害への対応まで様々な基礎情報につい

て、在ヒューストン日本国総領事館は「安全の手引き」をホームページに

掲載しています（http://www.houston.us.emb-japan.go.jp）。早い段階で

ご一読・ご参照ください。 
 なお、ヒューストン市警察のホームページ（http://www.houstonpolice 
.org/）内のOrganizationの項目内で各警察署の管轄区分を示すBeat 
Mapを確認し、お住まいの地区の所轄警察署の連絡先を把握しておくと

いざという時に役立ちます。緊急時には911（警察・救急・消防）に連絡

をすればよいですが、緊急とはいえないものの何か不安なことがあった

場合や、警察に対して助言を求めたい場合には、各管轄警察に連絡を

した方がスムーズな対応を期待できると思われます。 
 当地での生活に慣れてくると、つい「大して危険じゃないな」と思いが

ちになってしましますが、それが危ない領域に足を踏み入れる瞬間で

す。安全な毎日を過ごすためにも、日頃から防犯に対し十分留意するよ

うにしましょう。                         （商工会安全危機管理委員会） 

  2011 2012 2013 対前年比(%) 

殺人 198 217 241 111.06 

強姦 771 665 618 92.93 

強盗 8,054 9,385 9,891 105.39 

傷害 11,969 11,343 10,270 90.54 

27,459 26,630 23,733 89.12 

非侵入盗 68,596 67,978 73,591 108.25 

自動車盗 12,281 13,070 13,595 104.01 

合計 129,328 129,288 131,912 102.02 

 皆様、こんにちは。昨年4月に福岡から

ヒューストンに来ました九州大学皮膚科の大

場純奈と申します。大学院博士課程の時に悪

性黒色腫（メラノーマ）というホクロのがんの研

究を始めました。その後様々な方々の縁に恵

まれ、MD Anderson Cancer Centerに留学す

る機会をいただきました。今回はこのホクロの

がんについて、ホクロとの違いを含めてお話さ

せていただきたいと思います。 

 

ホクロ、しみについて 

 ホクロは、皮膚の色と関係するメラニン色素

をつくる細胞が増える良性のできもの（良性腫

瘍）です。生まれつきのものや子供のときに生

じるもの、大人になってから生じるものがあり、

茶色や黒の小さなしみや隆起として体のあち

こちにできます。ホクロができたばかりのときは

少し大きくなりますが、やがて成長がとまり、多

くは直径が6ミリ以下です。ただし、生まれつき

のホクロや5歳以下で生じるホクロは大きくな

ることがありますし、大人でもごくまれに
    

10ミリ

を超えるホクロができることもあります。  

しみには細胞の増殖はなく（腫瘍ではない）、

皮膚にメラニン色素が多く留まっている状態

です。通常、メラニン色素は紫外線から皮膚

の細胞（ケラチノサイト）を守るためにメラノサ

イトから産生され、ケラチノサイトに受け渡され

た後、皮膚の新陳代謝機構で一緒にはがれ

落ちていきます。なので通常の日焼けであれ

ば1ヶ月もすれば元の肌の色に戻る仕組みに

なっています。しかし、過度の紫外線やストレ

ス、加齢に伴い皮膚の新陳代謝が停滞してし

データ:ヒューストン市警察 http://mycity.houstontx.gov/crime/) 

次回は、乳腺外科がご専門の原尾美智

子 先 生 で す。現 在 は、MD Anderson 
Cancer Centerの 同 じ くDepartment of 
Melanoma Medical Oncologyの別のラボ

で、研究されています。熊本大学の先輩

にあたり、去年日本人の女性研究者の仲

間に紹介していただきました。ゴルフをた

しなまれ、お料理が上手で、とても素敵な

先輩女性医師、研究者です。  

source:  
http://melanomaskincancer.blogspot.com/2011/04/
amelanotic-melanoma-overview.html 

