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Until December 21 @ Trader’s Village 201 
Holiday Market with Santa Claus: Santa is at 
Traders Village this weekend to meet and 
greet. It only $5 to take pictures with Santa. 
Free to enter the market. $3 to park your car 
http://tradersvillage.com/houston/events/2013-
holiday-market-with-santa-claus-5-photos   
 
December 31,2014 @ Children’s museum: 
there are a lot of activities for children who 
can enjoy at the Houston’s most popular place 
during the holiday seasons. Admission fee: 
adult/child $10 plus the parking, See more 
information at:  
http://www.cmhouston.org/  
 

January 2-11 @ Houston Boat Show 通常の

入 場 料 大 人10ド ル 子 供12歳 以 下4ド ル。

Reliant Center駐車場料金$5。1000台以上の

ボートやRV(レジャーカー)が展示される予定

になっています。日本ではなかなか見られな

いRVを見に行ってみませんか？ 
www.houstonboatshows.com/   
 
January 18 @ Chevron Houston Marathon 
@Downtown Founded in 1995, the Chevron 
Houston Marathon's Run for a Reason charity 
program links thousands of runners with par-
ticipating nonprofits and provides a platform 

編  集  後  記 
 

 第19回テキサス六者交流会は11月7日と8日にエルパソで開

催されました。好天の下、自衛隊のミサイル実射訓練の見学は

たいへん好評で、見学後の講演にも多くの質問が寄せられた

そうです。また、各会からの個別報告もユーモア溢れるものだっ

たそうです。六者交流会は、来年はヒューストンでの開催となり

ます。どのように会が盛り上がるかが楽しみです。 

 他方、為替講演会は11月20日に開催されました。講師によれ

ば、国際収支の構造変化と日米の金利動向から見ると、円安・

ドル高の基調がしばらく続くそうです。また、講演では、海外投

資家よる株高は円安を誘導するとか、ドル高になると油価は上

昇しづらいとか、基本的なメカニズムに関するコメントも頂きまし

た。ご参考になれば幸いです。 

 補習校先生募集の2回目は、勤務初年の中西先生から体験

談をお寄せ頂きました。高校生に数学を教えていらっしゃるそう

ですが、生徒が皆、素直で学問に前向きであることが励みにな

り、また、生徒が日本の流行に大変敏感であることに驚いたそう

です。他方、勤務の長い縄手先生には、茶道体験教室のご報

告を頂きました。現地校事務局からの会場変更の指示が急

だったにもかかわらず、ご父兄を初めとする関係者のご尽力

で、茶道教室を無事に開催できたそうです。併せてご覧頂ける

と幸いです。 

 なお、先月号に補習校先生募集の折り込みを入れるはずで

したが、手違いで漏れてしまいましたことを深くお詫び申し上げ

ます。今月号に改めて入れましたので、ご興味のある方は是非

ご覧下さい。                      （白木 秀明） 

  ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

1. 六者会当日を迎え･･･ 

 受け入れ準備は順調に整っていましたが、1年のうち300日雨が降らないエルパソ

で、11月3日の週にかぎって雨が降り続きました。しかし、祈る思いで迎えた当日11

月7日(金)は「これぞエルパソ」と言わんばかりの晴天で、清々しく六者会当日がス

タートしました。 

2. ミサイル実射訓練見学 

 約1年前、どの様な催しが良いか理事会で話し合いました。前回エルパソ開催の

自衛隊ミサイル実射訓練が好評であったことから、ぜひともアンコールを！との意

見が多く出され、全会一致で実射訓練見学会を行うことが決定されました。教導隊

司令 田原一等空佐、エルパソ常駐連絡管 中井二等空佐との面会機会を得て、見

学会のお許しを頂き、1年後の再会をお約束いたしました･･･。 

 当日、全員バスに乗り込み、訓練基地に向けて11時20分に出発。訓練基地まで

は大凡45分。見渡すばかりの山と砂漠が続く中、車内でおいしい日本食弁当とエ

ルパソ豆情報をお楽しみつつ訓練基地に到着。まずは航空自衛隊 林様より実射

訓練の概要を聴講。その後、見学場所へ再度バスで移動。徐々に期待も高まり、

到着した頃には皆様の笑顔から早く見たいとの期待がひしひしと伝わってきていま

した。 

 見学場所の簡易のスタンドに着席し、まずは自衛隊 林様より大凡の対空ミサイル

発射・着弾位置が説明され、あとは固唾を飲んで待つばかり･･･。 

 鋭い音と共に対空ミサイルが発射され、澄み渡った晴天にはっきりとした軌跡を残

しながら対空ミサイルは一旦上空に到達。軌跡が見えなくなった直後、爆発音と共

に地平線近く低い位置で見事対空ミサイルが標的に命中。それと同時に皆様から

歓声と拍手が自然と沸き上がりました。発射から着弾まで僅か数秒の出来事でした

が、エルパソでしか見ることができない体験に皆様もお喜び頂けたご様子でした。 

 その後、再びバスに乗り込み、エルパソ市内にある米軍基地内戦車博物館を見

学し、Hotelに戻りました。 

3. 交流会 

 一般的に司会者人選は最も気を遣う懸案事項ですが、迷うことなくウィルソン砂織

さんに白羽の矢が立ちました。ウィルソンさんはエルパソ補習学校の先生（元航空

自衛官）で、運動会でも司会を務め、その司会により大いに盛り上がり、子供以上

に大人が熱くなったほどです。交流会準備においてもそのテキパキとした動きから

は航空自衛官の現役時代を彷彿させる様でした･･･。 

 ミサイル実射訓練見学の興奮も冷めやらぬ中、交流会参加者皆様が会場に徐々

に集まり、開始時刻前にはすっかり賑やかな雰囲気に包まれ、17時30分からエル

パソ会長 太田からの歓迎の辞により交流会が始まりました。 

 まず始めは、航空自衛隊 中井2等空佐による「エルパソにおけるミサイル実射訓

練について」と題したご講演でした。我が国のミサイル防衛の概要を、中井さん自ら

の吹き込みビデオを交えながら分かりやすくご説明され、あらためて自衛隊が担っ

ている役割の重要性を知ることができました。ご講演後は多くの質問が寄せられま

した。 

 その後、実射訓練を指揮された田原一等空佐が訓練場から会場にご到着。皆様

第19回テキサス州六者交流会開催 

が揃われた中、髙岡総領事からご挨拶があり、急速に成長を遂げているテキ

サス州の現状を具体事例を交えながらご紹介頂き、更なる経済発展に期待

を持つことができました。引き続き髙岡総領事による乾杯のご発声を以て会

食がスタート。途中、マリアッチ演奏が加わり会場は最高潮になりました。 

 暫くご歓談後、恒例となる各会からのご報告がありました。各会ともに活動

や日本語補習学校の運営において、それぞれの規模・現状に合わせ工夫さ

れ、とても参考になりました。他にも、エルパソの治安状況(安全な街)、サンア

ントニオの落語講演会、オースティンのプチ自慢と6 Hot Topics、マッカレン

の国境の町紹介（同じ境遇に親近感が湧きました）、ダラスからの成長して

るって本当?解説、ヒューストンからはご用意された資料とは全く関係の無い

話（でも、面白い!）、等々、それぞれユーモア溢れるご報告内容に笑いが絶

えない時間となりました。その後は、JAL様よりご提供いただいた「東京－シ

カゴ往復無料航空券争奪 エルパソじゃんけん大会」。見事、サンアントニオ

会員の方が勝ち取られました。 

 気が付けば終了予定時刻の21時00分に。エルパソ会長太田から翌年開催

のヒューストン会長高杉様にバトンが渡され、名残惜しまれる中、交流会の幕

が閉じました。 

4. ゴルフ会 

 翌日11月8日(土)朝6時30分、山岳・砂漠地帯特有の冷え込みの中、Hotel

からゴルフ場にバスでご出発。ゴルフ場にて朝食を済ませた後、意外にも多

くの方が練習をされ、皆様の意気込みを伺い知ることができました。 

 7時45分、エルパソ副会長松沢からの挨拶によりプレースタート。日が昇る

につれ気温も上がり暖かく澄み渡った空気の中、エルパソでのゴルフをご堪

能頂きました。 

 結果は「最低でもエルパソから1名は入賞者を」との思いが強すぎた為?か、

ホーム開催である地の利を活かしてエルパソ会員が上位3位までを独占して

しまい、気負い過ぎを反省している次第です。 

5. 髙岡総領事エルパソ補習学校ご視察 

 11月8日(土)朝9時00分から10時30分の間、髙岡総領事・岩田領事にエル

パソ補習学校をご訪問頂き、授業風景をご視察頂きました。また、本年から

エルパソ文芸コンクール（作文・短歌・俳句）を実施し、同日実施した表彰式

にもご同席頂きました。最後には髙岡総領事から生徒に激励のお言葉を頂

戴し、子供達にとっても嬉しい日となりました。 

6. 最後に 

 こうして第19回六者交流会の幕を閉じました。皆様のご協力により全てのプ

ログラムを滞り無く終えることができました。関係頂きました全ての方々に心よ

り御礼申し上げます。                       エルパソ日本人会事務局  川井満雄  

for charities to raise awareness and funds as 
well as educate others about their cause.  
http://www.chevronhoustonmarathon.com/ 
 
January 19 10:00am @ Annual Martin 
Luther King Jr. Parade@San Jacinto St & 
Elgin Street Houston Celebrating! Its  

21st Anniversary, the MLK Grande Parade 
is the third largest Parade in the U.S. behind 
The Rose Parade and The Macy’s Day Pa-
rade. See the website for further information 
at: 
 http://
events.kgw.com/21st_Annual_MLK_Grand
e_Parade/289227319.html 
 
Until February 18, 2015 The Ice Skate at 
The Discovery Park in Houston Downton: 
The ICE at Discovery Green uses recycled 
water from Kinder Lake to create a 7,716 
square-foot ice skating surface, making 
it the largest outdoor skating rink in the 
Southwest. $13 includes skate rental and 
tax.  See more details at  
http://www.discoverygreen.com/ice 
 
 

その他 

六者交流会は、テキサス州の六都市（ヒューストン・ダラス・サンアントニオ・エルパソ・マッカ

レン・オースティン）の日本人会・日本商工会関係者が情報交換や親睦を目的に毎年秋に

各都市持ち回りで開催している会です。今年は、第19回テキサス六者交流会（略称 六者

会）が11月7・8日に総勢121名の参加者をお招きしエルパソで開催されました。準備段階

のエピソードを交えつつ、以下にご紹介させていただきます。 

By 
Kumiko 

No.81 

髙岡総領事 航空自衛隊 中井2等空佐 

http://tradersvillage.com/houston/events/2013-holiday-market-with-santa-claus-5-photos
http://tradersvillage.com/houston/events/2013-holiday-market-with-santa-claus-5-photos
http://www.cmhouston.org/
http://www.houstonboatshows.com/
http://www.chevronhoustonmarathon.com/
http://events.kgw.com/21st_Annual_MLK_Grande_Parade/289227319.html
http://events.kgw.com/21st_Annual_MLK_Grande_Parade/289227319.html
http://events.kgw.com/21st_Annual_MLK_Grande_Parade/289227319.html
http://www.discoverygreen.com/ice
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日米協会GALA開催報告   

 冬の訪れを予感させる肌寒い日となった11月1日土曜日、今年で創

設46年目となるヒューストン日米協会は今年度のGALAをOmni Hotel 

and Resorts Galleria Houstonにて開催致しました。ヒューストンにおい

て、様々な分野で日米関係発展のためご尽力されている240名を超え

る方々に幅広くお集まりいただく機会となりました。 

 今年のGALAは“Cultivating Goodwill & Celebrating Alliances”を

テーマとしたもので、両国国歌の斉唱に続いて、髙岡望在ヒューストン

総領事のご挨拶を頂きまして幕を開けました。ゲストのA. R. Sanchez, 

Jr.( Sanchez Oil & Gas会長) 氏、及び初の超党派ジャパン・コーカスの

共同議長でもあるJoaquin Castroアメリカ合衆国下院議員のスピーチ

は、的確な大変意義深いものでありました。その後、NYを拠点としてご

活躍中の三味線奏者金子純恵さんと当地在住のジャズシンガー

Yvonne Washington氏、両名の競演は心に響くもので、場の空気は一

気に和やかになりました。 

 併せて行われたサイレント・オークションでは、各社からのご協力に

より集まりました航空券、宿泊券、ギフトカードやご提供の製品など、

70点を超える品物が並びました。皆さまのご支援により、多くの収益を

集めました事を深く感謝いたします。この貴重な収益金をもとに、

ヒューストン日米協会では更なるテキサス州と日本との友好、交流、そ

して協力のために精力的に活動致していく所存であります。当協会

ボードメンバー一同、使命感をもって努力して参りますので、今後とも

引き続きヒューストン日米協会をよろしくお願い申し上げます。 

ヒューストン日米協会 会長 直木純二郎 

 11月8日土曜日、毎年恒例のグレーターヒューストン日本医学会と日本

人会共催の「乾杯の集い」がメディカルセンター近郊のThe Warwick 

Towersで開催されました。この懇親会は、ワインを飲みながらヒュースト

ン日本人コミュニティーの親睦を深めようという目的で毎年開催されてい

ます。今年は皆様のお声掛けのおかげで参加者数が過去最高となり、

約80名の方々が参加されました。特に全米最大のメディカルセンターで

活躍されている若手の日本人医師が数多く参加され日本人会との交流

が更に深まりました。 

 当日は、来賓の日米協会の直木会長の乾杯の音頭で開会されまし

た。会場には、お寿司、から揚げ、焼肉などの日本食、チーズとフルーツ

のプレートなどが用意され、食事をしながらの歓談を楽しみました。ま

た、当会では毎年ワインが提供されますが、今年の集いでは例年の

Texasワイン中心のレパートリーではなく、「世界の安くて美味しいワイン」

と題し、一般的なアメリカ・フランスを除いたペルー・ギリシャ・ポルトガル・

南アフリカ等の珍しいワインが数多く提供されました。また、宝酒造様か

らは試飲用にベストセラーの“澪”など3種類の日本酒が提供され、いずれも

従来の日本酒とは違うスパークリングやライチのエキスの入った新種の日本

酒もあり、普段日本酒を嗜まれない方々も堪能されていました。食事・飲み物

を楽しみながら交流も深めたところで、ワイン・日本酒クイズが行われました。

難問全てを解答された優勝者のSidik Hamit先生にはテキサスウィスキーと

フットボールが授与されました。その後、日本医学会会長の小川先生、日本

人会の松村会長のご挨拶を頂き、イベントの締めは初代日本人会会長の松

本先生による一本締め、そして参加者の記念撮影にて今年の「乾杯の集い」

も無事終了しました。 

 最後になりましたが、The Warwick Towersの会場確保・設定等にご尽力い

ただいた能勢亜子さんをはじめ、今年の「乾杯の集い」の準備に携わってくだ

さったボランティアの方々及び場を盛り上げていただいた参加者の皆様のお

かげで大変素晴らしい懇親会となりました。心より感謝申し上げます。  

                                        (八木謙一) 

日  時： 平成26年11月20日（木）11：30～12：50 

場  所： 三菱商事社 会議室（35階） 

出席者： 名誉会長、名誉会員1名、理事委員11名、正会員1名、 

      事務局長 

欠席者： 理事委員10名 （会長委任 6名、代理委任1名、委任未回答                 

      3名） 

司 会： 金子公亮幹事 

１．商工会会長連絡 （髙杉禎会長） 

①11月7日と8日にエルパソで開催されたテキサス州六者交流会に、ヒュース

トンからの参加者25名を含め、総勢百数十名が参加した。自衛隊のミサイル

実射訓練見学、講演会や懇親会等への参加を通して交流を深めることが出

来た。来年は当会がホスト役となり、ヒューストンにて開催される。その受け入

れ体制に向けて、及川毅第一副会長が主担当、酒井純一特命理事と白木

圭二特命理事のお二人が副担当としてご奉仕いただく予定。 皆様にもぜひ

ご協力いただきたい。 

②10月頃から見られる油価の変動の影響は、今のところヒューストンの経済

指標に顕著には表れてはおらず、9月までの数値を見ると依然として失業率

も低く、当地の経済は快調に見える。しかし、世界のEnergy Capital と言われ

るヒューストンなので、今年末から来年にかけて設備や開発投資に何らかの

影響が出ることが懸念され、今後の見通しに注目したい。 

③パーカー市長の訪日ミッション参加者をお迎えして、11月5日に三菱商事

社社宅にてリユニオンが行われた。市の行政関係者やGHP役員、また当会

からは役員とミッションに関係した企業8社の代表者も参加して交流を深める

機会となった。今後、商工会としても日系企業としてもさらに地域社会との交

流を深めていきたいので、またこのような交流の機会を提供したいと考えて

おり、皆様にも何かご提案があればぜひ共有していただきたい。   

２．総領事館連絡 （髙岡望総領事、岩田慎也領事） 

＊岩田領事による連絡事項 

①12月4日（木）に公邸で開催される天皇誕生日には、商工会役員と特命理

事に招待状を発送済み。また、日本ブランド展示について、展示やパンフ

レット配布を希望する日系企業があれば連絡頂きたい。 

②12月6日（土）午後1時からJETプログラム帰国者歓迎レセプションを公邸に

て行う予定。同プログラム参加者と当地の日系企業との交流は有意義と思わ

れるので、参加ご希望の日系企業があれば連絡頂きたい。 

＊髙岡総領事よる連絡事項 

①天皇誕生日レセプションにおいては、日系企業の現地での貢献をアピー

ルする良い機会なので、スピーチの中で皆様のご活躍を紹介させていただ

く予定。また、スポーツ関連では、ランディー・バース・オクラホマ州上院議員

やダルビッシュ選手、バスケットボールの富樫選手なども招待している。 

②この1ヶ月でルイジアナ州キャメロンLNG設備起工式（10月23日）、プレー

ノ市で行われたトヨタ自動車北米拠点移転に係るお披露目セレモニー

「Hello Texas」（10月27日）、志賀重昂教授のアラモの砦への石碑寄贈100

周年行事（11月5日）、フリ-ポートLNG事業の起工式（11月10日）等日米関

係で前向きのイベントが数多く開催された。詳細は当館ホームページに紹介

されているので、ぜひご一覧いただきたい。 

③2015年4月30日にHolocaust Museum Houstonの主催によってLyndon B. 

