
Gulf Stream 

 本多前会長を引き継ぎ、10月よりヒュー

ストン日本商工会会長を務めさせて頂き

ます米国三井物産の薙野です。 

 2014年7月にヒューストン支店に着任致

しました。弊社内では米州のエネルギー・

ビジネスと、テキサスをはじめとする南部

州の地域を担当しています。これまで数

度出張でヒューストンの地を踏むことはあ

りましたが、駐在としては初、すべてが新

鮮な経験で、漸く落ち着いてきたなと思ったらアッという間に2年強が過ぎており、本

当に驚くばかりです。 

昨今のエネルギー価格の下落がグローバルに変化をもたらし、世界のエネル

ギー･石油ガス化学の拠点であるヒューストンにも大いに影響しています。他方、テ
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キサス州は Forbes誌で最もビジネス環境が整った州として常に上位にランク

されており、なかでもヒューストン圏は、人口全米第四位で且つ高い増加率

を維持していますし、またエネルギー産業･石油ガス化学産業だけではなく、

製造業・サービス業はじめ多様化し成長してきた歴史と蓄積は都市としての

懐を深くしていて、ビジネスの場や市場として産業界からの注目を逸らすこと

はありません。 

それに呼応し、当商工会も今年8月現在で正団体会員企業、会員総数は

それぞれ109社、747人に上り、過去最高レベルを更新しています。当商工

会も2017年に50周年を迎えますが、会員数の増加に伴い日系企業間の相

互援助･親交、日本語補習校運営母体をはじめとする当商工会の趣旨と活

動はますます重要性を増していると思います。その様ななかで、改めて本多

前会長のご尽力・ご貢献にこの場を借りて感謝申し上げると共に、そのバトン

を受け当商工会の発展に少しでも貢献出来る様尽力して参りたいと思いま

す。皆様のご支援をどうぞ宜しくお願い致します。 

いよいよ米大統領選挙も終盤戦、こと、ヒューストンでは来年2月にSuper 

Bowl開催、またハーマンパーク日本庭園が開園25周年を迎える等色々な

大イベントが目白押しですが、この様な時期にこの地ヒューストンで皆様とご

一緒するご縁に感謝申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。 

 商工会が支援している第27回目のヒューストン-ダラス小中高生親善ソフトボール大会が9月4日にMcInnish Park (Carrollton,TX)にて開催された。 熱戦の様子は6,7頁に  
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community for a festival that will reflect the 
Egyptian culture in a positive manner while 
giving back a percentage of proceeds to various 
non-profit organizations.  
http://egyptfesthouston.com/ 
■Oct 30  Annual Halloween Boo Bash for Kidz 
@ Traders Village (7979 North Eldridge Road 
near Highway 290) 281-890-5500  The first 250 
kids to arrive in costume will get a special gift 
from Traders Village. Only $4 to admission with 
the parking.  
http://tradersvillage.com/houston/events/17th-
annual-boo-bash/  
■Nov.3-6: International Quilt Festival  
@ George Convention Center. With its interest-
ing spread of quilting machinery, threads, sew-
ing tools, antique quilts and such others makes 
for one of the world’s best quilt and bedding 
textile show.  $12 adults/$9 seniors & students 
Children 10 and under free.  
http://www.quilts.com/index.html 

講演会のご案内 

編  集  後  記 

10月より、商工会も新年度が始まりました。 

今号のガルフストリームは、「新会長のご挨拶」、「ダラス

戦(ソフトボール)報告」、「第555回テキサス会報告」、「商工

会議事録」、「会員消息」、「商工会新組織体制」で写真入

りでの新役員・特命理事・常設委員長・常設部会長一覧、

「駐妻日記」、「ダラス戦(詳細)」では各チームの詳細報告

を見開きで、9月11日に開催された「第3回宇宙セミナー報

告」、「シネマ情報」、「ピーカンキッズ」、「テキサスメディカ

ル」、「課外活動(Shooting Rangeと銃)」、「ルネッサンスフェ

ステ ィバル」、そ して「ヒューストン知っとん」、「Houston 

Walker」、講演会「新残業関連法改正」のご案内になりま

す。 

今月末はハロウィーン。レイアウトの方が今号はハロ

ウィーンテイストのかわいい感じにしてくださいました。ま

た、今号より商工会のロゴが表紙にも加わりました。ロゴも

いろんなイベントで活用いただければと思います。また、11

月6日(日)には夏時間も終わりですね。編集委員では、サ

ンクスギビングやクリスマスや年末年始も意識されてきてい

ます。商工会が新年度に入ったばかりなのに、なんとなく

不思議な気持ちです。とはいえ、旅行などの準備は、そろ

そろ始める時期かもしれません。さて、前号で載っていな

かったのは、「会社紹介」でした。前号はタイミングが合わ

なかっただけで、商工会の参加会社は増えているとのこ

と。皆様、今年度も、「ガルフストリーム」を宜しくお願い申し

上げます。                     （佐藤大地） 

Japan Business Association of Houston 

 新会長就任のご挨拶 
米国三井物産  薙野 太一 

 