をしてくださった方々やお会いした方々の励ましや笑顔が一生の宝物とな

りました。 
 この度、商工会での最終日の業務を終え事務室のドアを閉めた瞬間、大

きな安堵と共に一抹の寂しさを感じ、新たな節目を迎えたことを実感しまし

た。そして、これまでの経験から学んだことを糧とし、新たな人生の道を自

分らしく歩んでいかなければと改めて思った瞬間でもありました。今後は

オースティンの近くにあるウィンブリー（Wimberley）という小さな町に移った

後、年内にカリフォルニア州へ転居する予定ですが、当面はヒューストンと

ウィンブリーを行き来する生活となります。 
 
 短い引継ぎ期間を終え、3月から新事務局長が就任されました。今暫くは

不慣れで不安な部分もあるかと思いますが、皆様方のご理解・ご支援のも

と、きっと乗り切ってくださると信じております。 
最後になりましたが、商工会の今後一層のご発展と皆様方の更なるご健勝

とご活躍をお祈り申し上げます。これまで本当にありがとうございました。 

退職のご挨拶 

前ヒューストン商工会事務局長 ライブロック祐子 

 この度家庭の事情により、15年間勤務いたしました商工会を本年2月末で

退職いたしました。未熟な私がこれまで大過なく商工会事務局長として勤

めてこられましたのも、関係者の皆様方の温かいご支援・ご理解の賜物と心

から感謝申し上げます。 
 
 15年前、商工会前事務局長のご退職に伴い、もともと私が勤務していた

補習校事務局と商工会事務局の統合が決定され、同時に商工会・補習校

事務局長職を私が兼任することになりました。それまでの教育に携わる業務

に加え、不慣れなビジネスの業務に戸惑い迷うことも多々ありましたが、関

係者の皆様に励まされご支援を受けながら何とかこなしてまいりました。そ

の後、2008年に商工会事務局長専任となった直後に三水会センターがあ

る現在のビルに引っ越したこともあり、新しい環境で業務に就く楽しみと緊

張を味わったのを今でも覚えております。 
 
 商工会・補習校の事務局が同居する三水会センターは、25,000冊以上の

蔵書がある図書館とボランティア活動や各種行事の委員会等が使う会議

室、補習校職員の方々が作業するコピー室などを備え、正にヒューストンで

日本のビジネスと教育、文化に携わる中心的な場所と言えます。そこで長

年勤務できたことが私にとって大変素晴らしい経験となり、また一緒に仕事 土光会長、髙岡総領事ご夫妻と  「次号が待ちきれない」ガルフ作りの仲間達と  
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→ 議事録 2ページからの続き 

2013-2014年度第1回宇宙セミナー開催につき、3月16日（日）を目標に

NASAとJSCと交渉中ではあるが、同日にJSCで大きなイベントが予定さ

れているため、現在回答待ちの状況。日本人宇宙飛行士アサインの関

係で他日の開催が難しいため、何とか予定通り開催できるようにした

い。なお、山上正会員は4月に帰任が決まり、今後和田恵一正会員が

引き継がれることとなった旨の報告があった。  

★よろしく！～新規入会です  

＊正団体会員入会 

・Chubu US Gas Trading LLC 
     1980 Post Oak Blvd. Suite 1500, Houston, TX 77056 
     Tel. 713-360-4898  
      小林大輔 / 大滝雅人 / 下保木伸悟（真澄）   

・HORIBA Instruments Inc. 
    5318 W FM 517, Alvin, TX 77511 
    Tel. 281-482-4334 
    小林祝夫（弥生） 

・Valqua America, Inc. 
 10777 Westheimer, Suite 1100, Houston, TX 77042 
 Tel. 713-260-9625 
 増田芳正 

・Hashimoto Denki USA, Inc. 
 7102 Sam Houston Prkwy N., Suite 220, Houston, TX 77040 
 Tel. 281-741-0410 
 橋本順一朗 

会員消息 ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞ 

＊正会員入会 

 ・INPEX Corporation  

                     根本哲也 / 森田信幸 / 内山善仁 / 吉村大地 

  ・Kuraray America, Inc.   

                                     杉田誠（みゆき） / 齊藤隆寛（幸子） 

  ・Nissan Chemical America Corporation      竹原宏二 

  ・Sojitz Corporation of America              片野 裕 

  ・Sumitomo Corporation of America 

                   深谷 渉/  木内浩文 / 今村大輔 / 澤田晋一郎 

    ・Yokogawa Corporation of America   吉田秀泰（弘美） 

 ＊配偶者登録 

  ・Mitsubishi Corporation (Americas)      藤本 希 

 

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

●正個人会員退会 

 ・Kobelco Welding of America Inc.          陳 玟伶 

  ・Sojitz Corporation of America            小倉正己（咲枝） 

 ・Sumitomo Corporation of America   建部 徹／橋本慎也 

 ・Teikoku USA Inc.                   加減孝司   

 

●替わりました  ～ メモのお願い 

●住所変更 

・INPEX Corporation  （旧)Suite 5200 →(新) Suite 2450 

 