Johnson Moral Courage Award の晩餐会が開催される予定。第二次世界

大戦中にリトアニアの領事館に赴任していた亡き杉原千畝氏が、ナチス・ドイ

ツの迫害により欧州各地から逃れてきた難民たちを救うために大量のビザを

発給し、6000人余りのユダヤ人の命を救った功労を称えて同賞を受賞予定

であり、ご遺族が出席されると聞いている。同日は当時の駐ウィーン中国大

使のフェン氏も受賞予定である。当地における日本のプレゼンスを示すため

にも、この晩餐会のunderwriter としてぜひ寄付をご検討頂きたい。 

３．テキサス州六者交流会終了報告について  

   （金子公亮幹事： 及川毅第一副会長代理） 

去る11月7日（金）、8日（土）にエルパソで第19回テキサス州六者交流会が

開催され、6都市から総勢120名が参加した。初日は、日本航空自衛隊ミサイ

ル実写訓練と戦争博物館を見学し、夕刻にはホテルの会場にて航空自衛隊

による講演会、各都市代表者によるプレゼンテーションと懇親会が行われ

た。翌8日は、親睦ゴルフ大会を開催し、44名が参加した。来年度はヒュース

トン開催となるので、理事委員の皆様にはご協力を賜るようお願い申し上げ

たい。 

４．他団体関連報告 （加藤眞人特命理事） 

①日本庭園関連 

去る10月25日（土）に、商工会・日本人会・日米協会のボランティアによる庭園の

清掃活動が行われた。36名の皆様にご参集いただき、当日の作業は予定通り

に終了。ご協力に感謝したい。当庭園が2017年に開園25周年を迎えるにあた

り、施設の増設等をすることから、市の予算に追加して当地の企業にも寄付の

依頼が出される予定。 

②日米協会関連 

ジャパンフェスティバルの独立した非営利団体運営組織として、The Japan Festi-

val of Houston, Inc.が11月19日に州の承認を得て設立された。今後、2015年4

月のフェスティバル開催に向けて準備作業を開始する。 

５．幹事報告 （金子公亮幹事） 

＊企画調査委員長交代について  

中溝丘企画調査委員長がご帰任されるため、12月1日付で常任委員が後任者

の黒川淳二氏へ交代となる。これに伴い、定款5条第3項に基づいて、新企画調

査委員長として黒川淳二氏が髙杉会長より任命された。 

６．正団体・準会員新規入会申請について 【承認事項】 （金子公亮幹事） 

全会一致で下記の正団体会員1社と準会員1名の新規入会が承認された。  

＊正団体会員新規入会 
  IINO LINES (U.S.A.) INC.    
＊準会員新規入会  

  新村 賢 （MultiNet International 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） 

＊為替講演会開催案内 

理事委員会終了後、11月20日（木）午後2時30分から午後4時まで、Four Hou-

ston Center Conference Roomにて為替講演会を開催する。講師として三菱東京

UFJ銀行 グローバルマーケットリサーチ為替アナリストの石丸伸二氏を迎え、「ド

ル円・カナダドル相場の見通し」について講演していただく。奮ってご参加いた

だきたい。 

②生活・情報委員会 （大内裕子生活･情報委員長） 

＊古本市開催日程等について 

11月1日午前11時30分から午後1時30分まで、生活情報委員会主催で古本市を

開催した。会場を三水会センター会議室、時間帯も変更しての試みであった。

開始直後から人数制限をするほどの大盛況で、収益は、$1,037、募金は

$145.40であった。収益金で、子供向けの絵本を購入予定。読み聞かせの会、

お助けマップ、元婦人部の皆様に、企画、事前準備、当日の運営においてご協

力いただいたことに感謝申し上げたい。 

③スポーツ委員会 （森俊二 運輸・サービス・金融・貿易部会長： 薙野副会長

兼スポーツ委員長代理） 

＊テキサス会ゴルフ関連 

11月16日（日）に第550回テキサス会ゴルフ「商工会会長杯」がOakhurst Golf 

Clubで開催された。あいにくの雨模様の天気となり皆様にはご心配をお掛けし

たが、ゴルフ場の協力も得て中止・延期することなく無事開催することができた。

当日は、総勢33名の方々にご参加いただき、髙杉会長より表彰式でご挨拶のお

言葉と優勝トロフィーの贈呈を頂いた。関係者の皆様のお力添えに感謝するとと

もに、バラエティーに富んだ賞品をご寄付くださった企業の皆様にも厚く御礼申

し上げたい。 

８．事務局関連事項（小林浩子事務局長） 

①商工会事務局／三水会センター及び補習校事務局閉所連絡 

商工会事務所閉所期間： 2014年11月27日（木）～11月30日（日） 

三水会センター及び補習校事務局閉所期間： 2014年11月27日（木）～12月1日

（月）  

②2014-2015年版会員名簿関連進捗報告 

改訂作業をほぼ終え来週業者へ印刷を外注予定。クリスマス休暇前には全会

員への配布完了を目標に作業を進めている。   

③会員消息 

11月20日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員616名（正団体会員数98

社）、準会員31名で、総会員数は656名。詳細は、来月発行予定の新しい名簿

を参照。 

  



ドル円相場の見通し：足元の円安・ドル高が一服した後も緩やかな円安基調

の継続を予想 

（予想レンジ 2014年第4四半期：113～122円、2015年第1四半期：109～121

円、2015年第2四半期：110～120円、2015年第3四半期：111～121円 ） 

 

 10月31日に実施された日銀による予想外の追加緩和、その後の消費増税

先送り・解散総選挙の報道などを受けて、足元では大幅に株高・円安が進行

している。2012年末以降のアベノミクス相場では、海外勢による日本株投資

が活発化し、株高に伴った為替ヘッジのための先物の円売り増加が円安へ

繋がるという経路で株式・為替市場の相関が高まったが、今般の円安も株高

に促された面が大きいと捉えている。 

 当方では、足元の円安・ドル高水準（11月20日現在、118円台で推移中）は

様々なイベントが重なったことで、ややオーバーシュート気味と評価しており、

一旦の調整は起こり得るだろう。しかし、貿易赤字の定着による円売り圧力の

継続、デフレ脱却による円の実質金利の低下、米国の金融政策正常化を見

込んだ米名目金利の上昇を背景に、その後も円安基調が続くと予想する。な

お、後述の通り、米名目金利の上昇および日本のインフレ率の上昇が限定的

にとどまること、貿易赤字が次第に縮小していくことを踏まえると、円安・ドル高

の進行は緩慢なペースとみている。 

 そもそも2012年以降の円安進行のきっかけは、安倍首相による一連の経済

政策（いわゆるアベノミクス）と日銀による異次元緩和であり、ドル・ユーロ・円

の名目実効為替レートの比較では、2012年以降、ドル・ユーロが強含みで推

移した一方、円は2割以上も下落し独歩安の様相となった。しかし、アベノミク

スや異次元緩和はあくまで「きっかけ」に過ぎず、円安進行の根底にあるのは

日本の国際収支の構造が、貿易収支の赤字化（＝円売り圧力）を背景に、従

来の円高構造から円安構造へ変化したことである（つまり、アベノミクスがなく

とも、日銀による異次元緩和がなくとも、今般の円安を迎えていたとの認識）。 

 足元では、世界景気の減速を背景にした輸出の伸びの鈍化や、原発停止

を受けたエネルギー輸入の増加などにより、貿易収支は赤字化しており

（2000年～2010年には平均9.7兆円あった貿易黒字が2013年には10.6兆円

の貿易赤字へ）、為替市場での円売り圧力となっている。今後、世界経済が

持ち直す中、実質実効為替レートでみた円安により輸出競争力が改善し、輸

出は増加基調を辿ると予想される。一方、輸入は消費増税前の駆け込み需

要に対応した増勢はすでに剥落しており、貿易赤字の拡大には歯止めが掛

かるだろう。当面は円安要因である赤字基調自体は継続するものの、一段と

円安を進める材料にはならないとみている。 

 ドル円相場の動きが日米の実質金利（＝名目金利－インフレ率）の差と相

関性が高いのはよく知られるところであるが、2013年から2014年にかけては、

日本のインフレ率上昇が円の実質金利の低下を通じて、円安要因となった。

なお、日本の物価基調については、消費増税の価格転嫁も進む中、実質的

なコアCPI上昇率は足元1%台前半で推移しており、インフレ基調が定着する

見込みであるが、目先はエネルギー価格の下落や、円安による前年比での

輸入物価の押し上げ効果が剥落するため、インフレ率の上昇は限定的となる

公算が大き

い。 

 今 後、日
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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、当日は高杉商工会会長より表彰式でのご挨拶のお言葉と優勝ト

ロフィーの贈呈を頂きました。この場をお借りしまして厚く御礼申し上げ

ます。また、今回の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、大会運営を非常に手際よく行って頂き、本当に有

難うございました。多々至らぬ点もあったかとは存じますが、こうして無

事大会を締めくくることが出来たのも、ひとえに関係先の皆様のお力添

えによるものでございます。改めまして心より御礼申し上げます。 

 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。 

（The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.  渡辺 ） 

 

 去る11月16日(日)、第550回テキサス会「商工会会長杯」がヒュース

トン北東のOakhurst Golf Clubで開催されました。当日は生憎の雨模

様の天気となり、参加者の皆様や大会の運営に携わった方々には

色々とご心配お掛けしましたが、ゴルフ場の協力も得て、中止･延期

することなく無事全ての組がホールアウトすることが出来ました。 

 今回、大会の案内が開催直前となったこともあり、ご案内後なかな

か人数が集まらない状況ではありましたが、最終的には総勢33名の

方々にご参加頂き、何とか大会の開催に漕ぎ着けることが出来まし

た。そんな中、ダブルペリア方式で争われた本会で見事に総合優勝

されたのはYamato Transport USAの牧山さん。天候が崩れコンディ

ションに恵まれない中でも、抜群の安定感を発揮し、見事に前回テキ

サス会ゴルフ「ユナイテッド杯」(2014年9月開催)に続く連続優勝を成

し遂げました。2名が参加された女性の部では、山地さんがお父様譲

りのハイレベルなゴルフで一騎打ちを制し優勝を勝ち取られました。

また、ベストグロスに輝かれたのも、こちらも前回大会でベスグロ制覇

した牧山さん。腰痛を抱えながらも本大会に標準を定めてきた成果を

遺憾なく発揮し、プレー中は調子が悪いと嘆きながらも、蓋を開けて

みればスコア81という圧巻のゴルフ。プレー終了後の表彰式では、自

ら司会を務めながらご自分のお名前を2大会連続優勝者として読み

上げることになり、嬉し恥ずかしの表情を浮かべていらっしゃったの

が印象的でした。その他にも入賞及び各賞を受賞された皆様、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

 

総合＆男子優勝 牧山さん 女性優勝 山地さん 

～ 商工会会長杯 ～ 

閉会式 

 
１．会社の業務内容等について 

 弊社は、「エネルギーをステキに。ENEOS 

（エネオス）」でお馴染みの、JX日鉱日石エ

ネルギー（株）の米国法人です。 

 日本の本社は、石油製品の精製および販

売を行う石油元売ですが、石油化学品の生

産・販 売、石 炭・液化 天 然 ガ ス の 輸 入・販

売、燃料電池の開発、発電・電力卸供給お

よび小売事業、等を手掛ける総合エネル

ギー企業でもあります。米国法人は、シカゴ

本店、ロスアンゼルス支店、ヒューストン支

店、アラバマ潤滑油工場を保有しています

が、潤滑油の製造・販売の他、原燃料の調

達、新規事業の開拓を目指しています。米

国内には、JX Nippon ANCI, Inc. （化学品、

GA）、JX Nippon Chemical Texas Inc. （同、

TX）、JX Nippon Mining & Metal USA, Inc. 

（金 属、AZ）、JX Nippon Oil Exploration 

(U.S.A.) Ltd. （石油ガス上流開発、TX）、

Irvine Scientific Sales （生化学、CA）の系列

会社があります。  

 

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。 

 ８月にカリフォルニア州から引っ越して参り

ましたので、大きな差異を感じております。①

太陽の光が目に痛い、②空が青くて、とても

 JX Nippon Oil  

    & Energy USA Inc. 