 

第555回テキサス会開催 
 9月18日（日）、第555回テキサス会「ユナイテッド杯」がヒューストン北東の

Oakhurst Golf Clubで開催され、総勢49名が参加されました。当日の朝は、夏

の暑さが少し衰えてきたように感じたものの徐々に暑さが増し、正午ごろにはさ

すがヒューストンと舌を巻くような気温となりましたが、一日を通して快晴の中で

プレーすることができました。8:00より12組のショットガンスタート、ダブルペリア

方式で行なわれました。 

 今回大会では、TOMOE ENGINEERING USA INCの杉浦様が圧巻のプ

レー、グロス77、ネット69.8で「総合」及び「男子」の2部門でみごと初優勝、また

ベストグロス賞も受賞されました。 

 「前回、前々回のコンペでは2大会続けての準優勝と悔しい気持ちがありまし

た。また本年中に帰任することもあり、一度はこのような大きな大会で優勝して

おきたいと願っておりました。この555回の語呂のいい本大会で目標が叶い光

栄です。」とのコメントを頂きました。その後、本大会の幹事である峯山様より、

優勝商品ユナイテッド航空社の往復航空券が進呈されました。 

 また女性の部では7名が参加され、JAPAN MACHINE TOOLS, CORPの山

地様がグロス79、ネット74.2で優勝されました。山地様は他にドラコン賞を2つ、

ニアピン賞を2つ獲得され、手に持てないほどの商品を獲得されました。11

番ホールでは、ホールインワンまであと一歩というようなスーパーショットも

披露されました。 

 商工会会員各社様、日本人会の皆様、日系スーパー、レストラン様など

多数の方々より、沢山のご寄付を頂きましたことを厚く御礼申し上げます。

お陰様で殆どのプレーヤーの方が賞品をお持ち帰りになることが出来、改

めて素晴らしい大会だと実感いたしました。 

 次回の第556回テキサス会は今度こそ暑さが和らぐだろう秋（11月）に予

定しておりますので、引き続き多くの方にご参加頂きますよう宜しくお願い

致します。怪我や事故もなく安全にこのような大会を運営できた事、ご参加

頂いたプレーヤーの皆様、また幹事の皆様に感謝申し上げます。 

１１...課外活動／ﾙﾈｯｻﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

１２...知っとん物語・講演会告知 

１２...Houston Walker・編集後記 

■Set 26～Pumpkin patch @ Dewber ry farm 
 (Dewberry Farm 7705 FM 362 Brookshire, TX 77423) 
281-934-3276 Children 2 and under: FREE General 
Admission Kids (age 3-54) $12 Seniors 55+ $8  
www.dewberryfarm.com  
■Oct 8 - Nov 27: Texas Renaissance Festival (21778 
FM1774 Plantersville, TX 77363) 1800-458-2391 $24 
through the online purchase. Kids (12 and under) free on 
Sundays. www.texrenfest.com,  The sights, sounds, tastes 
and beauty of the 16th century come alive for eight spec-
tacular weekends.   
■Oct 13-15: Fiesta Italian @St. Thomas University Ex-
perience Italy in the Heart of Houston on the grounds of 
the University of St. Thomas. Ticket: $8 adult, children 
12 and under free.  http://houstonitalianfestival.com/ 
■Oct 29:  Houston Egyptian Festival @ Discovery Park 
$10 for Adults, Children 12 and Under are free. To unite 
the families, local leaders, and business owners for the 

テーマ： 「新残業関連法改正 ～最低賃金と時間違反における訴訟の増加～」 

日 時： 平成28（2016）年10月20日（木） 2：00 pm ～3：30 pm 

会 場： United Way of Greater Houston CRC オーディトリアム 

 （50 Waugh Drive, Houston, TX 77007）     

講 師： 北川 リサ 美智子 弁護士 

                   (California州, Texas州, New York州, Georgia州弁護士資格保有 ) 