●常任委員交代 

 ・Sojitz Corporation of America （旧）小倉正己→（新）片野 裕  

  ヒューストンから南へ車で1時間から1時間半

程走ると、目の前にメキシコ湾が広がります。海

水浴といえば、夏が定番ですが、テキサスで

は、夏の海はパラソルなどで日陰を作っても非

常に日差しが強くて暑いので、特に犬と一緒に

海に出かける際には、日射病や熱中症になら

ないように注意が必要です。 

 ヒューストンに引っ越して来てから、度々我が

家の犬たちと一緒にビーチに出かけています。

海といえば夏のイメージだったため、7月4日の

独立記念日にガルベストンに行ったことがあり

ました。ところが、朝8時にビーチに到着したに

もかかわらず、日が高くなるにつれて気温がど

んどん上がり、少し水辺で遊んだ後、熱中症を

防ぐため早々に引き揚げることになりました。 

 その後、3月にフリーポート近郊のクインター

ナ・ビーチ、11月にコーパス・クリスティのパド

レ・アイランドとマスタング・アイランドのビーチ

に出かけましたが、実は夏場よりも人がまばら

なオフシーズンの海の方が、周りの人に気兼ね

せず犬と一緒に遊べることに気が付きました。

気温も高くないので、遊んだ後は少し休憩を挟

み、また遊ぶということができて、楽しい時間を

過ごすことができるのです。風があるとビーチは

とても寒く感じ、水から出た際に体温を奪われ

るので素早くタオルなどで乾かしてあげないと

いけませんが、風がない晴れの日は絶好の海

遊び日和です。 

 今年の冬は寒い日が多かったヒューストンで

すが、例年は朝夕気温がさがっても日中は青

空が広がり気温があがる日が多いものです。今

年に入って間もない1月14日にそんな日があり

ました。前日から天気予報を眺めては海遊びの

計画を立て、翌朝フリーポート近郊のサーフサ

写真2： ビーチハウスを訪れる人もまばらで犬た

ちものびのび遊べます。 

イド・ビーチに出かけてきました。ビーチハウス

の立ち並ぶ道路に車を停め、目の前のビーチ

に繰り出しましたが、水温はまだ高くないの

で、水遊びする人はいません。ビーチを散歩す

る人が10人ぐらい通りかかり、犬たちと一緒に

水遊びするわたしに「楽しそうね！」と声をかけ

てきたぐらいでした。 

 我が家の愛犬ベルジアン・タービュレンの

ヒューゴは水が大好きで海にざぶざぶと入り、

オモチャを投げれば、10mのロングリーシュを2
本繋いだ分だけ自由に海と陸地を行き来して

遊びます。ウェルシュ・コーギーのシャーリは水

が得意ではないので海には好んで入りません

が、砂浜で寝そべったり、ヒューゴが陸に上

がってくると一緒に砂の上を追いかけっこした

り、広い空間を楽しみます。ときどき水分補給を

し、オヤツを食べて休憩を取り、また遊ぶ、そん

なことをしていると1−2時間があっという間に過

ぎてしまいます。 

 海遊びをするときの必需品は、濡れた犬を拭

くためのタオル、散歩のときに使うよりも長い

リーシュ、オモチャが好きな犬の場合はオモ

チャ（オモチャを海に投げるときは、犬が取りに

行くかどうか分からなければ、オモチャにも長い

リードをつけておくと海から回収しやすくなりま

す）、飲み水などです。また、飲み水だけでは

なく、足についた砂を洗い流せるようにペットボ

トルなどに入れた水道水を持って行くとビーチ

にシャワー施設がない場合に便利です。水に

入ることがあまり好きではない犬の場合は、パラ

ソルなど日陰を作ってくれるものがあると良いで

しょう。 

 水が苦手な犬はもちろん、プールや池が好き

な犬でも、動く海の波を見てこわがることもあり

ます。犬が水に入りたがらない場合には無理に

誘わず、ビーチで一緒に走ったり、砂を掘った

りして遊ぶのも楽しいものです。ビーチに到着

してしばらくして波を見慣れると、水が好きな犬

写真4： オモチャを取ってきました！  

 

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.20   
海遊びはオフシーズンに出かけよう 

は、少し水に入ってみようと気分が変わることも

あります。オモチャが好きな犬の場合でも最初

からあまり遠くに投げず、簡単に拾うことができ

る場所から、少しずつ様子を見て遊んでみてく

ださい。 

 ビーチで遊んでいるときに、犬をオフリーシュ

にして自由に遊ばせたいと思っても、多くの

ビーチではオフリーシュ禁止というルールがあ

ります。また、多くの人が訪れるビーチには、食

べ物の残りや、フォークやナイフなどの先のと

がったもの、食べ物のにおいがついたビニール

袋などが落ちていることがあります。死んだ魚

や貝などが落ちていることもあります。海辺で遊

んでいる間に、気がついたら何か危険なものを

口にしてしまったということのないように、リー

シュにつないで遊び、犬の行動には目を離さな

いようにしましょう。ビーチには、ルールや注意

事項が貼り出されていることがありますので、遊

ぶ前に必ず目を通しておくと安心です。そもそ

も、犬同伴禁止というビーチもありますので、事

前に確認してからお出かけください。 

 ビーチで楽しい時間を過ごして帰宅した後

は、海水や砂を落とすように犬にシャンプーを

してあげてください。そのまま放置してしまうと、

皮膚や被毛を痛めるおそれがあるためです。

自宅でシャンプーを行うことが難しい場合は、

ペットショップや動物病院でシャンプーを事前

に予約してから出かけると万全です。 

 今年の夏は、犬と一緒にどこのビーチで遊ぼ

うかとお考えの方もいらっしゃると思いますが、

テキサスの海は、オフシーズンの今の季節がお

勧めです！ 
 

 
ヒューストン日本商工会 

白木 圭二  さん 

１．会社（親会社and/or当地現地法人）の業務内容等について簡単

にご説明ください。 

 中部電力は、日本において中部5県、面積にして約39,000平方キロ

メートルを供給エリアとする電力会社です。海外においても、国内事

業で培ったノウハウや人財といった経営資源を基盤として、発電事業

や燃料関連事業への投資を進めており、世界的な事業規模の拡大

を目指しています。ヒューストンには、2013年8月より現地法人Chubu 
Electric Power Company U.S.A. Inc.(CEPCO USA)の事務所を設立