暑い、③雨、雷など、天候が激しい、④知らな

い人同士でも、すぐに挨拶する、⑤ガソリンや

ユーティリティーは安いが、消費量が多いの

で、結局領収書の金額にびっくりする、⑥レス

トランのメニューはどれもボリューム満点、⑦家

が不必要に大きい、⑧マシンガンも普通にお

店で売っている、⑨スタン・ハンセンみたいな

おじさんが、ピック・アップ・トラックを運転して

いる、⑩夕方になると、どこからともなくプ～ン

とステーキの匂いが漂って来る。そして、とた

んにスイッチが入ります。 
 

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。 

 ハリウッド映画が好きなので、週末はほぼ欠

かすことなく映画館通いをしています。日本の

１，８００円に比べると破格に安い７ドルで新作

が見られます。また、最新作にこだわらなけれ

ば （と言っても２ヶ月位前に封切られたばかり

の映画）、せいぜい２ドル位で見ることが出来

ることにも驚きです。これで英語が分かれば申

し分ないのですが、スクリーンの端に字幕も出

ない現実はとても厳しいです。つい最近も、ブ

ラッド・ピットがドイツ語を話しているのを、てっ

きり英語だと思って見ていました。 

小山 恭彦 さん 

ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 
 本稿は、ヒューストン日本商工会、三菱東京UFJ銀行とJETROの共催で11月20日にFour Houston Centerで開催された講演を元に､
講師に寄稿頂いたものです（編集部）。 

Business Seminar 

 

三菱東京UFJ銀行 

グローバルマーケットリサーチ 

ニューヨーク駐在 為替アナリスト 

石丸伸二 

高い（ただし、目先は米インフレ率の高まりも想定されるため、米実質金利の加速

度的な上昇は回避されると予想）。よって、市場ではFRBによる利上げのタイミング

が焦点となっているところであるが、FOMCメンバーによる政策金利見通しにおけ

る、2015年から2016年にかけての利上げ幅から逆算すると、FOMCで想定する初

回利上げは2015年前半で、毎会合0.19%（年間1.50%）程度の利上げペースが求

まる。利上げ開始のタイミングについては、ハト派なFRB議長・副議長のスタンスを

踏まえると不透明感が強いものの、当方は初回利上げを2015年6月17日と予想。当

該日は経済見通しの公表と議長記者会見のある会合であり、QE終了後の景気を

確認した上で経済見通しを公表し、記者会見で説明を講じる段取りになるのではな

いか。ただし、年末商戦の結果次第では3月利上げ実施や、3月に事前告知し4月

に利上げを実施するなど、利上げが想定よりも早まるリスクには注意を要する。 

 今回は景気過熱を抑制する利上げでなく、金融政策正常化のための利上げであ

るため、利上げサイクルについては、経済にブレーキをかけるような大きなサイクル

とはならず、緩和継続の意思が強調されるだろう。また、景気循環から見ても、景気

拡大の持続力に懸念が持たれる状況下、利上げは緩やかかつ短期にとどまると予

想する（2015年6月に利上げの場合、2009年6月から続く景気拡大が72ヵ月続いて

いることとなり、第2次大戦後の景気拡大局面の平均である58ヵ月を大きく上回る）。 

 

カナダドル相場の見通し：米ドル高・カナダドル安基調の継続を予想 

（予想レンジ（USD/CAD）  2014年第4四半期：1.09～1.16、2015年第1四半期：

1.10～1.18、2015年第2四半期：1.10～1.19、2015年第3四半期：1.09～1.20） 

 

 カナダドルは、かつては「資源国通貨」と呼ばれ、2001年から2010年まではWTI

原油価格との強い相関が認められたが、2011年以降は、その関係が薄れている。

これは、商品市況と為替市場で新興国の経済成長を見込んでいた思惑が、その後

の不況で現実に引き戻されたことを示す。 

 現在のカナダ経済は、雇用・所得環境の改善を背景にした底堅い個人消費と、

外需の持ち直し（米製造業の活動が回復基調を辿る中、米国向けを中心に輸出の

持ち直しが継続）に牽引され、景気回復が継続すると予想。足元で消費者物価指

数はインフレ目標（前年比＋1～＋3%）の中央値程度まで上昇しており、また、景

気が底堅さを増しつつある中、需給面から物価上昇圧力は徐々に高まっていくとみ

られ、カナダ中銀の緩和的な金融政策も見直し時期へと向かい始めている。2015

年半ばにかけて、カナダ中銀の利上げが意識され、短期金利は上昇する公算が大

きい。 

 1990年以降の米利上げ局面において、米金利とカナダ金利は順相関の関係に

あるが、米金利上昇時に米カナダ金利差は縮小しやすくなってきている（米金利の

上昇幅に対し、カナダ金利の上昇幅が緩やか）。リーマン・ショック以降、カナダドル

と米カナダ金利差との相関は強まっていることも踏まえると、先行き、米金利上昇に

伴う米カナダ金利差縮小を背景に、米ドル高・カナダドル安基調が継続すると予想

する。ただし、FRBを追う形でカナダ中銀の利上げが意識され始めると、カナダドル

安のペースは鈍化すると見込む。 

講師紹介    

略歴： 2006年、三菱東京UFJ銀行に入行。2008年よりリサーチ業務に従

事し、国内外のマクロ経済や円債を中心とする金融市場の分析を担当。

経営計画や債券投資戦略のベースとなるマクロ経済・金融市場の見通し

策定のほか、レポート執筆、セミナー講演といった対外的な情報発信を行

う。2014年3月より現職。 
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皆様はじめまして。私は2014年3月からテキサス州立大学MDアン
ダーソン癌センターで膵癌の研究を行っている飯田智憲と申します。日

本では消化器外科医として主に肝臓・胆道・膵臓疾患の診療に従事し

ておりました。今回は、胆石症について話をしてみたいと思います。 
 
「胆石症って何？」 
胆石症とは、字のごとく胆道という胆汁が流れている管に結石ができる

病気です。もちろん、石と言っても道端に転がっている石ではなく、胆汁

の主成分であるビリルビンや胆汁中のコレステロールが固まってできたも

のです。肝臓で作られた胆汁は胆道という名の管を通って胆嚢の中で濃

縮・貯蔵されて出番を待ちます。胆汁の役割とは、食べ物の中の、特に

脂肪の消化を助けることですから、食べ物が胃の中に入ると、胆嚢を 
“ギュッ”と収縮させて胆汁を十二指腸の中に出して消化を助けていま
す。この胆汁が流れる胆道（肝臓から十二指腸までの間）にできた結石

の総称を胆石症と言っています。ですから、胆石のできる場所によって

結石の名前も変わり、胆嚢にできたものは胆嚢結石、総胆管にできたも

のは総胆管結石、肝臓内の胆管にできたものは肝内結石症と呼んでお

り、胆嚢結石が80%以上と大部分を占めています。では、胆石を持って
いる人がどの程度いるかというと、平成2年度以降厚生労働省の「国民基
礎調査」が行われていないため正確な数字は不明ですが、少なくとも10
人に1人は胆石を持っているといわれています。 
 
「どうして胆石ができるの？」 
 先ほど、日本人の10人に1人が胆石を持っていると書きましたが、胆石
のでき方はコレステロール結石とビリルビン結石で異なります。コレステ

ロール結石は、胆汁の中のコレステロール濃度が高いときや胆嚢の機能

が低下した時に胆汁中のコレステロール濃度が高くなり、結果、結石が

できます。欧米では、コレステロール結石ができやすい人の特徴として、

Forty（40歳代）、Female（女性）、Fatty（肥満）、Fair（白人）、Fecund（多産
婦）がいわれており、これらの頭文字をとって「5F」と言われます。この場
合以外でも、血液中のコレステロールが高くなる脂肪代謝に異常がある

人、妊娠、急激なダイエット、胃切除術後などもコレステロール結石の発

生に関連があることが分かっています。ビリルビン結石の場合は、細菌感

染が原因であることが分かっています。先ほど、胆汁は十二指腸に流れ

着くと書きましたが、十二指腸も口から肛門まで続く腸管の一つです。特

に口から入った細菌が十二指腸から胆道に入ってくることで、水に溶け

にくいビリルビン結石が形成されます。 
 
「胆石の症状は？」 
胆石自体の症状は、実はありません。これを無症候性胆石症と言い、

健康診断などで偶然発見されることがほとんどです。ただ、この胆石が胆

嚢や胆管の出口に詰まってしまうと（嵌頓）、胆道内圧が上昇し右肋弓下

痛が出現します。嵌頓したけれど、何かの拍子に運よく外れて嵌頓が解

除されたものを胆石発作と言いますが、今迄の痛みがウソのように急激

に症状が改善していきます。通常は病院で痛み止めをもらうだけでよくな

ります。しかし、こんな幸運がいつまでも続くことはなく、無症候性胆石症

の約1%は急性胆管炎を、約8%は急性胆嚢炎を発症します（年率）。つ
まり、出口を結石で閉ざされたために胆管ないし胆嚢内で胆汁の流れが

停滞し、細菌が増殖し炎症を引き起こします。胆嚢炎ないし胆管炎を来

した場合、腹痛（右肋弓下痛）以外に、高熱や黄疸（眼球結膜：俗に言

う“しろめ”の部分や皮膚が黄色くなる）などの症状がでます。黄疸は胆管
炎の時によく見られます。 
検査は腹部超音波検査、腹部CT検査や採血などで行われ診断は容

易です。治療は、絶食（胆嚢を刺激しない）、抗生物質の点滴が必要に

なるため通常は緊急入院となります。また、抗生物質より細菌の増殖力

の方が強い場合や治療のタイミングが遅いと敗血症（細菌が血液中に入

り込み更にどんどん増殖していく）にかかるため、意識障害やショックを

呈し最悪、死に至ります。死亡率は高くはありませんが、結石がはまり込

むだけでここまでの症状を呈することがあるので、胆石症と言われていて

（検診などで発見されて）、急に右肋弓下痛が出現した場合は早めに医

療機関を受診することをお勧めします。胆石症をナメてはいけません。 
 

「治療は？」 
 胆嚢結石症の治療は、無症状の場合は原則経過観察で、特に治療の

必要はありません。ただし、症状がある場合や、石灰化といって結石自体

が硬くなると嵌頓するリスクも高くなるので手術療法が推奨されます。石

灰化のない結石に対して時に薬剤の内服療法が行われますが、半年以

上の内服が必要で、効果は10%前後、再発率も50%前後と高いため治
療効果は乏しいのが現状です。そのため、治療の主体は手術療法となり

ます。現在の胆石症の標準手術は腹腔鏡下胆嚢摘出術です。おなかの

3、4箇所に2cm程度の切開を加えるだけで手術を終えることができます。
従来の方法と比べると、傷は目立たなくなり、術後の痛みも少なくなった

ため入院期間も短くなりました。また、近年は術式が進歩し臍の中に2cm
程度の切開を加えるだけで胆嚢を摘出する腹腔鏡下単孔式胆嚢摘出

術という手術法が広がりつつあります。ただ、重症の急性胆嚢炎のよう

に、腹腔鏡手術で安全に胆嚢を摘出できないものも依然として存在しま

すので、その場合は安全を最優先で従来通り開腹手術で胆嚢を摘出し

ます。胆嚢は摘出してもほとんどデメリットはないので、症状があった場合

は手術を考慮した方が、メリットが多いと思います。 
 
胆石症は決して珍しくない病気ですが、たかが胆石とタカをくくってい

ると痛い目にあう可能性のある病気です。本稿が皆さんの理解の一助と

なれば幸いです。 

次回は外科（乳腺外科）がご専門の中井克也先生です。現在は、

MD Anderson Cancer Centerで、乳癌治療の研究をされていま
す。中井先生は渡米後に最初に知り合った先生で、同郷（広島）

ということもあり仲良くさせていただいています。奥さん・お子さん

思いの優しい先生です。  

第１２２回 
 

ナメてはいけない胆石症   

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。 

前回の塩崎弘憲先生から外科がご専門の飯田智憲先生にバトンが移りました。 

 MDアンダーソン癌センター 研究員 飯田智憲  

 11月1日（土）の朝、ヒューストン北西部に位置
する弊社（東芝インターナショナル米国社）の

本社・工場に、ヒューストン日本語補習校の小

学３年生約60人が社会科工場見学にやってき
ました。 
 弊社でこの社会科工場見学を受け入れるの

は、2012年秋以来２年ぶりです。筆者の手元に
記録がある限り過去10回程度実施されているよ
うで、弊社にとってはすっかり恒例行事となった

感もあります。しかしながら、今回の事務方幹

事役となった筆者個人にとっては、実は初体験

ということもあり、３年生の子供達と同じくらい緊

張して準備し、スクールバスを工場に迎えまし

た。 
 まず冒頭、会社・事業概況および今回の工場

見学で製造過程を見学してもらう弊社主力製

品のモータについて説明しました。モータの基

本原理となる「フレミングの左手の法則」はもと

より、電気そのものについて勉強するのはまだ

まだこれから、という小学３年生の子供達が対

象なだけに、モータとは、電気を流すと回転す

る機械で、その回転を利用して物を動かしたり

するために使うんだよと、その機能をなるべくわ

かりやすく話すことに苦心しました。 

ヒューストン日本語補習校 

 説明後、配布した安全眼鏡を装着してもら

い、補習校のクラスごとに約20人ずつの３組
に分かれて工場見学に出発しました。まず

は、工場や石油の採掘場等で利用される産

業用モータの製造工場で、これはoil & gasビ
ジネスの中心地であるヒューストンならではの

製品です。大型製造設備が大きな音を立て

ながら、金属板を打ち抜いたり、モータの中

心となる金属棒を切削したりする製造現場を

案内しました。大きな金属材料や加工機械が

沢山ある現場だけに、我々は安全面にも細

心の注意を払いながら案内する一方で、子

供達は、こうした豪快な機械加工の現場を初

めて目にするのか、興味津々でした。また、

その一方では、時間をかけてコイルを丁寧に

巻く繊細な手作業の工程もあり、そうした部

品が組み上がっていってモータという大きな

製品が出来上がっていく物づくりの過程を見

てもらうことができました。 
 続いてハイブリッド自動車向けのモータ・発

電機の製造工場の見学です。当日はあいに

く土曜日ということで、弊社自慢の自動化ライ

ンが稼動していなかったのですが、それだけ

に、冒頭の説明の際に実際に稼動している 
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ヒューストン 

日本語補習校 

教員 

募集中 

 今年で43年を迎えるヒューストン日本語補習校で

は、今後児童生徒の増加が見込まれるため、現在教

員を募集中です。 
 そこで前回、補習校としてどの様な方に教員になっ

ていただきたいかを、山崎校長先生にお聞きしまし

た。今回からは、現場の教員の方に登場していただ

き、職場としての補習校について、教員の立場からの

体験や思いをお伝えしてまいります。 
 これを読んで、ひとりでも多くの魅力ある先生が仲

間に加わってくだされば幸いです。第2回目は、中西

未来子先生にお聞きしました。 

Q. 補習校に勤められたきっかけはどのようなことですか？ 
A. きっかけは、運営委員会の方からお誘いいただいたことで

す。元々、大学在学時代に教職を取得しており、教育実習(中
学校と高校で生物の授業を担当)の経験があったので、引き受

けてみました。 
 

Q. どのような教員になりたいと思っていますか？ 
A. なりたい教員像は、しっかり学問を教えられる教員です。日

本を離れて暮らすヒューストンの高校生にとって、補習校は唯

一の日本の教育を受けられる場所なので、とても大きな責任を

感じています。自分がその責務をしっかり果たせるように努力したいと考えております。 
 

Q. 現在、何を教えていらっしゃいますか？ 
A. 現在は、高校生に数学Ⅱと数学Ⅲを教えています。 
 

Q. 補習校で勤務を始めて、期待どおりだったことと意外だったことは何ですか？ 
A. 期待通りだったことは、最初の引き継ぎの際に伺ったことですが、生徒がみな素直

で、学問に対して前向きだったことです。これは、私にとってとても大きな励みになってい

ます。また、意外だったことは、日本を遠く離れているのに、日本の高校生と変わらないく

らい、日本の流行に敏感だということです。雑談の際、とても楽しませてもらっています。 
 

Q. 補習校での、教員としてのやりがいや喜びを感じた経験を教えてください。 
A. 私にとって、教員をするうえで最も大きな喜びの一つは、生徒が数学を理解し、数学

を楽しんでくれる様子を見ることです。数学という学問は、実社会とのつながりがどうして

も希薄に感じられ、学ぶことの必要性を伝えきれない部分も多いのですが、その中で数

学的な考え方や表現を理解し、練習問題を解いていくことに達成感を覚え、楽しんで学

んでくれる姿に出会うことは大きなやりがいにつながります。 
 

Q. 補習校で大変だったことを教えてください。また、それをどのようにして乗り越えまし

たか？ 
A. 大変だったことは、数学が大学時代には専門外であったため、教え方を考えるより

先にしばらく思い出すという作業をする必要があったことです。夫が物理学を専攻してい

たので、最初のうちは夫に色々と手伝って

もらい、徐々に克服していきました。 
 

Q. これから応募される方へのメッセージを

お願いいたします。 
A. これから応募される方、決して簡単な仕

事ではありませんが、補習校は生徒も先生

方もとても温かく、働きやすい環境です。ま

た、多くの方々と触れ合う機会が増え、

ヒューストン生活における情報交換の場に

もなっています。 
 

中西未来子 先生 
 

勤務年数   ： 初年 
ビザの種類 ：  L-2 
（EAD(Employment Au-
thorization Document)を
USCISから取得） 

アトピー性皮膚炎について  
 

Center for Allergy and Asthma of Texas 

米国アレルギー免疫専門医 

小川リール好子  

 いよいよ年の瀬を迎え、2014年の最終月となりました。今年は

例年になく急に冷え込み、早くから暖房やコートに手が伸びた

ことでしょう。こんな季節になると気になるのが肌の乾燥ですね。

アトピー性皮膚炎の患者さんもそうでない方も、冬の期間は特

に肌の保湿が勧められます。乾燥が大敵であるアトピー性皮膚

炎の患者さんは、特に肌への刺激を最小限にして、入浴後は

すぐに適切に保湿するのがよいとされます。 
 

 英語の日常会話においてはEczemaと称されることが多いアトピー性皮膚炎

Atopic Dermatitisですが、最近では乳児の3割がアトピー性素因を持った乾

燥肌であるといわれています。典型的には、幼少時、通常5歳前に発症する

ことが多く、繰り返し皮膚に炎症が続く結果、乾燥やかゆみ、赤や茶色の発

疹がみられます（図を参照）。成長につれて改善し、8割以上は10歳までに

自然治癒するという報告があり、高齢で発症することはありません。全年齢層

でみると約1割はアトピー性皮膚炎に罹患していると言われています。 
 
 皮膚の表面は身体を外敵から守る最初の砦であるわけですが、環境の刺

激因子、アレルギー原因物質、細菌やウイルスといった微生物から保護する

この部分が遺伝子の変異によりもろくなっていると、皮膚の深部が外的な刺

激を受けやすくなります。患者さんの多くは家族歴があり、皮膚の表面の蛋

白をコードする遺伝子に変異があることが分かっています。その結果皮膚の

炎症が起きるわけですが、この炎症を抑制する治療法として、1. スキンケア 

2. 悪化因子の除去 3. 薬物療法の3つが挙げられます。 
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1. スキンケアの原則は洗いすぎず、肌本来の保湿を助け、汗や細菌