 北川＆イベート法律事務所 www.JapanUSLaw.com  

略 歴： 東京大学研修。京都大学法学修士。米国弁護士協会会員、米国連邦最高裁判所認

定弁護士。法律家ランキングで権威あるマーティンデール・ハベル社の法的能力・道徳性の評価

において、上位5%以内の優秀な評価を獲得。California州、Texas州、Georgia州及びNew York

州の4州の弁護士資格を所有しており、多くの在米日系企業の顧問を担当。  

お申込み及びお問合わせ：  

       ヒューストン日本商工会事務局 Tel. (281) 493-1512  Email: assist@jbahouston.org 

 

 ジェトロヒューストン事務所・商工会共催による講演会が下記
のとおり開催されます。皆様のご出席をお待ちしております。 

12651 Briar Forest Drive, Suite 105 Houston, TX 77077   TEL: (281) 493-1512  
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日  時： 平成28年9月21日（水）11：30～12:55  

場  所： 住友商事社 会議室（10階） 

出席者： 名誉会長、名誉会員1名、理事委員10名、正会員代理1名、事務局長 

欠席者： 理事委員9名（うち会長委任8名、代理委任1名） 

司  会： 木村健洋 幹事 

１．商工会会長連絡 （本多之仁 会長） 

①本日、今年度最後の理事委員会となり、理事委員の皆様にはこの一年間ご支援を賜り深

く感謝申し上げる。10月からは薙野氏が新会長に就任されるにあたり、次年度もまた成功裡

に当会の運営を進めて行けるよう引き続きご協力をお願い申し上げる。                

②犯罪関係では、最近ニューヨーク州の爆破事件、ノースカロライナ州やオクラホマ州の銃

撃事件等がニュースで取り上げられており、当会でも総領事館と連携し、引き続き会員の皆

様の安全のために情報共有と注意喚起に努めていきたい。当地では、現在のところ日本人

が大きな事件に巻き込まれたケースは聞いていないが、車上荒らしやガソリンスタンドで給油

中に車中のカバンを持ち逃げされるといった被害も出ているのでご注意いただきたい。 

③ジカウィルスに関しては、その後フロリダ等で国内感染が報告されだしており引き続き注意

を要する。 

④日米協会のGalaが10月29日に開催されるにあたり、当会会員の皆様にも参加と寄付の依

頼が寄せられている。来年、再来年と当地日系社会にちなむ記念行事が重なるので、その

窓口を担う日米協会として御協力を仰ぎたい由。 

２． 総領事館連絡 （天野哲郎 総領事） 

①商工会の本年度の幹部の皆様に対しては、常日頃のご協力に感謝申し上げると共に次

年度の新体制の下でも引き続きご協力の程宜しくお願い申し上げる。 

②過去の9.11という悲劇的な事件も背景にあり、今回のニューヨークの爆破事件を踏まえて、

外務本省より全米の総領事館に対して在留邦人への注意喚起を行うよう指示が届いている。

当館も商工会と連携して引き続き在留邦人の皆様の安全確保のために努力していく所存であ

る。一般犯罪に関しては、銃に関する事件も頻発しており、皆様にはかかる当地の状況を踏ま

えた上で、危険な地区や場所は避ける，常に周りに注意を払う等の行動をお願いしたい。 

③アジア商工会主催のイベントでターナー市長と話をする機会があり、日本企業の進出や投

資について大きな関心を有していることが解ったので、同市長を公邸にお招きして意見交換

の場を設けることを検討中である。具体化した際には是非商工会幹部の方々にもお力添え

を賜りたい。 

④来年のジャパンフェスティバル、日本庭園開園25周年、千葉市との姉妹都市提携45周年

などの一連のイベントの際に日本よりVIPをゲストとしてお迎えできないか働きかけを行ってい

るところである。具体化した場合には、商工会の皆様にもご支援頂ければと考えているので

宜しくお願いしたい。 

３．特命理事・委員長任命 （木村健洋 幹事： 薙野太一 次期会長代理） 

 定款第五条第三項及び第五項に基づき、薙野次期会長が6名の委員長（うち1名が副会長

兼任）と特命理事5名を任命した。（詳細は、「2016-2017年度商工会組織図」を参照） 

４．新企画・調査委員長による部会長の任命 （木村健洋 幹事：黒川淳二次期企画・調査委

員長代理） 

 定款第五条第三項に基づき、黒川淳二次期企画・調査委員長が各部会に推薦された次