し、アメリカ、カナダ、メキシコの発電事業資産の管理、北米地域にお

ける新たな投資案件の調査・発掘・開発に関する業務に取り組んでい

ます。また、2013年10月より同じく現地法人であるChubu US Gas 
Trading LLC(CUSGT)を設立致しました。CUSGTは主にフリーポート

LNG基地向けの原料ガス調達およびパイプライン調達を行ってまいり

ます。両社とも、文字通り生れたばかりであり、今後皆様より末永くご

指導賜れますと幸甚と存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 

２．ヒューストン／テキサス州の印象についてお聞かせください。 

 テキサスと言えば、（少々ノスタルジックではありますが）西部開拓時

代が象徴するような「荒馬に乗ったカウボーイ、カウガール」、 また

Chubu Electric Power Company U.S.A. Inc. 
Chubu US Gas Trading LLC 

会社紹介 

「巨大（テキサスサイズ）なステーキ」といった、ワイルドなイメージを思

い浮かべていましたが、実際に住んでみると一転、「サザンホスピタリ

ティー」という言葉の通り、とても親切で温かい人々が住む、とても自

然豊かな街であることが分かりました。 
 現在は、シェールガス革命という新たなゴールドラッシュ到来と言っ

ても過言ではないのではないでしょうか。テキサスのカウボーイ、カウ

ガールに混ざって、日本からの侍ボーイ、ガールが存在感を見せる

時代がやってきていると感じています。 
 

３．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

 日本ではトレッキングやサイクリングなどで体力維持に努めていまし

た。残念ながらヒューストンでは山は見当たりませんが、週末には健康

増進のため、ジョギングやハイキングを行っています。ハイキングは、

車で通り過ぎる時には気がつかないような、さまざまな発見が出来る

のも楽しみの一つです。昨年は近場でバッファローバイユー沿いなど

を散策しましたが、いろいろな鳥や動物にも出会いました。テキサス

州にはトレイルや公園など、ハイキングに格好な場所が沢山あるよう

なので、今年はもう少し遠くまで足を伸ばしたいと思っています。 写真1： ビーチのルールや注意事項はきちんと守

りましょう。 
写真3： 水面に浮くオモチャを放ると、一目散に水

に入って行くヒューゴ。 

Gulf    Stream 

写真5： 海が得意ではない犬も一緒に出かける

ときは日陰が作れると良い。 

Gulf    Stream 
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平成26（2014）年2月度  商工会理事委員会  議事録 

日  時：平成26年2月19日（水）11：30～12：50  
場  所：住友商事社 会議室（10階） 
出席者：名誉会長、理事委員11名、正会員4名（理事委員代理）、事務 

局長  

欠席者：理事委員9名（うち、会長委任6名、代理人委任3名） 

司 会：金子公亮幹事 
 

１．商工会会長連絡（土光辰夫会長） 

土光会長から下記2点の連絡があった。 
①補習校オープンハウス参加報告 

去る1月18日（土）に開かれた補習校オープンハウスに出席。日本人子弟
が通う現地校の教員を招待して日本の教育事情を知ってもらうために3年
ごとに開催される。今年は30名強のアメリカ人教員が補習校の餅つきや授
業参観をした後、運営委員会からの学校説明会、そしてIEJ（International 
Educators to Japan）プログラムで日本へ3週間派遣された現地校教員によ
る報告会に参加した。日本及び当地における日本人子弟の教育事情を現

地校教員に知ってもらう非常に重要な行事であると感じた。 

②GHP（Greater Houston Partnership）の25周年年次総会ランチョン報告 

去る2月5日（水）にGHPが1,000人ほどの参加者を迎え創立25周年の年次
総会ランチョンを開催。GHPは25年前に複数の経済関連団体が合併さ
れ、ヒューストンの商工会議所のような位置にある団体。GHPによるとヒュー
ストンのGRPが4,500億、ヒューストンの人口が1日に200人増えているなど
景気が向上傾向であるとの話があった。Asia Society Texas Center が日本
をテーマにした行事を2月に行うなど日本が注目され始めていることから、
日本人人口が少ないヒューストンで日本のプレゼンスの質を向上するため

にも、会員各位のご協力をお願いしたい。 

２．総領事館連絡（髙岡望総領事） 

髙岡総領事から、下記5点についてお話があった。 
①総領事館のミッション（日本のプレゼンス向上、日米交流、日本人 

 サポート）について 

②ホロコースト博物館での日系退役軍人授与の議会ゴールドメダル  

 の巡回展示会について 

③ヒューストンとダラス日米協会のコミュニケーションと財政情報交換 

 とその課題について 

④米国中間選挙の行方について 

⑤オクラホマ州知事表敬訪問と日系企業からの要望などについて 

３．2014ジャパンフェスティバル関連報告 

（中村俊介正会員：及川毅副会長代理） 

中村正会員より今年度のジャパンフェスティバルに関連し下記5点の報告が
あった。 

①開催： 2014年4月12日（土）・13日（日） 於Hermann Park 
②テーマ： The Way of Japan 
③ボランティア募集：  当日午前・午後4セッションで合計120名のボラン
ティアが必要となる。既にボランティア協力依頼状はメール発信済みで