による皮膚炎の悪化を防ぎ、保湿剤を使います。 
2. 悪化因子としては、ストレス、アレルギー性因子（ダニ、花粉など）、

石鹸や衣類による刺激、紫外線、乾燥などがあります。 
3. 薬物療法としては、抗炎症薬であるステロイド外用薬やカルシ

ニューリン阻害薬を用いることが有効です。ステロイドに対し、一

部の偏った情報により非常に悪いイメージがつき、ステロイド忌

避、拒否症の患者さんもいらっしゃるのですが、医学的には第一

選択となります。適切に使用すれば副作用を最小限に抑え、炎症

を早く抑えます。アトピー性皮膚炎がコントロールされない状態が

長引くと、その病態自体が悪化し、色素沈着や皮膚の硬化を引き

起こしますので、注意が必要です。 
 

 アトピー性皮膚炎は、自然に治癒したり、すぐに治療をしなくても我

慢できてしまったりするので、医療機関を受診せず経過を観察しがち

な疾患ですが、専門医のアドバイスのもとに適切な治療を受けられこ

とをお勧め致します。 
 
 今年は毎月拙文にお付き合い頂き、ありがとうございました。読者の

皆様にとって、2015年もさらに健やかな1年となりますよう、祈念してお

ります。 

 一昨年の夏に「ヒューストンに転勤になるかも…」と、

夫から聞いた時は「なぜ今頃??」と、とても驚きました。

これまでも海外での仕事が多かった夫ですが、私は幸

か不幸か（たぶん後者なのでしょう）海外生活の経験

はなく「今頃??」の次に浮かんだ単語は「今さら～」でし

た。すでに子供たちは成人しており、私が帯同できな

い理由は探しても見つからないものの、何より現状の

生活を変えたくないというのが正直な気持ちだったか

らです。けれども、以前にヒューストンに赴任経験をお

持ちのテニス仲間のご夫妻から、「向こうに行けば，好

きなだけテニスができるよ。」と聞いてすぐに、「ヒュース

 駐妻のヒューストン日記  
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トンに行こう！」と決心し、夫から遅れること半年、昨年

春から私の初の海外生活が始まりました。そして、そ

れからまもなく私たちは  WESTHEIMER INDOOR 
TENNIS CLUB というところに入会手続きに行きまし

た。 
 渡米前、日本で私はテニススクールに通い、そこで

知り合った友人たちと公営のテニスコートを予約したり

（日本ではたいていは抽選です）、時には高額の使用

料を支払って民間のコートをレンタルしたりすることも

あり、手間と時間とそれなりのお金を使いながら、週３

～4回のテニスライフを楽しんでいました。 
 ところが、こちらはわずかな入会金（日本のテニスク

ラブの入会金はン十万かかるところもあるようです）と

月会費さえ払えば毎日でもテニスができるのです。

コートは空いていれば当日でも簡単に予

約でき（こんなこと日本ではありえなーー

い!!）、しかもインドアで日焼けや暑さ知ら

ず……こんな素晴らしい環境でテニスが

続けられるなんて!! ……ヒューストンに（今

頃今さら）転勤になったことを本当に嬉しく

思いました。 

 私たちが入会したWESTHEIMER IN-
DOOR TENNIS CLUBには日本人メン

バーがとても多く、みなさんそれぞれのテ

ニスライフを楽しんでいらっしゃいます。私

たちもすぐに仲間に入れていただき、さら

にその方々の友人を紹介してもらうなどし

て、今では多国籍のテニス仲間を得ること

が出来ました。また、クラブ内にはたくさん

のチームがあり、曜日・レベルごとのチー

ム対抗リーグ戦が盛んで、他のクラブチー

 

様子のビデオを見てもらっただけでなく、現場でも製造用ロボットを

ダミーで動かして製造の様子を再現してみせたり、前日に工場内に

急遽設置したハイブリッド自動車実物（Lincoln MKZ）のボンネットを

開けて製品が搭載されている様子を見せたりといった工夫をこらし

て、具体的なイメージを伝えました。 

 工場見学が終わると質問の時間です。ヒューストンに工場を設置し

た理由やミスをしないための工夫といった鋭い質問だけでなく、予め

設計してきたというエンジンの自作図面を提示してきた生徒に対して

は、弊社の自動車事業の責任者が思わず入社して働くよう声を掛け

るなど、子供達の強い関心を感じた質疑となりました。そして、最後

に、各クラスの代表からお礼の言葉をいただいて、今回の工場見学

を無事終えることができました。 

 週１日の非常に限られた時間ながら、なるべく日本の学校と同じよ

うな授業やイベントを経験をさせたいという補習校の先生方の強い

思いに対し、弊社としても、従業員家族が通う補習校の授業やイベ

ントへの協力は、会社の事業環境の整備の一環であると認識し、今

回も様々な工夫をこらしてアレンジし、ヒューストンならではの物づくり

を見学していただくことができました。後日、補習校の先生方から「将

来は東芝で働きたい」という子供達の声があったと聞き、心から嬉しく

思っています。今回の工場見学を通じて、子供達の職業意識と社会

や科学技術への関心に何らか刺激を与えることができたのであれ

ば、これに優る喜びはありません。 

（東芝インターナショナル米国社・武田） 

ムと毎週試合をしています。私は今、午前中

の女子ダブルスと週末のミックスダブルスの

チームに入れてもらっていますが、試合は

ホームとアウェーの半々で、時にはダウンタ

ウンに近い豪華なホテルの中にあるテニスク

ラブまで試合に出掛けて行ったりもします。

結果は勝ったり負けたりですが、このような

環境でいろいろな方々とテニスできることをと

ても幸せだと、感謝しています。もし日本

だったら、転勤で数年間滞在するだけの人

がこれだけ気軽に現地の方々と一緒にス

ポーツを楽しめる環境を得るのは、かなり困

難なことと思われるからです。 
 今年のハロウィンでは、思い思いのコス

チュームでテニスをするパーティーにも参加

しました。まさしくコスプレ（?）です。私にとっ

てはもちろん初めての経験でとても良い思い

出になりました。 
 ところで、ヒューストンでは毎年春にATPの

男子クレーコート選手権が開催されます。今

年は錦織圭選手が出場する!!と早々にファ

イナルのチケットを予約したものの、腰痛の

悪化とかで欠場（残念）、それでも有名選手

のプレーを間近に見ることが出来、とても感

動しました。NYでのUSオープンにも2年で3
日間ほど足を運びましたが、いまだ錦織選

手の試合は観戦できていません。来年はNY
で錦織選手が優勝する瞬間を観に行けたら

な…と今から楽しみにしています。（優勝して

ねっ!!） 
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「一期一会」の心を学んだ、  

  小６茶道体験教室 

ヒューストン日本語補習校 

年初めて茶道教室に参加させていただく私は、SJの方々が何か月も前から

準備をして下さっていることに気づき、感銘を受けました。まさに頭の下がる

思いでした。小6の茶道教室は、例年5月末に行っていたようですが、今年度

は他の学校行事とあいにく重なってしまったことで、11月に日程を変更しまし

た。そんな折、会場に図書室を使用する旨現地校から既に許可を得ていた

ところ、9月になって急遽現地校からの許可が取り消されそうになったという

経緯がありましたが、何とか許可を取り戻しました。その後はSJの皆様とクラ

ス委員さん方との綿密な計画の下、着々と当日に向けての準備が整ってい

きました。SJから浴衣を借りる児童数の把握から始まり、浴衣一式の用意と配

布、保護者の皆様へのきめ細かな連絡、当日のお父様方の係り分担と相

まって、平日の三水会センターでは、会議室に畳を敷いてSJの方々が10名

以上も集まって下さり、お茶席の予行がなされていました。さらに、茶道体験

教室の前日である金曜日に、SJの方々が職員室に畳の搬入までして下さい

ました。 

 さて11月8日の朝、小6の学級では浴衣を忘れた児童がいないかを確認し

いよいよだと思っていた矢先、授業中に高田事務からの連絡が入りました。

現地校の都合で急遽図書室が使えなくなり、2階の教室にと会場変更を余

儀なくされるとの事でした。一番最初に頭をよぎったのは、2階となると畳の搬

入にはエレベータ-を使わなくてはならない為、SJの皆様を始め保護者の皆

様への更なる負担がかかってしまうことでした。子ども達と昼食を済ませ、12
時45分に浴衣を手に持った児童達と会場に行ってみますと、私は目を見

張ってしまいました。突然の会場変更にも拘わらず、そこには保護者の方々

が児童の着付けの準備をすべく笑顔で待ち構えていらっしゃり、その奥には

畳が敷かれ、美しいお茶室が用意されていました。よく見ると、あのときの「躙

り口」が、すっくと畳の間に立っているではありませんか。水屋のほうでは、SJ
の皆様が美しい和服に身を包み、お茶会の準備をなさっていました。床に

は、凜とした白い椿が飾ってあり、「一期一会」の掛軸がありました。 

 児童たちは、SJの方々の一言一句に耳を傾けながら、真剣な顔つきでお

茶を頂く作法を学んでいました。慣れない正座に悪戦苦闘しつつ、どの子も

その可愛らしい顔つきで、千利休の教えである「一期一会」の出会いを心に

刻んでいる様子でした。 

 今年もSJの皆様と保護者の皆様のご尽力により、こうして茶道体験ができま

したことに、心から感謝申し上げます。 

                                    ヒューストン日本語補習校6年担任  縄手 千栄 

 去る11月8日土曜日の5・6時間目、補習校の教室にて小学部6年生31名

が茶道体験をしました。第6学年では、4月より社会科で日本の歴史を勉強

しています。平安時代に遣唐使によって日本へもたらされたお茶を飲む習

慣が、鎌倉時代を経てさらに一般に普及し、室町・安土桃山時代に千利

休によって大成された「わび茶」。長い歴史をもつ日本の伝統文化である

茶道をこの異国の地ヒューストンで体験することは大変恵まれており、これ

はひとえにショーイングジャパン（以下SJ）と保護者の皆様のお蔭であるこ

とに、先ず心から感謝申し上げます。 

 あれは9月のある平日、三水会センターの会議室でSJの岩﨑様方がグ

レーの布を裁断して何か四角いものを作っていらっしゃいました。この四

角いものが、11月の茶道教室で使う新しい「躙り口」であると伺った時、今

ピーカンキッズ 

活動報告 

 11月1日土曜日、吐く息が白くなりそうな

肌寒い朝でしたが、この日もたくさんのお

友達が読み聞かせの会に来てくれまし

た。古本市が予定されているので、いつ

もと違って一回だけの開催の為、対象年

齢を区切らず、赤ちゃんから少し大きな

お友達が楽しめる本を選びました。 

  大型絵本の「ぐりとぐら」、赤ちゃんも楽

しめる「まるくて おいしいよ」、「なーらん

だ」、「おふろのすきなこぶたマン」、少し

大きなお子さんに「おしくら・まんじゅう」、

前回の古本市の収益金から買わせてい

ただいた本から一冊で、エリックカールの

仕掛け絵本「たんじょうびのふしぎなてが

み」の6冊を読みました。いずれも、お子さ

んに大変人気のある絵本です。ご自宅で

読み聞かせの絵本を選ぶときの参考にし

てみてください。 

 今日の絵本に出てくる紅白のおまんじゅうの

ユーモラスでとても楽しそうな表情を見ている

と、おしくらまんじゅうがしたくなってきます。日

頃暖かいヒューストンではなかなかその機会は

ありませんが、少し懐かしい身体を使った遊び

をするきっかけになってくれたら良いなと感じま

した。絵本をきっかけにして、親子の会話や親

子あそびにつながるのも楽しいですね。 

 来月は通常の絵本読み聞かせの会に戻りま

す。たくさんのお友達が来てくれるのを楽しみ

にしています。 

 ここ数年ショーイングジャパンの恒例行事となっている「七五三写

真撮影会」を、今年も無事に開催することが出来ました。一年はあっと

いう間です。毎年お越しいただいているご家族、前回は始まる前から涙

が…というお子様も今回は笑顔をのぞかせてくれるなど、それぞれの成長

を拝見出来ることはとても嬉しいことです。 
 私の担当は、お子様はもちろんお母様も含め女性の髪の毛全般です。事

前にお会いしてお好みなどご相談するということが出来ず、ほぼ全員の方々が

初対面なので、まずは第一印象、そして、お洋服の好みやどんな感じが好きな

のか、又はこれだけは嫌いなどを訊いて、そのお子様の雰囲気に一番似合いそ

うな感じの髪型を独断で作ります。1時間に4～5人を担当することもあるので、実

は気に入っていただけるか内心は非常にどきどきなのです。 
 私が一番心がけていることは、「全員同じにしない」「どこか少し違うように」という

ことです。ああしてこうしてと色々考えているととても楽しいのですが、眠れなくなり

そうになるので程々にしています。髪の毛を触られても大丈夫なお子様は色々な

お飾りをつけてもとても喜んでくれますが、そうでないお子様は、これがきっかけ

になり二度としたくないとならないように、なるべく早く終わらせてあげなくてはと思

うのですが、本当はどのお子様にもあれもこれもしてあげたいというのが本音で

す。女の子はこうした行事がたくさんあるので、なるべく毎日髪の毛を梳かしてあ

げたり、慣れさせてあげるとこれからも色々出来て楽しいと思います。 
 ドアを開けた瞬間、何をされるか不安で一杯の表情だったお子様が、だんだん

と変わる自分の姿を鏡で見て、満更でもない…こんなに小さくても「私ってかわい

い！」とわかっている様子はやっぱり女の子です。写真を撮る頃には気分は子供

モデル！「もっと撮ってもいいわよ！」そんな声が聞こえてきそうです。 
 隣の部屋では男の子の着付けも行っていますが、5歳という年齢もあるのでしょう

か？元気一杯です！どのお子様も凛凛しくてかっこいい！その様子をご覧に

なっていた着物を着る予定ではなかったご兄弟が、「僕も着たい！」とご両親に訴

えられたそうです。残念ながら今回はご都合が悪くお召しいただけませんでした

が、次回は是非、羽織袴の凛々しいお姿を見せてくださいね。 
 また、「撮りそびれてしまった…」「あの頃はそれほど…」「お友だちでそろそ

ろ…」とおっしゃる方、多少年齢がずれていてもまったく問題ございませんので、

かわいい着物をご用意して、また来年お待ちしています。 
 最後になりましたが、参加費として1150ドル集めることが出来ました。ご参加くだ

さいました皆様、ありがとうございました。今後の活動費として大切に使わせてい

ただきます。                             （べイシンガー麻也） 

 

写真撮影会報告 

Showing Japan 

ピーカンキッズ今後の開催予定 
＜あそぼーかい＞ 

1月9日（金） 10時30分～ 

1月17日（土） 9時30分～ 

2月3日（火） 10時30分～ 

2月14日（土） 9時30分～ 

3月3日（火） 10時30分～ 

3月7日（土） 9時30分～ 

＜読み聞かせの会＞ 

1月10日（土） 9時30分～  

                       三歳以上を対象とした絵本 

                       10時00分～ 

                       三歳未満を対象とした絵本 

2月7日（土）   9時30分～  

                       三歳以上を対象とした絵本 

       10時00分～  

                       三歳未満を対象とした絵本 

 

変更がある場合もございます。三水会センター内

のポスターや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 
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現地校の都合で急遽図書室が使えなくなり、2階の教室にと会場変更を余

儀なくされるとの事でした。一番最初に頭をよぎったのは、2階となると畳の搬

入にはエレベータ-を使わなくてはならない為、SJの皆様を始め保護者の皆

様への更なる負担がかかってしまうことでした。子ども達と昼食を済ませ、12
時45分に浴衣を手に持った児童達と会場に行ってみますと、私は目を見

張ってしまいました。突然の会場変更にも拘わらず、そこには保護者の方々

が児童の着付けの準備をすべく笑顔で待ち構えていらっしゃり、その奥には

畳が敷かれ、美しいお茶室が用意されていました。よく見ると、あのときの「躙

り口」が、すっくと畳の間に立っているではありませんか。水屋のほうでは、SJ
の皆様が美しい和服に身を包み、お茶会の準備をなさっていました。床に

は、凜とした白い椿が飾ってあり、「一期一会」の掛軸がありました。 

 児童たちは、SJの方々の一言一句に耳を傾けながら、真剣な顔つきでお

茶を頂く作法を学んでいました。慣れない正座に悪戦苦闘しつつ、どの子も

その可愛らしい顔つきで、千利休の教えである「一期一会」の出会いを心に

刻んでいる様子でした。 

 今年もSJの皆様と保護者の皆様のご尽力により、こうして茶道体験ができま

したことに、心から感謝申し上げます。 

                                    ヒューストン日本語補習校6年担任  縄手 千栄 

 去る11月8日土曜日の5・6時間目、補習校の教室にて小学部6年生31名

が茶道体験をしました。第6学年では、4月より社会科で日本の歴史を勉強

しています。平安時代に遣唐使によって日本へもたらされたお茶を飲む習

慣が、鎌倉時代を経てさらに一般に普及し、室町・安土桃山時代に千利

休によって大成された「わび茶」。長い歴史をもつ日本の伝統文化である

茶道をこの異国の地ヒューストンで体験することは大変恵まれており、これ

はひとえにショーイングジャパン（以下SJ）と保護者の皆様のお蔭であるこ

とに、先ず心から感謝申し上げます。 

 あれは9月のある平日、三水会センターの会議室でSJの岩﨑様方がグ

レーの布を裁断して何か四角いものを作っていらっしゃいました。この四

角いものが、11月の茶道教室で使う新しい「躙り口」であると伺った時、今

ピーカンキッズ 

活動報告 

 11月1日土曜日、吐く息が白くなりそうな

肌寒い朝でしたが、この日もたくさんのお

友達が読み聞かせの会に来てくれまし

た。古本市が予定されているので、いつ

もと違って一回だけの開催の為、対象年

齢を区切らず、赤ちゃんから少し大きな

お友達が楽しめる本を選びました。 

  大型絵本の「ぐりとぐら」、赤ちゃんも楽

しめる「まるくて おいしいよ」、「なーらん

だ」、「おふろのすきなこぶたマン」、少し

大きなお子さんに「おしくら・まんじゅう」、

前回の古本市の収益金から買わせてい

ただいた本から一冊で、エリックカールの

仕掛け絵本「たんじょうびのふしぎなてが

み」の6冊を読みました。いずれも、お子さ

んに大変人気のある絵本です。ご自宅で

読み聞かせの絵本を選ぶときの参考にし

てみてください。 

 今日の絵本に出てくる紅白のおまんじゅうの

ユーモラスでとても楽しそうな表情を見ている

と、おしくらまんじゅうがしたくなってきます。日

頃暖かいヒューストンではなかなかその機会は

ありませんが、少し懐かしい身体を使った遊び

をするきっかけになってくれたら良いなと感じま

した。絵本をきっかけにして、親子の会話や親

子あそびにつながるのも楽しいですね。 

 来月は通常の絵本読み聞かせの会に戻りま

す。たくさんのお友達が来てくれるのを楽しみ

にしています。 

 ここ数年ショーイングジャパンの恒例行事となっている「七五三写

真撮影会」を、今年も無事に開催することが出来ました。一年はあっと

いう間です。毎年お越しいただいているご家族、前回は始まる前から涙

が…というお子様も今回は笑顔をのぞかせてくれるなど、それぞれの成長

を拝見出来ることはとても嬉しいことです。 
 私の担当は、お子様はもちろんお母様も含め女性の髪の毛全般です。事

前にお会いしてお好みなどご相談するということが出来ず、ほぼ全員の方々が

初対面なので、まずは第一印象、そして、お洋服の好みやどんな感じが好きな

のか、又はこれだけは嫌いなどを訊いて、そのお子様の雰囲気に一番似合いそ

うな感じの髪型を独断で作ります。1時間に4～5人を担当することもあるので、実

は気に入っていただけるか内心は非常にどきどきなのです。 
 私が一番心がけていることは、「全員同じにしない」「どこか少し違うように」という

ことです。ああしてこうしてと色々考えているととても楽しいのですが、眠れなくなり

そうになるので程々にしています。髪の毛を触られても大丈夫なお子様は色々な

お飾りをつけてもとても喜んでくれますが、そうでないお子様は、これがきっかけ

になり二度としたくないとならないように、なるべく早く終わらせてあげなくてはと思

うのですが、本当はどのお子様にもあれもこれもしてあげたいというのが本音で

す。女の子はこうした行事がたくさんあるので、なるべく毎日髪の毛を梳かしてあ

げたり、慣れさせてあげるとこれからも色々出来て楽しいと思います。 
 ドアを開けた瞬間、何をされるか不安で一杯の表情だったお子様が、だんだん

と変わる自分の姿を鏡で見て、満更でもない…こんなに小さくても「私ってかわい

い！」とわかっている様子はやっぱり女の子です。写真を撮る頃には気分は子供

モデル！「もっと撮ってもいいわよ！」そんな声が聞こえてきそうです。 
 隣の部屋では男の子の着付けも行っていますが、5歳という年齢もあるのでしょう

か？元気一杯です！どのお子様も凛凛しくてかっこいい！その様子をご覧に

なっていた着物を着る予定ではなかったご兄弟が、「僕も着たい！」とご両親に訴

えられたそうです。残念ながら今回はご都合が悪くお召しいただけませんでした

が、次回は是非、羽織袴の凛々しいお姿を見せてくださいね。 
 また、「撮りそびれてしまった…」「あの頃はそれほど…」「お友だちでそろそ

ろ…」とおっしゃる方、多少年齢がずれていてもまったく問題ございませんので、

かわいい着物をご用意して、また来年お待ちしています。 
 最後になりましたが、参加費として1150ドル集めることが出来ました。ご参加くだ

さいました皆様、ありがとうございました。今後の活動費として大切に使わせてい

ただきます。                             （べイシンガー麻也） 

 

写真撮影会報告 

Showing Japan 

ピーカンキッズ今後の開催予定 
＜あそぼーかい＞ 

1月9日（金） 10時30分～ 

1月17日（土） 9時30分～ 

2月3日（火） 10時30分～ 

2月14日（土） 9時30分～ 

3月3日（火） 10時30分～ 

3月7日（土） 9時30分～ 

＜読み聞かせの会＞ 

1月10日（土） 9時30分～  

                       三歳以上を対象とした絵本 

                       10時00分～ 

                       三歳未満を対象とした絵本 

2月7日（土）   9時30分～  

                       三歳以上を対象とした絵本 

       10時00分～  

                       三歳未満を対象とした絵本 

 

変更がある場合もございます。三水会センター内

のポスターや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 
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ヒューストン 

日本語補習校 

教員 

募集中 

 今年で43年を迎えるヒューストン日本語補習校で

は、今後児童生徒の増加が見込まれるため、現在教

員を募集中です。 
 そこで前回、補習校としてどの様な方に教員になっ

ていただきたいかを、山崎校長先生にお聞きしまし

た。今回からは、現場の教員の方に登場していただ

き、職場としての補習校について、教員の立場からの

体験や思いをお伝えしてまいります。 
 これを読んで、ひとりでも多くの魅力ある先生が仲

間に加わってくだされば幸いです。第2回目は、中西

未来子先生にお聞きしました。 

Q. 補習校に勤められたきっかけはどのようなことですか？ 
A. きっかけは、運営委員会の方からお誘いいただいたことで

す。元々、大学在学時代に教職を取得しており、教育実習(中
学校と高校で生物の授業を担当)の経験があったので、引き受

けてみました。 
 

Q. どのような教員になりたいと思っていますか？ 
A. なりたい教員像は、しっかり学問を教えられる教員です。日

本を離れて暮らすヒューストンの高校生にとって、補習校は唯

一の日本の教育を受けられる場所なので、とても大きな責任を

感じています。自分がその責務をしっかり果たせるように努力したいと考えております。 
 

Q. 現在、何を教えていらっしゃいますか？ 
A. 現在は、高校生に数学Ⅱと数学Ⅲを教えています。 
 

Q. 補習校で勤務を始めて、期待どおりだったことと意外だったことは何ですか？ 
A. 期待通りだったことは、最初の引き継ぎの際に伺ったことですが、生徒がみな素直

で、学問に対して前向きだったことです。これは、私にとってとても大きな励みになってい

ます。また、意外だったことは、日本を遠く離れているのに、日本の高校生と変わらないく

らい、日本の流行に敏感だということです。雑談の際、とても楽しませてもらっています。 
 

Q. 補習校での、教員としてのやりがいや喜びを感じた経験を教えてください。 
A. 私にとって、教員をするうえで最も大きな喜びの一つは、生徒が数学を理解し、数学

を楽しんでくれる様子を見ることです。数学という学問は、実社会とのつながりがどうして

も希薄に感じられ、学ぶことの必要性を伝えきれない部分も多いのですが、その中で数

学的な考え方や表現を理解し、練習問題を解いていくことに達成感を覚え、楽しんで学

んでくれる姿に出会うことは大きなやりがいにつながります。 
 

Q. 補習校で大変だったことを教えてください。また、それをどのようにして乗り越えまし

たか？ 
A. 大変だったことは、数学が大学時代には専門外であったため、教え方を考えるより

先にしばらく思い出すという作業をする必要があったことです。夫が物理学を専攻してい

たので、最初のうちは夫に色々と手伝って

もらい、徐々に克服していきました。 
 

Q. これから応募される方へのメッセージを

お願いいたします。 
A. これから応募される方、決して簡単な仕

事ではありませんが、補習校は生徒も先生

方もとても温かく、働きやすい環境です。ま

た、多くの方々と触れ合う機会が増え、

ヒューストン生活における情報交換の場に

もなっています。 
 

中西未来子 先生 
 

勤務年数   ： 初年 
ビザの種類 ：  L-2 
（EAD(Employment Au-
thorization Document)を
USCISから取得） 

アトピー性皮膚炎について  
 

Center for Allergy and Asthma of Texas 

米国アレルギー免疫専門医 

小川リール好子  

 いよいよ年の瀬を迎え、2014年の最終月となりました。今年は

例年になく急に冷え込み、早くから暖房やコートに手が伸びた

ことでしょう。こんな季節になると気になるのが肌の乾燥ですね。

アトピー性皮膚炎の患者さんもそうでない方も、冬の期間は特

に肌の保湿が勧められます。乾燥が大敵であるアトピー性皮膚

炎の患者さんは、特に肌への刺激を最小限にして、入浴後は

すぐに適切に保湿するのがよいとされます。 
 

 英語の日常会話においてはEczemaと称されることが多いアトピー性皮膚炎

Atopic Dermatitisですが、最近では乳児の3割がアトピー性素因を持った乾

燥肌であるといわれています。典型的には、幼少時、通常5歳前に発症する

ことが多く、繰り返し皮膚に炎症が続く結果、乾燥やかゆみ、赤や茶色の発

疹がみられます（図を参照）。成長につれて改善し、8割以上は10歳までに

自然治癒するという報告があり、高齢で発症することはありません。全年齢層

でみると約1割はアトピー性皮膚炎に罹患していると言われています。 
 
 皮膚の表面は身体を外敵から守る最初の砦であるわけですが、環境の刺

激因子、アレルギー原因物質、細菌やウイルスといった微生物から保護する

この部分が遺伝子の変異によりもろくなっていると、皮膚の深部が外的な刺

激を受けやすくなります。患者さんの多くは家族歴があり、皮膚の表面の蛋

白をコードする遺伝子に変異があることが分かっています。その結果皮膚の

炎症が起きるわけですが、この炎症を抑制する治療法として、1. スキンケア 

2. 悪化因子の除去 3. 薬物療法の3つが挙げられます。 
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1. スキンケアの原則は洗いすぎず、肌本来の保湿を助け、汗や細菌

による皮膚炎の悪化を防ぎ、保湿剤を使います。 
2. 悪化因子としては、ストレス、アレルギー性因子（ダニ、花粉など）、

石鹸や衣類による刺激、紫外線、乾燥などがあります。 
3. 薬物療法としては、抗炎症薬であるステロイド外用薬やカルシ

ニューリン阻害薬を用いることが有効です。ステロイドに対し、一

部の偏った情報により非常に悪いイメージがつき、ステロイド忌

避、拒否症の患者さんもいらっしゃるのですが、医学的には第一

選択となります。適切に使用すれば副作用を最小限に抑え、炎症

を早く抑えます。アトピー性皮膚炎がコントロールされない状態が

長引くと、その病態自体が悪化し、色素沈着や皮膚の硬化を引き

起こしますので、注意が必要です。 
 

 アトピー性皮膚炎は、自然に治癒したり、すぐに治療をしなくても我

慢できてしまったりするので、医療機関を受診せず経過を観察しがち

な疾患ですが、専門医のアドバイスのもとに適切な治療を受けられこ

とをお勧め致します。 
 
 今年は毎月拙文にお付き合い頂き、ありがとうございました。読者の

皆様にとって、2015年もさらに健やかな1年となりますよう、祈念してお

ります。 

 一昨年の夏に「ヒューストンに転勤になるかも…」と、

夫から聞いた時は「なぜ今頃??」と、とても驚きました。

これまでも海外での仕事が多かった夫ですが、私は幸

か不幸か（たぶん後者なのでしょう）海外生活の経験

はなく「今頃??」の次に浮かんだ単語は「今さら～」でし

た。すでに子供たちは成人しており、私が帯同できな

い理由は探しても見つからないものの、何より現状の

生活を変えたくないというのが正直な気持ちだったか

らです。けれども、以前にヒューストンに赴任経験をお

持ちのテニス仲間のご夫妻から、「向こうに行けば，好

きなだけテニスができるよ。」と聞いてすぐに、「ヒュース

 駐妻のヒューストン日記  
 

第123回 古見 惠さん 

トンに行こう！」と決心し、夫から遅れること半年、昨年

春から私の初の海外生活が始まりました。そして、そ

れからまもなく私たちは  WESTHEIMER INDOOR 
TENNIS CLUB というところに入会手続きに行きまし

た。 
 渡米前、日本で私はテニススクールに通い、そこで

知り合った友人たちと公営のテニスコートを予約したり

（日本ではたいていは抽選です）、時には高額の使用

料を支払って民間のコートをレンタルしたりすることも

あり、手間と時間とそれなりのお金を使いながら、週３

～4回のテニスライフを楽しんでいました。 
 ところが、こちらはわずかな入会金（日本のテニスク

ラブの入会金はン十万かかるところもあるようです）と

月会費さえ払えば毎日でもテニスができるのです。

コートは空いていれば当日でも簡単に予

約でき（こんなこと日本ではありえなーー

い!!）、しかもインドアで日焼けや暑さ知ら

ず……こんな素晴らしい環境でテニスが

続けられるなんて!! ……ヒューストンに（今

頃今さら）転勤になったことを本当に嬉しく

思いました。 

 私たちが入会したWESTHEIMER IN-
DOOR TENNIS CLUBには日本人メン

バーがとても多く、みなさんそれぞれのテ

ニスライフを楽しんでいらっしゃいます。私

たちもすぐに仲間に入れていただき、さら

にその方々の友人を紹介してもらうなどし

て、今では多国籍のテニス仲間を得ること

が出来ました。また、クラブ内にはたくさん

のチームがあり、曜日・レベルごとのチー

ム対抗リーグ戦が盛んで、他のクラブチー

 