あるが、改めてお願いしたい。 

④寄付： 会員企業・団体各位へ後日寄付協力依頼状を発送予定。 

⑤浴衣トライオン： 今年度婦人部委員会の休会に伴い、これまで婦人部

委員会主催で実施してきた浴衣トライオンは中止となる。 

４．日本庭園関連報告（加藤眞人特命理事） 

加藤特命理事より下記3点の報告があった。  

①メンテナンス作業： 日本庭園の木々剪定や維持作業のため、今年も3
月9日（日）から20日（木）まで日本から庭師を招聘することになった。実作
業は3月10日（月）から19日（16日を除く）までで、朝8時から開始の予定。 
②日本庭園清掃活動： 前述のメンテナンス作業終了後に日本庭園清掃

が予定されている。日時決定次第ボランティア募集の予定で、会員各位

のご協力をお願いしたい。 

③大賀ハス：4月12日のジャパンフェスティバル開会式で姉妹都市の千葉
市から大賀ハスが贈呈される予定。日本庭園の池に植えられる日程は、

ハスを持参される市会議員の予定からもフェスティバル期間中の見込み。 

 

５．幹事報告（金子公亮幹事） 

＊事務局長退職と今後の体制について 

ライブロック祐子事務局長が一身上の都合により2014年2月末をもって退
職する為、今後の体制などについて決議決定が行われた。 

①今後の体制について 

＊昨夏現事務局長が一時帰国中に代行された鮎川史代さんにつき、そ

の実績と実務経験・就業姿勢から後任事務局長とすること、就業条件に

ついては昨夏同様の条件とすることを理事委員に諮り、全会一致で承認

された。 

＊就任期間は今年の6月末まで（若干前後の可能性有り）を現時点で想定。 
②鮎川新事務局長サポート体制について 

＊行事が集中する時期でもあり、速やかで確実な対応のため人的リソー

スを確保する必要があることから、新事務局長のサポートとして1名を追加
採用すること、機動的な採用を可能とし、迅速かつ円滑な業務遂行を担

保するため、人選と就業条件などの決定は本会役員に一任することを理

事委員に諮り、全会一致で承認された。 

＊事務局長の選任・退任に関して定款上の規定はないが、上記①、②に

ついて本会議決議については4月度常任委員会で追認取得を予定。引
継ぎの関係上、鮎川新事務局長の業務開始は2月25日からとする。 

③人材推薦のお願い 

鮎川新事務局長も6月迄と時限的である為、5月初めに新たな人材確保
が必要となる見込み。適任者の推薦の協力をお願いしたい。 

６．正団体会員新規入会申請について【承認事項】（金子公亮幹事） 

 商工会定款第二条第二項「入会および会員の選考」に従い、下記4社   

 の入会申請につき理事委員会の全会一致の承認があった。（詳細に  

 ついては別項「会員消息」欄参照） 

 ①HORIBA Instruments Inc.  Alvin Office 
 ②Valqua America,Inc. 
 ③Chubu US Gas Trading LLC 
 ④Hashimoto Denki USA, Inc. 

7．委員会・部会関連事項 

①企画調査委員会（中溝丘企画調査委員長） 

2014年1月15日（水）の午後2時15分（常任委員会終了後）から、30名強の
参加をいただきCRCオーディトリアムで人事セミナーを開催。Pasona社様
の協力のもと、同社コンサルタントの酒井謙吉氏（Pacific Dreams, Inc. 代
表取締役）を講師に迎え、「日系企業が訴訟社会でサバイブするための必

須雇用戦略」というタイトルで講演いただいた。次回4月度のセミナーでは、
講師のほか数名のパネリストによる経済討論会形式を企画中。 

②テキサス会（松下悦啓物資・化学品部会長） 

 ＊第548回テキサス会「総領事杯」進捗報告 

第548回テキサス会「総領事杯」を5月18日（日）に開催することに決定。
先般第1回幹事会議を開催し、準備を開始。3月度理事委員会後に募集
などの広報を予定。 

③スポーツ委員会 

 （ライブロック祐子事務局長：岡野副会長兼スポーツ委員長代理） 

＊商工会ソフトボール大会関連報告 

4月20日（日）開催のソフトボール大会の申込は1月末に締め切られ、18
チームの申込あり。2月末に予定されてるキャプテン会議での討議を踏ま
え、運営方向を最終決定する。 

８．事務局関連事項（ライブロック祐子事務局長） 

＊会員消息（別項「会員消息」欄参照） 

今月入会申請をいただいた4社を含め、現在、名誉会員9名、正個人会員
（正団体会員92社、常任委員92名を含む）516名、準会員31名の総会員
数556名となる。過去に正団体会員数が100社を超えることはあったが、総
会員数が550名に達するのは記録上初めて。 
＊ヒューストン美術館（Museum of Fine Arts Houston）からの依頼事項 