様子のビデオを見てもらっただけでなく、現場でも製造用ロボットを

ダミーで動かして製造の様子を再現してみせたり、前日に工場内に

急遽設置したハイブリッド自動車実物（Lincoln MKZ）のボンネットを

開けて製品が搭載されている様子を見せたりといった工夫をこらし

て、具体的なイメージを伝えました。 

 工場見学が終わると質問の時間です。ヒューストンに工場を設置し

た理由やミスをしないための工夫といった鋭い質問だけでなく、予め

設計してきたというエンジンの自作図面を提示してきた生徒に対して

は、弊社の自動車事業の責任者が思わず入社して働くよう声を掛け

るなど、子供達の強い関心を感じた質疑となりました。そして、最後

に、各クラスの代表からお礼の言葉をいただいて、今回の工場見学

を無事終えることができました。 

 週１日の非常に限られた時間ながら、なるべく日本の学校と同じよ

うな授業やイベントを経験をさせたいという補習校の先生方の強い

思いに対し、弊社としても、従業員家族が通う補習校の授業やイベ

ントへの協力は、会社の事業環境の整備の一環であると認識し、今

回も様々な工夫をこらしてアレンジし、ヒューストンならではの物づくり

を見学していただくことができました。後日、補習校の先生方から「将

来は東芝で働きたい」という子供達の声があったと聞き、心から嬉しく

思っています。今回の工場見学を通じて、子供達の職業意識と社会

や科学技術への関心に何らか刺激を与えることができたのであれ

ば、これに優る喜びはありません。 

（東芝インターナショナル米国社・武田） 

ムと毎週試合をしています。私は今、午前中

の女子ダブルスと週末のミックスダブルスの

チームに入れてもらっていますが、試合は

ホームとアウェーの半々で、時にはダウンタ

ウンに近い豪華なホテルの中にあるテニスク

ラブまで試合に出掛けて行ったりもします。

結果は勝ったり負けたりですが、このような

環境でいろいろな方々とテニスできることをと

ても幸せだと、感謝しています。もし日本

だったら、転勤で数年間滞在するだけの人

がこれだけ気軽に現地の方々と一緒にス

ポーツを楽しめる環境を得るのは、かなり困

難なことと思われるからです。 
 今年のハロウィンでは、思い思いのコス

チュームでテニスをするパーティーにも参加

しました。まさしくコスプレ（?）です。私にとっ

てはもちろん初めての経験でとても良い思い

出になりました。 
 ところで、ヒューストンでは毎年春にATPの

男子クレーコート選手権が開催されます。今

年は錦織圭選手が出場する!!と早々にファ

イナルのチケットを予約したものの、腰痛の

悪化とかで欠場（残念）、それでも有名選手

のプレーを間近に見ることが出来、とても感

動しました。NYでのUSオープンにも2年で3
日間ほど足を運びましたが、いまだ錦織選

手の試合は観戦できていません。来年はNY
で錦織選手が優勝する瞬間を観に行けたら

な…と今から楽しみにしています。（優勝して

ねっ!!） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.misaki.rdy.jp%2Fillust%2Fwaku%2Fhon%2F4%2Fsozaitext%2F102.htm&ei=qj99VI_eGIqpNojkgLgG&bvm=bv.80642063,d.eXY&psig=AFQjCNH-6kViAOvZw9qW3eRGX
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皆様はじめまして。私は2014年3月からテキサス州立大学MDアン
ダーソン癌センターで膵癌の研究を行っている飯田智憲と申します。日

本では消化器外科医として主に肝臓・胆道・膵臓疾患の診療に従事し

ておりました。今回は、胆石症について話をしてみたいと思います。 
 
「胆石症って何？」 
胆石症とは、字のごとく胆道という胆汁が流れている管に結石ができる

病気です。もちろん、石と言っても道端に転がっている石ではなく、胆汁

の主成分であるビリルビンや胆汁中のコレステロールが固まってできたも

のです。肝臓で作られた胆汁は胆道という名の管を通って胆嚢の中で濃

縮・貯蔵されて出番を待ちます。胆汁の役割とは、食べ物の中の、特に

脂肪の消化を助けることですから、食べ物が胃の中に入ると、胆嚢を 
“ギュッ”と収縮させて胆汁を十二指腸の中に出して消化を助けていま
す。この胆汁が流れる胆道（肝臓から十二指腸までの間）にできた結石

の総称を胆石症と言っています。ですから、胆石のできる場所によって

結石の名前も変わり、胆嚢にできたものは胆嚢結石、総胆管にできたも

のは総胆管結石、肝臓内の胆管にできたものは肝内結石症と呼んでお

り、胆嚢結石が80%以上と大部分を占めています。では、胆石を持って
いる人がどの程度いるかというと、平成2年度以降厚生労働省の「国民基
礎調査」が行われていないため正確な数字は不明ですが、少なくとも10
人に1人は胆石を持っているといわれています。 
 
「どうして胆石ができるの？」 
 先ほど、日本人の10人に1人が胆石を持っていると書きましたが、胆石
のでき方はコレステロール結石とビリルビン結石で異なります。コレステ

ロール結石は、胆汁の中のコレステロール濃度が高いときや胆嚢の機能

が低下した時に胆汁中のコレステロール濃度が高くなり、結果、結石が

できます。欧米では、コレステロール結石ができやすい人の特徴として、

Forty（40歳代）、Female（女性）、Fatty（肥満）、Fair（白人）、Fecund（多産
婦）がいわれており、これらの頭文字をとって「5F」と言われます。この場
合以外でも、血液中のコレステロールが高くなる脂肪代謝に異常がある

人、妊娠、急激なダイエット、胃切除術後などもコレステロール結石の発

生に関連があることが分かっています。ビリルビン結石の場合は、細菌感

染が原因であることが分かっています。先ほど、胆汁は十二指腸に流れ

着くと書きましたが、十二指腸も口から肛門まで続く腸管の一つです。特

に口から入った細菌が十二指腸から胆道に入ってくることで、水に溶け

にくいビリルビン結石が形成されます。 
 
「胆石の症状は？」 
胆石自体の症状は、実はありません。これを無症候性胆石症と言い、

健康診断などで偶然発見されることがほとんどです。ただ、この胆石が胆

嚢や胆管の出口に詰まってしまうと（嵌頓）、胆道内圧が上昇し右肋弓下

痛が出現します。嵌頓したけれど、何かの拍子に運よく外れて嵌頓が解

除されたものを胆石発作と言いますが、今迄の痛みがウソのように急激

に症状が改善していきます。通常は病院で痛み止めをもらうだけでよくな

ります。しかし、こんな幸運がいつまでも続くことはなく、無症候性胆石症

の約1%は急性胆管炎を、約8%は急性胆嚢炎を発症します（年率）。つ
まり、出口を結石で閉ざされたために胆管ないし胆嚢内で胆汁の流れが

停滞し、細菌が増殖し炎症を引き起こします。胆嚢炎ないし胆管炎を来

した場合、腹痛（右肋弓下痛）以外に、高熱や黄疸（眼球結膜：俗に言

う“しろめ”の部分や皮膚が黄色くなる）などの症状がでます。黄疸は胆管
炎の時によく見られます。 
検査は腹部超音波検査、腹部CT検査や採血などで行われ診断は容

易です。治療は、絶食（胆嚢を刺激しない）、抗生物質の点滴が必要に

なるため通常は緊急入院となります。また、抗生物質より細菌の増殖力

の方が強い場合や治療のタイミングが遅いと敗血症（細菌が血液中に入

り込み更にどんどん増殖していく）にかかるため、意識障害やショックを

呈し最悪、死に至ります。死亡率は高くはありませんが、結石がはまり込

むだけでここまでの症状を呈することがあるので、胆石症と言われていて

（検診などで発見されて）、急に右肋弓下痛が出現した場合は早めに医

療機関を受診することをお勧めします。胆石症をナメてはいけません。 
 

「治療は？」 
 胆嚢結石症の治療は、無症状の場合は原則経過観察で、特に治療の

必要はありません。ただし、症状がある場合や、石灰化といって結石自体

が硬くなると嵌頓するリスクも高くなるので手術療法が推奨されます。石

灰化のない結石に対して時に薬剤の内服療法が行われますが、半年以

上の内服が必要で、効果は10%前後、再発率も50%前後と高いため治
療効果は乏しいのが現状です。そのため、治療の主体は手術療法となり

ます。現在の胆石症の標準手術は腹腔鏡下胆嚢摘出術です。おなかの

3、4箇所に2cm程度の切開を加えるだけで手術を終えることができます。
従来の方法と比べると、傷は目立たなくなり、術後の痛みも少なくなった

ため入院期間も短くなりました。また、近年は術式が進歩し臍の中に2cm
程度の切開を加えるだけで胆嚢を摘出する腹腔鏡下単孔式胆嚢摘出

術という手術法が広がりつつあります。ただ、重症の急性胆嚢炎のよう

に、腹腔鏡手術で安全に胆嚢を摘出できないものも依然として存在しま

すので、その場合は安全を最優先で従来通り開腹手術で胆嚢を摘出し

ます。胆嚢は摘出してもほとんどデメリットはないので、症状があった場合

は手術を考慮した方が、メリットが多いと思います。 
 
胆石症は決して珍しくない病気ですが、たかが胆石とタカをくくってい

ると痛い目にあう可能性のある病気です。本稿が皆さんの理解の一助と

なれば幸いです。 

次回は外科（乳腺外科）がご専門の中井克也先生です。現在は、

MD Anderson Cancer Centerで、乳癌治療の研究をされていま
す。中井先生は渡米後に最初に知り合った先生で、同郷（広島）

ということもあり仲良くさせていただいています。奥さん・お子さん

思いの優しい先生です。  

第１２２回 
 

ナメてはいけない胆石症   

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。 

前回の塩崎弘憲先生から外科がご専門の飯田智憲先生にバトンが移りました。 

 MDアンダーソン癌センター 研究員 飯田智憲  

 11月1日（土）の朝、ヒューストン北西部に位置
する弊社（東芝インターナショナル米国社）の

本社・工場に、ヒューストン日本語補習校の小

学３年生約60人が社会科工場見学にやってき
ました。 
 弊社でこの社会科工場見学を受け入れるの

は、2012年秋以来２年ぶりです。筆者の手元に
記録がある限り過去10回程度実施されているよ
うで、弊社にとってはすっかり恒例行事となった

感もあります。しかしながら、今回の事務方幹

事役となった筆者個人にとっては、実は初体験

ということもあり、３年生の子供達と同じくらい緊

張して準備し、スクールバスを工場に迎えまし

た。 
 まず冒頭、会社・事業概況および今回の工場

見学で製造過程を見学してもらう弊社主力製

品のモータについて説明しました。モータの基

本原理となる「フレミングの左手の法則」はもと

より、電気そのものについて勉強するのはまだ

まだこれから、という小学３年生の子供達が対

象なだけに、モータとは、電気を流すと回転す

る機械で、その回転を利用して物を動かしたり

するために使うんだよと、その機能をなるべくわ

かりやすく話すことに苦心しました。 

ヒューストン日本語補習校 

 説明後、配布した安全眼鏡を装着してもら

い、補習校のクラスごとに約20人ずつの３組
に分かれて工場見学に出発しました。まず

は、工場や石油の採掘場等で利用される産

業用モータの製造工場で、これはoil & gasビ
ジネスの中心地であるヒューストンならではの

製品です。大型製造設備が大きな音を立て

ながら、金属板を打ち抜いたり、モータの中

心となる金属棒を切削したりする製造現場を

案内しました。大きな金属材料や加工機械が

沢山ある現場だけに、我々は安全面にも細

心の注意を払いながら案内する一方で、子

供達は、こうした豪快な機械加工の現場を初

めて目にするのか、興味津々でした。また、

その一方では、時間をかけてコイルを丁寧に

巻く繊細な手作業の工程もあり、そうした部

品が組み上がっていってモータという大きな

製品が出来上がっていく物づくりの過程を見

てもらうことができました。 
 続いてハイブリッド自動車向けのモータ・発

電機の製造工場の見学です。当日はあいに

く土曜日ということで、弊社自慢の自動化ライ

ンが稼動していなかったのですが、それだけ

に、冒頭の説明の際に実際に稼動している 



ドル円相場の見通し：足元の円安・ドル高が一服した後も緩やかな円安基調

の継続を予想 

（予想レンジ 2014年第4四半期：113～122円、2015年第1四半期：109～121

円、2015年第2四半期：110～120円、2015年第3四半期：111～121円 ） 

 

 10月31日に実施された日銀による予想外の追加緩和、その後の消費増税

先送り・解散総選挙の報道などを受けて、足元では大幅に株高・円安が進行

している。2012年末以降のアベノミクス相場では、海外勢による日本株投資

が活発化し、株高に伴った為替ヘッジのための先物の円売り増加が円安へ

繋がるという経路で株式・為替市場の相関が高まったが、今般の円安も株高

に促された面が大きいと捉えている。 

 当方では、足元の円安・ドル高水準（11月20日現在、118円台で推移中）は

様々なイベントが重なったことで、ややオーバーシュート気味と評価しており、

一旦の調整は起こり得るだろう。しかし、貿易赤字の定着による円売り圧力の

継続、デフレ脱却による円の実質金利の低下、米国の金融政策正常化を見

込んだ米名目金利の上昇を背景に、その後も円安基調が続くと予想する。な

お、後述の通り、米名目金利の上昇および日本のインフレ率の上昇が限定的

にとどまること、貿易赤字が次第に縮小していくことを踏まえると、円安・ドル高

の進行は緩慢なペースとみている。 

 そもそも2012年以降の円安進行のきっかけは、安倍首相による一連の経済

政策（いわゆるアベノミクス）と日銀による異次元緩和であり、ドル・ユーロ・円

の名目実効為替レートの比較では、2012年以降、ドル・ユーロが強含みで推

移した一方、円は2割以上も下落し独歩安の様相となった。しかし、アベノミク

スや異次元緩和はあくまで「きっかけ」に過ぎず、円安進行の根底にあるのは

日本の国際収支の構造が、貿易収支の赤字化（＝円売り圧力）を背景に、従

来の円高構造から円安構造へ変化したことである（つまり、アベノミクスがなく

とも、日銀による異次元緩和がなくとも、今般の円安を迎えていたとの認識）。 

 足元では、世界景気の減速を背景にした輸出の伸びの鈍化や、原発停止

を受けたエネルギー輸入の増加などにより、貿易収支は赤字化しており

（2000年～2010年には平均9.7兆円あった貿易黒字が2013年には10.6兆円

の貿易赤字へ）、為替市場での円売り圧力となっている。今後、世界経済が

持ち直す中、実質実効為替レートでみた円安により輸出競争力が改善し、輸

出は増加基調を辿ると予想される。一方、輸入は消費増税前の駆け込み需

要に対応した増勢はすでに剥落しており、貿易赤字の拡大には歯止めが掛

かるだろう。当面は円安要因である赤字基調自体は継続するものの、一段と

円安を進める材料にはならないとみている。 

 ドル円相場の動きが日米の実質金利（＝名目金利－インフレ率）の差と相

関性が高いのはよく知られるところであるが、2013年から2014年にかけては、

日本のインフレ率上昇が円の実質金利の低下を通じて、円安要因となった。

なお、日本の物価基調については、消費増税の価格転嫁も進む中、実質的

なコアCPI上昇率は足元1%台前半で推移しており、インフレ基調が定着する

見込みであるが、目先はエネルギー価格の下落や、円安による前年比での

輸入物価の押し上げ効果が剥落するため、インフレ率の上昇は限定的となる

公算が大き

い。 

 今 後、日

米実質金利

差の鍵を握

るのは米名

目金利の動

向 で あ り、

FRBの利上

げによる米

名目金利の

上昇がドル

高・円 安 の

原動力とな

る可能性が

Gulf    Stream 10 Gulf    Stream 3 

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、当日は高杉商工会会長より表彰式でのご挨拶のお言葉と優勝ト

ロフィーの贈呈を頂きました。この場をお借りしまして厚く御礼申し上げ

ます。また、今回の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、大会運営を非常に手際よく行って頂き、本当に有

難うございました。多々至らぬ点もあったかとは存じますが、こうして無

事大会を締めくくることが出来たのも、ひとえに関係先の皆様のお力添

えによるものでございます。改めまして心より御礼申し上げます。 

 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。 

（The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.  渡辺 ） 

 

 去る11月16日(日)、第550回テキサス会「商工会会長杯」がヒュース

トン北東のOakhurst Golf Clubで開催されました。当日は生憎の雨模

様の天気となり、参加者の皆様や大会の運営に携わった方々には

色々とご心配お掛けしましたが、ゴルフ場の協力も得て、中止･延期

することなく無事全ての組がホールアウトすることが出来ました。 

 今回、大会の案内が開催直前となったこともあり、ご案内後なかな

か人数が集まらない状況ではありましたが、最終的には総勢33名の

方々にご参加頂き、何とか大会の開催に漕ぎ着けることが出来まし

た。そんな中、ダブルペリア方式で争われた本会で見事に総合優勝

されたのはYamato Transport USAの牧山さん。天候が崩れコンディ

ションに恵まれない中でも、抜群の安定感を発揮し、見事に前回テキ

サス会ゴルフ「ユナイテッド杯」(2014年9月開催)に続く連続優勝を成

し遂げました。2名が参加された女性の部では、山地さんがお父様譲

りのハイレベルなゴルフで一騎打ちを制し優勝を勝ち取られました。

また、ベストグロスに輝かれたのも、こちらも前回大会でベスグロ制覇

した牧山さん。腰痛を抱えながらも本大会に標準を定めてきた成果を

遺憾なく発揮し、プレー中は調子が悪いと嘆きながらも、蓋を開けて

みればスコア81という圧巻のゴルフ。プレー終了後の表彰式では、自

ら司会を務めながらご自分のお名前を2大会連続優勝者として読み

上げることになり、嬉し恥ずかしの表情を浮かべていらっしゃったの

が印象的でした。その他にも入賞及び各賞を受賞された皆様、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

 

総合＆男子優勝 牧山さん 女性優勝 山地さん 

～ 商工会会長杯 ～ 

閉会式 

 
１．会社の業務内容等について 

 弊社は、「エネルギーをステキに。ENEOS 

（エネオス）」でお馴染みの、JX日鉱日石エ

ネルギー（株）の米国法人です。 

 日本の本社は、石油製品の精製および販

売を行う石油元売ですが、石油化学品の生

産・販 売、石 炭・液化 天 然 ガ ス の 輸 入・販

売、燃料電池の開発、発電・電力卸供給お

よび小売事業、等を手掛ける総合エネル

ギー企業でもあります。米国法人は、シカゴ

本店、ロスアンゼルス支店、ヒューストン支

店、アラバマ潤滑油工場を保有しています

が、潤滑油の製造・販売の他、原燃料の調

達、新規事業の開拓を目指しています。米

国内には、JX Nippon ANCI, Inc. （化学品、

GA）、JX Nippon Chemical Texas Inc. （同、

TX）、JX Nippon Mining & Metal USA, Inc. 

（金 属、AZ）、JX Nippon Oil Exploration 

(U.S.A.) Ltd. （石油ガス上流開発、TX）、

Irvine Scientific Sales （生化学、CA）の系列

会社があります。  

 

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。 

 ８月にカリフォルニア州から引っ越して参り

ましたので、大きな差異を感じております。①

太陽の光が目に痛い、②空が青くて、とても

 JX Nippon Oil  

    & Energy USA Inc. 

暑い、③雨、雷など、天候が激しい、④知らな

い人同士でも、すぐに挨拶する、⑤ガソリンや

ユーティリティーは安いが、消費量が多いの

で、結局領収書の金額にびっくりする、⑥レス

トランのメニューはどれもボリューム満点、⑦家

が不必要に大きい、⑧マシンガンも普通にお

店で売っている、⑨スタン・ハンセンみたいな

おじさんが、ピック・アップ・トラックを運転して

いる、⑩夕方になると、どこからともなくプ～ン

とステーキの匂いが漂って来る。そして、とた

んにスイッチが入ります。 
 

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。 

 ハリウッド映画が好きなので、週末はほぼ欠

かすことなく映画館通いをしています。日本の

１，８００円に比べると破格に安い７ドルで新作

が見られます。また、最新作にこだわらなけれ

ば （と言っても２ヶ月位前に封切られたばかり

の映画）、せいぜい２ドル位で見ることが出来

ることにも驚きです。これで英語が分かれば申

し分ないのですが、スクリーンの端に字幕も出

ない現実はとても厳しいです。つい最近も、ブ

ラッド・ピットがドイツ語を話しているのを、てっ

きり英語だと思って見ていました。 

小山 恭彦 さん 

ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 
 本稿は、ヒューストン日本商工会、三菱東京UFJ銀行とJETROの共催で11月20日にFour Houston Centerで開催された講演を元に､
講師に寄稿頂いたものです（編集部）。 

Business Seminar 

 

三菱東京UFJ銀行 

グローバルマーケットリサーチ 

ニューヨーク駐在 為替アナリスト 

石丸伸二 

高い（ただし、目先は米インフレ率の高まりも想定されるため、米実質金利の加速

度的な上昇は回避されると予想）。よって、市場ではFRBによる利上げのタイミング

が焦点となっているところであるが、FOMCメンバーによる政策金利見通しにおけ

る、2015年から2016年にかけての利上げ幅から逆算すると、FOMCで想定する初

回利上げは2015年前半で、毎会合0.19%（年間1.50%）程度の利上げペースが求

まる。利上げ開始のタイミングについては、ハト派なFRB議長・副議長のスタンスを

踏まえると不透明感が強いものの、当方は初回利上げを2015年6月17日と予想。当

該日は経済見通しの公表と議長記者会見のある会合であり、QE終了後の景気を

確認した上で経済見通しを公表し、記者会見で説明を講じる段取りになるのではな

いか。ただし、年末商戦の結果次第では3月利上げ実施や、3月に事前告知し4月

に利上げを実施するなど、利上げが想定よりも早まるリスクには注意を要する。 

 今回は景気過熱を抑制する利上げでなく、金融政策正常化のための利上げであ

るため、利上げサイクルについては、経済にブレーキをかけるような大きなサイクル

とはならず、緩和継続の意思が強調されるだろう。また、景気循環から見ても、景気

拡大の持続力に懸念が持たれる状況下、利上げは緩やかかつ短期にとどまると予

想する（2015年6月に利上げの場合、2009年6月から続く景気拡大が72ヵ月続いて

いることとなり、第2次大戦後の景気拡大局面の平均である58ヵ月を大きく上回る）。 

 

カナダドル相場の見通し：米ドル高・カナダドル安基調の継続を予想 

（予想レンジ（USD/CAD）  2014年第4四半期：1.09～1.16、2015年第1四半期：

1.10～1.18、2015年第2四半期：1.10～1.19、2015年第3四半期：1.09～1.20） 

 

 カナダドルは、かつては「資源国通貨」と呼ばれ、2001年から2010年まではWTI

原油価格との強い相関が認められたが、2011年以降は、その関係が薄れている。

これは、商品市況と為替市場で新興国の経済成長を見込んでいた思惑が、その後

の不況で現実に引き戻されたことを示す。 

 現在のカナダ経済は、雇用・所得環境の改善を背景にした底堅い個人消費と、

外需の持ち直し（米製造業の活動が回復基調を辿る中、米国向けを中心に輸出の

持ち直しが継続）に牽引され、景気回復が継続すると予想。足元で消費者物価指

数はインフレ目標（前年比＋1～＋3%）の中央値程度まで上昇しており、また、景

気が底堅さを増しつつある中、需給面から物価上昇圧力は徐々に高まっていくとみ

られ、カナダ中銀の緩和的な金融政策も見直し時期へと向かい始めている。2015

年半ばにかけて、カナダ中銀の利上げが意識され、短期金利は上昇する公算が大

きい。 

 1990年以降の米利上げ局面において、米金利とカナダ金利は順相関の関係に

あるが、米金利上昇時に米カナダ金利差は縮小しやすくなってきている（米金利の

上昇幅に対し、カナダ金利の上昇幅が緩やか）。リーマン・ショック以降、カナダドル

と米カナダ金利差との相関は強まっていることも踏まえると、先行き、米金利上昇に

伴う米カナダ金利差縮小を背景に、米ドル高・カナダドル安基調が継続すると予想

する。ただし、FRBを追う形でカナダ中銀の利上げが意識され始めると、カナダドル

安のペースは鈍化すると見込む。 

講師紹介    

略歴： 2006年、三菱東京UFJ銀行に入行。2008年よりリサーチ業務に従

事し、国内外のマクロ経済や円債を中心とする金融市場の分析を担当。

経営計画や債券投資戦略のベースとなるマクロ経済・金融市場の見通し

策定のほか、レポート執筆、セミナー講演といった対外的な情報発信を行

う。2014年3月より現職。 
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日米協会GALA開催報告   

 冬の訪れを予感させる肌寒い日となった11月1日土曜日、今年で創

設46年目となるヒューストン日米協会は今年度のGALAをOmni Hotel 

and Resorts Galleria Houstonにて開催致しました。ヒューストンにおい

て、様々な分野で日米関係発展のためご尽力されている240名を超え

る方々に幅広くお集まりいただく機会となりました。 

 今年のGALAは“Cultivating Goodwill & Celebrating Alliances”を

テーマとしたもので、両国国歌の斉唱に続いて、髙岡望在ヒューストン

総領事のご挨拶を頂きまして幕を開けました。ゲストのA. R. Sanchez, 

Jr.( Sanchez Oil & Gas会長) 氏、及び初の超党派ジャパン・コーカスの

共同議長でもあるJoaquin Castroアメリカ合衆国下院議員のスピーチ

は、的確な大変意義深いものでありました。その後、NYを拠点としてご

活躍中の三味線奏者金子純恵さんと当地在住のジャズシンガー

Yvonne Washington氏、両名の競演は心に響くもので、場の空気は一

気に和やかになりました。 

 併せて行われたサイレント・オークションでは、各社からのご協力に

より集まりました航空券、宿泊券、ギフトカードやご提供の製品など、

70点を超える品物が並びました。皆さまのご支援により、多くの収益を

集めました事を深く感謝いたします。この貴重な収益金をもとに、

ヒューストン日米協会では更なるテキサス州と日本との友好、交流、そ

して協力のために精力的に活動致していく所存であります。当協会

ボードメンバー一同、使命感をもって努力して参りますので、今後とも

引き続きヒューストン日米協会をよろしくお願い申し上げます。 

ヒューストン日米協会 会長 直木純二郎 

 11月8日土曜日、毎年恒例のグレーターヒューストン日本医学会と日本

人会共催の「乾杯の集い」がメディカルセンター近郊のThe Warwick 

Towersで開催されました。この懇親会は、ワインを飲みながらヒュースト

ン日本人コミュニティーの親睦を深めようという目的で毎年開催されてい

ます。今年は皆様のお声掛けのおかげで参加者数が過去最高となり、

約80名の方々が参加されました。特に全米最大のメディカルセンターで

活躍されている若手の日本人医師が数多く参加され日本人会との交流

が更に深まりました。 

 当日は、来賓の日米協会の直木会長の乾杯の音頭で開会されまし

た。会場には、お寿司、から揚げ、焼肉などの日本食、チーズとフルーツ

のプレートなどが用意され、食事をしながらの歓談を楽しみました。ま

た、当会では毎年ワインが提供されますが、今年の集いでは例年の

Texasワイン中心のレパートリーではなく、「世界の安くて美味しいワイン」

と題し、一般的なアメリカ・フランスを除いたペルー・ギリシャ・ポルトガル・

南アフリカ等の珍しいワインが数多く提供されました。また、宝酒造様か

らは試飲用にベストセラーの“澪”など3種類の日本酒が提供され、いずれも

従来の日本酒とは違うスパークリングやライチのエキスの入った新種の日本

酒もあり、普段日本酒を嗜まれない方々も堪能されていました。食事・飲み物

を楽しみながら交流も深めたところで、ワイン・日本酒クイズが行われました。

難問全てを解答された優勝者のSidik Hamit先生にはテキサスウィスキーと

フットボールが授与されました。その後、日本医学会会長の小川先生、日本

人会の松村会長のご挨拶を頂き、イベントの締めは初代日本人会会長の松

本先生による一本締め、そして参加者の記念撮影にて今年の「乾杯の集い」

も無事終了しました。 

 最後になりましたが、The Warwick Towersの会場確保・設定等にご尽力い

ただいた能勢亜子さんをはじめ、今年の「乾杯の集い」の準備に携わってくだ

さったボランティアの方々及び場を盛り上げていただいた参加者の皆様のお

かげで大変素晴らしい懇親会となりました。心より感謝申し上げます。  

                                        (八木謙一) 

日  時： 平成26年11月20日（木）11：30～12：50 

場  所： 三菱商事社 会議室（35階） 

出席者： 名誉会長、名誉会員1名、理事委員11名、正会員1名、 

      事務局長 

欠席者： 理事委員10名 （会長委任 6名、代理委任1名、委任未回答                 

      3名） 

司 会： 金子公亮幹事 

１．商工会会長連絡 （髙杉禎会長） 

①11月7日と8日にエルパソで開催されたテキサス州六者交流会に、ヒュース

トンからの参加者25名を含め、総勢百数十名が参加した。自衛隊のミサイル

実射訓練見学、講演会や懇親会等への参加を通して交流を深めることが出

来た。来年は当会がホスト役となり、ヒューストンにて開催される。その受け入

れ体制に向けて、及川毅第一副会長が主担当、酒井純一特命理事と白木

圭二特命理事のお二人が副担当としてご奉仕いただく予定。 皆様にもぜひ

ご協力いただきたい。 

②10月頃から見られる油価の変動の影響は、今のところヒューストンの経済

指標に顕著には表れてはおらず、9月までの数値を見ると依然として失業率

も低く、当地の経済は快調に見える。しかし、世界のEnergy Capital と言われ

るヒューストンなので、今年末から来年にかけて設備や開発投資に何らかの

影響が出ることが懸念され、今後の見通しに注目したい。 

③パーカー市長の訪日ミッション参加者をお迎えして、11月5日に三菱商事

社社宅にてリユニオンが行われた。市の行政関係者やGHP役員、また当会

からは役員とミッションに関係した企業8社の代表者も参加して交流を深める

機会となった。今後、商工会としても日系企業としてもさらに地域社会との交

流を深めていきたいので、またこのような交流の機会を提供したいと考えて

おり、皆様にも何かご提案があればぜひ共有していただきたい。   

２．総領事館連絡 （髙岡望総領事、岩田慎也領事） 

＊岩田領事による連絡事項 

①12月4日（木）に公邸で開催される天皇誕生日には、商工会役員と特命理

事に招待状を発送済み。また、日本ブランド展示について、展示やパンフ

レット配布を希望する日系企業があれば連絡頂きたい。 

②12月6日（土）午後1時からJETプログラム帰国者歓迎レセプションを公邸に

て行う予定。同プログラム参加者と当地の日系企業との交流は有意義と思わ

れるので、参加ご希望の日系企業があれば連絡頂きたい。 

＊髙岡総領事よる連絡事項 

①天皇誕生日レセプションにおいては、日系企業の現地での貢献をアピー

ルする良い機会なので、スピーチの中で皆様のご活躍を紹介させていただ

く予定。また、スポーツ関連では、ランディー・バース・オクラホマ州上院議員

やダルビッシュ選手、バスケットボールの富樫選手なども招待している。 

②この1ヶ月でルイジアナ州キャメロンLNG設備起工式（10月23日）、プレー

ノ市で行われたトヨタ自動車北米拠点移転に係るお披露目セレモニー

「Hello Texas」（10月27日）、志賀重昂教授のアラモの砦への石碑寄贈100

周年行事（11月5日）、フリ-ポートLNG事業の起工式（11月10日）等日米関

係で前向きのイベントが数多く開催された。詳細は当館ホームページに紹介

されているので、ぜひご一覧いただきたい。 

③2015年4月30日にHolocaust Museum Houstonの主催によってLyndon B. 