2015年に開催予定の写真展への協力依頼があった。事務局長交代の時
期でもあるため、この件については直接他団体の加藤特命理事と金子幹

事にご対応いただきたい。 

９．その他 

＊宇宙セミナー関連（山上武尊正会員：酒井純一特命理事代理） 

 

 

 

 

By 
Kumiko 

No.72 

昨年11月にヒューストン郊外で行われたハー
フマラソン大会に参加しました。ヒューストンに

来て約3年、怠惰な生活を送るわたくしめです
が、その年の4月に夫が参加したハーフマラソ
ン大会で、老若男女入り混じった大勢のラン

ナーが駆け抜けるのを見ながら沿道で応援し

ているうちに、「楽しそう！私も走りたい！」と軽

く思ったのがきっかけでした。しかし、産後2年
足らずのなまった体で21kmを完走できる自信

は到底なく、無理かな、止めておこうかなという

気持ちが多少なりともあったので、その後、まさ

か本当に申込むことになるとは自分でも驚きで

した。                                 

本番2ヶ月前の9月、勢いで申込んだのが最
後、想像以上に過酷な炎天下での練習が待っ

ていました。運動らしい運動をこの3年間全くし
ていなかった私の体は、たった20分のランニン
グで息はあがり、足はもつれ、こんなに体は重

かったっけ、こんなはずでは……と自分に愕然

とする始末。仮にも中学・高校と運動系の部活

に所属し、5年前には日本のアップダウンの激
しいコースでハーフマラソンを完走し、少しは体

力があると思っていただけにショックでした。と

にかく完走することを目標に夫に練習メニュー

を組んでもらい、娘をnurseryに預けている週2
回の空き時間に重点的に走り込みをしました。 

9月中旬といえど、ヒューストンの日中の日差
しはジリジリと焼け付くような暑さ。夫にアパート

の室内ジムのランニングマシンを使った練習を

提案してみたものの、足にかかる負荷が全然違

第114回    山元 茜 さん 

うとあえなく却下。しぶしぶ流れ落ちる汗と戦い

ながらnurseryのない日は、ベビーカーを押しな
がら練習に励みました。 

練習を始めて3週目のある日、いつものように
走った後、右足首に違和感を覚えました。その

違和感は翌日からはっきりとした痛みに変わり、

歩くたびに激痛が走るのです。これは完全な故

障でした。ジョギング用ではないベビーカーを

押しながらの練習は体の重心を捻じ曲げ、足首

に正しくない角度から負荷がかかっていたよう

でした。結果、この故障が完治した1ヶ月後の10
月下旬には、本番まで2週間と迫っており、モチ
ベーションは完全に落ちていました。その上、

娘が体調を崩し夜も朝もなく看病、気付いたら

本番は目の前に。もう夫にも諦めたのだろうと

思われていた本番前日、故障のことを何も知ら

ない友達から受け取った「明日のハーフマラソ

ン頑張って!」というメールに勇気付けられ、1ヶ
月半のブランクを経て、いきなり21km走ること

にしました。 

当日の早朝、ゼッケンをもらい、まだ暗闇の

中ウォーミングアップをしているランナー達をみ

ると、不安な気持ちは消え、自分もいっぱしの

アスリート気分に。サマータイムが終わり、夜が

まだ明けきらない朝6時半にランナー全員でア
メリカ国家斉唱の後、スタートのピストルが鳴る

とみんな一斉に走り始めます。交通整理にあ

たっている警察官に早朝からご苦労様という意

味を込めて「Thank you!」とランナーが次々に

声をかけたり、アメリカ国旗を掲げながら走る人

がいたり、折り返してきた1位走者に口笛を鳴ら
し歓声をあげながら自らも応援するランナーが

いたり様々。コースの両側はどこまでも続く草

原で、朝日が遠く地平線から少しずつ顔を出

し、暖かな朝の日差しの中、コース脇で応援し

てくれている夫と娘に元気をもらいました。アメ

リカならではの光景をみながら、私もゆっくりと

したペースで、飽きることなく疲れることなく無

事に完走することが出来ました。 

目標を定めてそれに向かって努力し、達成

するということを久方ぶりにしたけれど、やはり

生活に張りが出て面白い。さてさて、今年の目

標は何にしましょうか。 



 

開催について 

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

<The Museum of Fine Arts Houston>  
(713-639-7300 visitorservices@mfah.org 
www.mfah.org 木曜は入場無料) 
<Contemporary Arts Museum Houston> 
(www.camh.org) 
<Houston Museum of Natural Science> 
(One Hermann Circle Drive  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) 

NBA/Houston Rockets 
http://www.nba.com/rockets/  
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編  集  後  記 
 