Johnson Moral Courage Award の晩餐会が開催される予定。第二次世界

大戦中にリトアニアの領事館に赴任していた亡き杉原千畝氏が、ナチス・ドイ

ツの迫害により欧州各地から逃れてきた難民たちを救うために大量のビザを

発給し、6000人余りのユダヤ人の命を救った功労を称えて同賞を受賞予定

であり、ご遺族が出席されると聞いている。同日は当時の駐ウィーン中国大

使のフェン氏も受賞予定である。当地における日本のプレゼンスを示すため

にも、この晩餐会のunderwriter としてぜひ寄付をご検討頂きたい。 

３．テキサス州六者交流会終了報告について  

   （金子公亮幹事： 及川毅第一副会長代理） 

去る11月7日（金）、8日（土）にエルパソで第19回テキサス州六者交流会が

開催され、6都市から総勢120名が参加した。初日は、日本航空自衛隊ミサイ

ル実写訓練と戦争博物館を見学し、夕刻にはホテルの会場にて航空自衛隊

による講演会、各都市代表者によるプレゼンテーションと懇親会が行われ

た。翌8日は、親睦ゴルフ大会を開催し、44名が参加した。来年度はヒュース

トン開催となるので、理事委員の皆様にはご協力を賜るようお願い申し上げ

たい。 

４．他団体関連報告 （加藤眞人特命理事） 

①日本庭園関連 

去る10月25日（土）に、商工会・日本人会・日米協会のボランティアによる庭園の

清掃活動が行われた。36名の皆様にご参集いただき、当日の作業は予定通り

に終了。ご協力に感謝したい。当庭園が2017年に開園25周年を迎えるにあた

り、施設の増設等をすることから、市の予算に追加して当地の企業にも寄付の

依頼が出される予定。 

②日米協会関連 

ジャパンフェスティバルの独立した非営利団体運営組織として、The Japan Festi-

val of Houston, Inc.が11月19日に州の承認を得て設立された。今後、2015年4

月のフェスティバル開催に向けて準備作業を開始する。 

５．幹事報告 （金子公亮幹事） 

＊企画調査委員長交代について  

中溝丘企画調査委員長がご帰任されるため、12月1日付で常任委員が後任者

の黒川淳二氏へ交代となる。これに伴い、定款5条第3項に基づいて、新企画調

査委員長として黒川淳二氏が髙杉会長より任命された。 

６．正団体・準会員新規入会申請について 【承認事項】 （金子公亮幹事） 

全会一致で下記の正団体会員1社と準会員1名の新規入会が承認された。  

＊正団体会員新規入会 
  IINO LINES (U.S.A.) INC.    
＊準会員新規入会  

  新村 賢 （MultiNet International 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） 

＊為替講演会開催案内 

理事委員会終了後、11月20日（木）午後2時30分から午後4時まで、Four Hou-

ston Center Conference Roomにて為替講演会を開催する。講師として三菱東京

UFJ銀行 グローバルマーケットリサーチ為替アナリストの石丸伸二氏を迎え、「ド

ル円・カナダドル相場の見通し」について講演していただく。奮ってご参加いた

だきたい。 

②生活・情報委員会 （大内裕子生活･情報委員長） 

＊古本市開催日程等について 

11月1日午前11時30分から午後1時30分まで、生活情報委員会主催で古本市を

開催した。会場を三水会センター会議室、時間帯も変更しての試みであった。

開始直後から人数制限をするほどの大盛況で、収益は、$1,037、募金は

$145.40であった。収益金で、子供向けの絵本を購入予定。読み聞かせの会、

お助けマップ、元婦人部の皆様に、企画、事前準備、当日の運営においてご協

力いただいたことに感謝申し上げたい。 

③スポーツ委員会 （森俊二 運輸・サービス・金融・貿易部会長： 薙野副会長

兼スポーツ委員長代理） 

＊テキサス会ゴルフ関連 

11月16日（日）に第550回テキサス会ゴルフ「商工会会長杯」がOakhurst Golf 

Clubで開催された。あいにくの雨模様の天気となり皆様にはご心配をお掛けし

たが、ゴルフ場の協力も得て中止・延期することなく無事開催することができた。

当日は、総勢33名の方々にご参加いただき、髙杉会長より表彰式でご挨拶のお

言葉と優勝トロフィーの贈呈を頂いた。関係者の皆様のお力添えに感謝するとと

もに、バラエティーに富んだ賞品をご寄付くださった企業の皆様にも厚く御礼申

し上げたい。 

８．事務局関連事項（小林浩子事務局長） 

①商工会事務局／三水会センター及び補習校事務局閉所連絡 

商工会事務所閉所期間： 2014年11月27日（木）～11月30日（日） 

三水会センター及び補習校事務局閉所期間： 2014年11月27日（木）～12月1日

（月）  

②2014-2015年版会員名簿関連進捗報告 

改訂作業をほぼ終え来週業者へ印刷を外注予定。クリスマス休暇前には全会

員への配布完了を目標に作業を進めている。   

③会員消息 

11月20日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員616名（正団体会員数98

社）、準会員31名で、総会員数は656名。詳細は、来月発行予定の新しい名簿

を参照。 
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Until December 21 @ Trader’s Village 201 
Holiday Market with Santa Claus: Santa is at 
Traders Village this weekend to meet and 
greet. It only $5 to take pictures with Santa. 
Free to enter the market. $3 to park your car 
http://tradersvillage.com/houston/events/2013-
holiday-market-with-santa-claus-5-photos   
 
December 31,2014 @ Children’s museum: 
there are a lot of activities for children who 
can enjoy at the Houston’s most popular place 
during the holiday seasons. Admission fee: 
adult/child $10 plus the parking, See more 
information at:  
http://www.cmhouston.org/  
 

January 2-11 @ Houston Boat Show 通常の

入 場 料 大 人10ド ル 子 供12歳 以 下4ド ル。

Reliant Center駐車場料金$5。1000台以上の

ボートやRV(レジャーカー)が展示される予定

になっています。日本ではなかなか見られな

いRVを見に行ってみませんか？ 
www.houstonboatshows.com/   
 
January 18 @ Chevron Houston Marathon 
@Downtown Founded in 1995, the Chevron 
Houston Marathon's Run for a Reason charity 
program links thousands of runners with par-
ticipating nonprofits and provides a platform 

編  集  後  記 
 

 第19回テキサス六者交流会は11月7日と8日にエルパソで開

催されました。好天の下、自衛隊のミサイル実射訓練の見学は

たいへん好評で、見学後の講演にも多くの質問が寄せられた

そうです。また、各会からの個別報告もユーモア溢れるものだっ

たそうです。六者交流会は、来年はヒューストンでの開催となり

ます。どのように会が盛り上がるかが楽しみです。 

 他方、為替講演会は11月20日に開催されました。講師によれ

ば、国際収支の構造変化と日米の金利動向から見ると、円安・

ドル高の基調がしばらく続くそうです。また、講演では、海外投

資家よる株高は円安を誘導するとか、ドル高になると油価は上

昇しづらいとか、基本的なメカニズムに関するコメントも頂きまし

た。ご参考になれば幸いです。 

 補習校先生募集の2回目は、勤務初年の中西先生から体験

談をお寄せ頂きました。高校生に数学を教えていらっしゃるそう

ですが、生徒が皆、素直で学問に前向きであることが励みにな

り、また、生徒が日本の流行に大変敏感であることに驚いたそう

です。他方、勤務の長い縄手先生には、茶道体験教室のご報

告を頂きました。現地校事務局からの会場変更の指示が急

だったにもかかわらず、ご父兄を初めとする関係者のご尽力

で、茶道教室を無事に開催できたそうです。併せてご覧頂ける

と幸いです。 

 なお、先月号に補習校先生募集の折り込みを入れるはずで

したが、手違いで漏れてしまいましたことを深くお詫び申し上げ

ます。今月号に改めて入れましたので、ご興味のある方は是非

ご覧下さい。                      （白木 秀明） 

  ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

1. 六者会当日を迎え･･･ 

 受け入れ準備は順調に整っていましたが、1年のうち300日雨が降らないエルパソ

で、11月3日の週にかぎって雨が降り続きました。しかし、祈る思いで迎えた当日11

月7日(金)は「これぞエルパソ」と言わんばかりの晴天で、清々しく六者会当日がス

タートしました。 

2. ミサイル実射訓練見学 

 約1年前、どの様な催しが良いか理事会で話し合いました。前回エルパソ開催の

自衛隊ミサイル実射訓練が好評であったことから、ぜひともアンコールを！との意

見が多く出され、全会一致で実射訓練見学会を行うことが決定されました。教導隊

司令 田原一等空佐、エルパソ常駐連絡管 中井二等空佐との面会機会を得て、見

学会のお許しを頂き、1年後の再会をお約束いたしました･･･。 

 当日、全員バスに乗り込み、訓練基地に向けて11時20分に出発。訓練基地まで

は大凡45分。見渡すばかりの山と砂漠が続く中、車内でおいしい日本食弁当とエ

ルパソ豆情報をお楽しみつつ訓練基地に到着。まずは航空自衛隊 林様より実射

訓練の概要を聴講。その後、見学場所へ再度バスで移動。徐々に期待も高まり、

到着した頃には皆様の笑顔から早く見たいとの期待がひしひしと伝わってきていま

した。 

 見学場所の簡易のスタンドに着席し、まずは自衛隊 林様より大凡の対空ミサイル

発射・着弾位置が説明され、あとは固唾を飲んで待つばかり･･･。 

 鋭い音と共に対空ミサイルが発射され、澄み渡った晴天にはっきりとした軌跡を残

しながら対空ミサイルは一旦上空に到達。軌跡が見えなくなった直後、爆発音と共

に地平線近く低い位置で見事対空ミサイルが標的に命中。それと同時に皆様から

歓声と拍手が自然と沸き上がりました。発射から着弾まで僅か数秒の出来事でした

が、エルパソでしか見ることができない体験に皆様もお喜び頂けたご様子でした。 

 その後、再びバスに乗り込み、エルパソ市内にある米軍基地内戦車博物館を見

学し、Hotelに戻りました。 

3. 交流会 

 一般的に司会者人選は最も気を遣う懸案事項ですが、迷うことなくウィルソン砂織

さんに白羽の矢が立ちました。ウィルソンさんはエルパソ補習学校の先生（元航空

自衛官）で、運動会でも司会を務め、その司会により大いに盛り上がり、子供以上

に大人が熱くなったほどです。交流会準備においてもそのテキパキとした動きから

は航空自衛官の現役時代を彷彿させる様でした･･･。 

 ミサイル実射訓練見学の興奮も冷めやらぬ中、交流会参加者皆様が会場に徐々

に集まり、開始時刻前にはすっかり賑やかな雰囲気に包まれ、17時30分からエル

パソ会長 太田からの歓迎の辞により交流会が始まりました。 

 まず始めは、航空自衛隊 中井2等空佐による「エルパソにおけるミサイル実射訓

練について」と題したご講演でした。我が国のミサイル防衛の概要を、中井さん自ら

の吹き込みビデオを交えながら分かりやすくご説明され、あらためて自衛隊が担っ

ている役割の重要性を知ることができました。ご講演後は多くの質問が寄せられま

した。 

 その後、実射訓練を指揮された田原一等空佐が訓練場から会場にご到着。皆様

第19回テキサス州六者交流会開催 

が揃われた中、髙岡総領事からご挨拶があり、急速に成長を遂げているテキ

サス州の現状を具体事例を交えながらご紹介頂き、更なる経済発展に期待

を持つことができました。引き続き髙岡総領事による乾杯のご発声を以て会

食がスタート。途中、マリアッチ演奏が加わり会場は最高潮になりました。 

 暫くご歓談後、恒例となる各会からのご報告がありました。各会ともに活動

や日本語補習学校の運営において、それぞれの規模・現状に合わせ工夫さ

れ、とても参考になりました。他にも、エルパソの治安状況(安全な街)、サンア

ントニオの落語講演会、オースティンのプチ自慢と6 Hot Topics、マッカレン

の国境の町紹介（同じ境遇に親近感が湧きました）、ダラスからの成長して

るって本当?解説、ヒューストンからはご用意された資料とは全く関係の無い

話（でも、面白い!）、等々、それぞれユーモア溢れるご報告内容に笑いが絶

えない時間となりました。その後は、JAL様よりご提供いただいた「東京－シ

カゴ往復無料航空券争奪 エルパソじゃんけん大会」。見事、サンアントニオ

会員の方が勝ち取られました。 

 気が付けば終了予定時刻の21時00分に。エルパソ会長太田から翌年開催

のヒューストン会長高杉様にバトンが渡され、名残惜しまれる中、交流会の幕

が閉じました。 

4. ゴルフ会 

 翌日11月8日(土)朝6時30分、山岳・砂漠地帯特有の冷え込みの中、Hotel

からゴルフ場にバスでご出発。ゴルフ場にて朝食を済ませた後、意外にも多

くの方が練習をされ、皆様の意気込みを伺い知ることができました。 

 7時45分、エルパソ副会長松沢からの挨拶によりプレースタート。日が昇る

につれ気温も上がり暖かく澄み渡った空気の中、エルパソでのゴルフをご堪

能頂きました。 

 結果は「最低でもエルパソから1名は入賞者を」との思いが強すぎた為?か、

ホーム開催である地の利を活かしてエルパソ会員が上位3位までを独占して

しまい、気負い過ぎを反省している次第です。 

5. 髙岡総領事エルパソ補習学校ご視察 

 11月8日(土)朝9時00分から10時30分の間、髙岡総領事・岩田領事にエル

パソ補習学校をご訪問頂き、授業風景をご視察頂きました。また、本年から

エルパソ文芸コンクール（作文・短歌・俳句）を実施し、同日実施した表彰式

にもご同席頂きました。最後には髙岡総領事から生徒に激励のお言葉を頂

戴し、子供達にとっても嬉しい日となりました。 

6. 最後に 

 こうして第19回六者交流会の幕を閉じました。皆様のご協力により全てのプ

ログラムを滞り無く終えることができました。関係頂きました全ての方々に心よ

り御礼申し上げます。                       エルパソ日本人会事務局  川井満雄  

for charities to raise awareness and funds as 
well as educate others about their cause.  
http://www.chevronhoustonmarathon.com/ 
 
January 19 10:00am @ Annual Martin 
Luther King Jr. Parade@San Jacinto St & 
Elgin Street Houston Celebrating! Its  

21st Anniversary, the MLK Grande Parade 
is the third largest Parade in the U.S. behind 
The Rose Parade and The Macy’s Day Pa-
rade. See the website for further information 
at: 
 http://
events.kgw.com/21st_Annual_MLK_Grand
e_Parade/289227319.html 
 
Until February 18, 2015 The Ice Skate at 
The Discovery Park in Houston Downton: 
The ICE at Discovery Green uses recycled 
water from Kinder Lake to create a 7,716 
square-foot ice skating surface, making 
it the largest outdoor skating rink in the 
Southwest. $13 includes skate rental and 
tax.  See more details at  
http://www.discoverygreen.com/ice 
 
 

その他 

六者交流会は、テキサス州の六都市（ヒューストン・ダラス・サンアントニオ・エルパソ・マッカ

レン・オースティン）の日本人会・日本商工会関係者が情報交換や親睦を目的に毎年秋に

各都市持ち回りで開催している会です。今年は、第19回テキサス六者交流会（略称 六者

会）が11月7・8日に総勢121名の参加者をお招きしエルパソで開催されました。準備段階

のエピソードを交えつつ、以下にご紹介させていただきます。 

By 
Kumiko 

No.81 

髙岡総領事 航空自衛隊 中井2等空佐 
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