  ヒューストン日本商工会の会員数は、2014年3月

現在で、正会員会社が92社、総会員数が556名に達

しました。総会員数が500名を超えたのは、商工会の

長い歴史の中でも例が無かったことだそうです。

ヒューストンの景気を追い風に、会員各社が活躍して

おられる姿が窺われます。 
 そんな中、商工会事務局長として15年近くにわたり

ご尽力頂いていたライブロック祐子さんが、ヒュースト

ンを離れなければならないご事情により、やむなく

2014年2月末で事務局を退職されました。ライブロッ

クさんには、「ガルフストリーム」の編集委員としてもご

活躍頂き、毎月の誌面構成表や役割分担表の作

成、並びに理事委員会の議事録の執筆にご尽力頂

きました。ライブロックさんの長年にわたるご貢献に、

この場を借りて感謝申し上げます。 
 後任の事務局長には、鮎川史代さんが2月19日の

理事委員会で選任され、「ガルフストリーム」の編集に

も携わって頂くこととなりました。今後も、「ガルフスト

リーム」を宜しくお願い申し上げます。（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 ： 土光 辰夫 

編集委員長 ： 白木 秀明 

構成 ・ 編集 ： 藤岡博子／前田正子／岡野真弓 

印    刷 ：  Sel-Fast Printing Copies  
       & Laminating 

         （713） 782-2000  

その他 

 

Craw Fish Festival (Kemah, TX) on Mar 22-24:  
Gulf Coast Festivals is the most exciting independ-
ent event production company that provides the 
Houston area with fun, food, and entertainment! 
Admission $8. kids under 12 year-old is free. 
http://www.gulfcoastfestivals.com 
 
Pearland Craw Fish Festival (On HWY 288 at 
Discovery Bay & Business Center Dr. ) on Apr 
4-6:  The Pearland Crawfish Festival boils up tons 
of delicious, spicy crawfish at a great price, a 
world of great food, lively music, vendors, games, 
and more. Admission $8 kids under 12 year-old is 
free. http://pearlandcrawfishfestival.com 
 
Houston Barbeque Festival (Reliant Park, Hou-
ston) on Apr 4-6:  The annual barbeque event 
brings barbecue joint favorites together and wel-
comes new additions to the Houston Barbecue 
scene for a full day of barbecue focused fun.  
http://houbbq.com 
 
Houston Children’s Festival (Tranquility park 
400 Rusk St., Houston, TX 77002, Houston) on 
Mar 29-30: The Festival has consistently pro-
vided high-quality educational and fun entertain-
ment in a family friendly atmosphere. $12/parson 
(3 years and under is free)  Special McDonald's 
Discount! Present ONE McDonald's receipt  PER 
admission ticket and  receive a $2 discount at the 
gate. http://www.houstonchildrensfestival.com 
 

2014年 ソフトボール大会／ 

    ピクニック開催のお知らせ 

★商工会ソフトボール大会 

 先月ソフトボール大会の参加募集をしたところ、18チームの応募

がありました。今年の大会はHouston Sportsplexのフィールド6面を

フルに使っての一日開催となります。ご家族やお知り合いとご一緒

に観戦・応援を宜しくお願いします。 
 

開催月日： 2014年 4月20日（日） 

  ＜雨天の場合は5月25日順延＞ 

開催場所： Houston Sportsplex  

（12631 S. Main St. Hou-

ston, TX  77085） 

   www.houstonsportsplex.com  

 

★商工会・日本人会共催ピクニック 

 今年もThe Gordon Ranchでピクニックが開催されます。会場には

池のボート乗り、バレーボールやバスケットボールコート、ポニーラ

イドやヘイライドなど、大人も子どもも楽しめる場所

がいろいろあります。 

 また、パビリオンや木陰でピクニックテーブルを囲

んでのBBQをゆっくり楽しんでいただけます。参加

申込みなどの詳細は3月下旬以降にご連絡します。 

  開催月日： 2014年 5月11日（日）＜雨天決行＞ 

  開催場所： The Gordon Ranch 

（7714 FM 359  Richmond, TX 77406-7724） 

www.erjcchouston.org  

  

Japan Festival 
2014年 

 第21回Japan Festivalは4月12日（土）10:00-19:00、4月13日（日）10:00
-17:00にHermann Parkで開催されます。毎年2万人以上の来場者を迎

えるヒューストンでも有数の大イベントです。商工会の会員、ご家族の皆

様にはボランティアとしてご参加いただき、キッズ縁日のブースで大活躍

いただいております。 

 今年もご参加、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 これまで婦人部委員会が主催していた古

本市を、今年度は生活・情報委員会が上記

のとおり開催することになりました。前回同

様、三水会センターにて午後のみ開催を予

定しております。今後詳細が決まり次第、ご連絡致します。 
 なお、三水会センター図書館では本や雑誌、絵本などのご寄付を随

時受け付けております。ご家庭で読み終わったまま置いてある本がござ

いましたら、是非図書館へご寄付ください。宜しくお願いいたします。 

商工会生活・情報委員会主催 「古本市」 開催のご案内 

日時： 2014年5月17日（土） 12:00～16：00 

場所： 三水会センター（予定） 

アジア協会主催   

タイガー・ボールの開催 
佐々江大使 商工会と懇談  

2月27日（木）、ア ジ ア 協 会 テ キ サ ス セ ン

ター主催によるタイガー・ボールが開催されま

した。タイガー・ボールは、同協会最大のチャ

リティ・イベントであり、参加チケットの売り上げ

は、同協会の活動を支える貴重な資金となり

ます。本年は、アジア協会テキサスセンター

（谷口吉生氏によるデザイン）の落成を記念し

て同センターで、「祝・日本」をテーマとして開

催されました。 
 当日は、佐々江駐米日本大使夫妻が、タイ

ガー・ボール開催に合わせてヒューストンを訪

問し、名誉開催委員長として参加しました。開

催委員長は、日本関連行事において指導的

役割を果たしている日系人のドナ・コール・

コール・ケミカル社社長とグレン・ゴンドー ゴン

ドー・カンパニー社社長が務めました。 
タイガー・ボール開催式典では、髙岡在

ヒューストン総領事が挨拶に立ち、ヒューストン

の経済的豊かさと美しい文化や、力強い知的

交流に貢献している臨席のビジネスリーダー

や寄付者に謝意を述べた後、ユナイテッド航

空がヒューストン-成田間の直行便を3月から

一日2便に増便すること、ヒューストン-ダラス間

の高速鉄道プロジェクト構想、米国エネル

ギー省による日本向けLNG輸出承認第一号

のフリーポートプロジェクト等の例をあげなが

ら、ヒューストンと日本の良好な関係に言及し

ました。 
総領事の紹介を受けて挨拶に立った佐々

江大使は、開催委 員長両 名に対 し てタイ

ガー・ボールへの招待に感謝を示し、初めて

テキサス州を訪問した際の話を紹介し、テキ

サス州再訪問への喜びを表しました。また、米

国とアジア諸国間の相互理解の促進に大きな

貢献を果たしているアジア協会の努力を称賛

し、日本とヒューストン市の良好な友好関係を

祝福しました。 
会場のアジア協会テキサスセンターでは、

琴や和太鼓が演奏される中、ヒューストンでは

既に開花した桜の枝が随所に配され日本の

雰囲気が漂う空間が出現しました。会場に

は、日米友好関係者や、ナンシー・アレン ア

ジア協会理事やユナイテッド航空などのスポ

ンサー関係者を中心に、商工会加盟企業か

らも出席者があり、700名近くに及ぶ参加者が

集まり盛会となりました。 
2月28日(金)には、総領事館主催の佐々

江大使と商工会との朝食会が開催され、商

工会からは土光会長および副会長・特命理

事が出席し、ヒューストンのビジネス状況等

について意見交換を行いました。また、同

日は、ヒューストニアン・ホテルでアジア協

会主催の昼食会が開催されました。昼食会

では、佐々江大使が最近の日本における

重要外交課題についてスピーチを行い、環

太平洋戦略的経済連携協定、東アジア情

勢の安定化に向けた日米協力の重要性に

ついて言及しました。また、エドワード・アレ

ン アジア協会副会長との対話形式による

会談では、環境問題も含めた様々な問題

に対する佐々江大使の見解を伺う貴重な

機会となりました。昼食会には、商工会から

高杉第一副会長が出席するなど、ヒュース

トンのビジネス関係者約200人が集まり、和

やかな雰囲気の会となりました。 
なお、タイガー・ボール夕食会に先立つ2

月5日（水）、髙岡総領事は、日本をテーマ

にしたタイガー・ボールの開催に、寄付を通

じて支援を提供した関係者や、チケット購

入者に感謝を表するレセプションを総領事

公邸で開催しました。アジア協会及びユナ

イテッド航空との共催にて開催されたこのレ

セプションでは、タイガー・ボールへの寄付

者 や 協 力 団 体 代 表 約120名 が 参 会 し、

ヒューストン市からもエド・ゴンザレス副市長

及び市議会議員をはじめ、エレン・コーヘ

ン市議会議員、デイビッド・ロビンソン市議

会議員、オリバー・ペニントン市議会議員各

位の御臨席を賜りました。 
 アジア協会は、アジア諸国と米国の間の

相互理解と友好関係を促進することを目的

とした組織で、文化、芸術、ビジネス、教育

等の多分野にわたるアジア関連イベントの

開催において、ヒューストンでの中心的役

割を果たしています。2012年4月に開館し

たばかりのアジア協会テキサスセンターは、

ニューヨーク近代美術館（MoMA）の改修を

手がけた日本人建築家の谷口吉生氏によ

るデザインで、数々の和の建築要素が取り

入れられています。 

昼食会 於：ヒューストニアン・ホテル 

（上）タイガー・ボール開催式典 於：アジア協会テキサスセンター 

（下）レセプション 於：総領事公邸 

http://www.houstontoyotacenter.com/
http://milleroutdoortheatre.com/
http://www.nba.com/rockets/
http://www.gulfcoastfestivals.com
http://pearlandcrawfishfestival.com
http://houbbq.com
http://www.houstonchildrensfestival.com
http://www.houstonsportsplex.com
http://www.erjcchouston.org

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