期部会長5名を任命した。（詳細は、「2016-2017年度商工会組織図」を参照） 

５．会計幹事報告 （峯山裕二 会計幹事） 

＊2015-2016年度 JBAH の着地見込みについて    

 10月度常任委員会決議を諮る前段階としての2016年9月期の財務見込報告があった。会

員増加による会費や名簿用広告費、六者交流会の剰余金による収入増加、他方、開催件数

減少による会議費の減額やパート従業員の期中退職による人件費の予算未消化等を主な

要因として、当期の決算見込みは約5万2千ドルの黒字となっている。ただし、当該見込み合

計には、今年度特別に修正予算として承認され拠出された日本庭園25周年記念事業への

支援金3万ドルも含まれている。 

＊2015-2016年度 JBAH Foundation の着地見込みについて    

 当初約4千ドルの赤字予算を組んでいたが、会員数増加に伴う寄付金の増加、予算に沿っ

た現地コミュニティーへの寄付金の支出により、当期見込み合計は黒字で約4千ドルとなる。 

６． 幹事報告 （木村健洋 幹事） 

＊2016-2017年度JBAH FoundationのDirector/Officer選出について 

 8月度常任委員会で選出された次年度の商工会役員7名は、次年度のFoundationのBoard 

of Directors(BOD)、ならびにOfficersも兼務していただく。同Foundationは、同意書による書

面決議により運営されているため、関係各位には次年度のOfficerと BOD選出に関する同

意書にご署名いただきたい。 

７． 第3回宇宙セミナー開催結果報告 （木村健洋 幹事： 久留靖史 対外交流特命理事

代理） 

 去る9月11日（日）に第3回の宇宙セミナーを開催し、23家族77名の方々にご参加頂いた。

午前中はスペースセンターヒューストンから出発するトラムツアーを行い、昼食を挟み、午後

はスペースセンターヒューストンの会議室で「宇宙飛行士のお仕事と安全のお話 ～大西飛

行士のミッションとこうのとりの紹介を交えて～」と題して、JAXA職員による講演を行った。今

年度に予定していた計3回の宇宙セミナーは以上により全て無事に終了し、皆様のご支援ご

協力に感謝申し上げる。 

８．ヒューストン日米協会Gala開催について （加藤眞人 他団体対応特命理事） 

 10月29日（土）にOmni Hotel にて「絆」というテーマで開催される予定。名誉ゲストとして小
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牧律子医学博士（MDアンダーソンがんセンター）をお迎えするほか、日立アメリカ社の

功績を表彰する。収益金は、同協会の活動及びテキサス州と日本との友好、交流、そし

て協力のために使われることになっており、目標額までまだ8万ドルを必要としているの

で、ぜひご支援いただきたい。 

９．新規入会申請について （木村健洋 幹事） 【承認事項】 

 定款第二条第二項に従い、下記の正団体会員3社と準会員2名の入会申請を全会一

致で承認した。 

＊正団体会員 

①Daido Steel (America) Inc.  申請者・責任者：渡邊 博之（わたなべ ひろゆき) 氏 

②FUJI OOZX AMERICA  Inc. 申請者・責任者：重光 俊明（しげみつ としあき）氏 

③HITACHI ZOSEN U.S.A. LTD. 申請者・責任者：奥村 重温（おくむら しげはる）氏 

＊準会員 

①申請者： アーミテージ ピーター（Armitage, Peter）氏  

 連絡先：Armitage and Associates, Inc..   

②申請者： ヤング前田美穂（ヤング まえだ みほ）氏  

 連絡先：Armitage and Associates, Inc..   

１０． 委員会・部会関連事項 

①企画・調査委員会 （木村健洋 幹事： 黒川淳二 企画・調査委員長代理）  

＊2015-2016年テキサス概況改訂進捗報告 

 例年、総領事館と JETRO の協力により発行している「テキサス経済概況」につき、本

文は隔年毎に、付表部分は毎年改訂することになっている。本年は付表のみ改訂をす

る年であり、現在、鋭意改訂作業を進めている。10 月中には作業を終え、改訂版を商

工会 HP に掲載する予定であるので、ぜひご活用いただきたい。 

＊「新残業関連法改正 ～最低賃金と時間違反における訴訟の増加～」講演会開催

案内   

 先月の常任委員会でご紹介した同講演会には、現在、22 名の参加申込をいただいて

いる。準会員の北川リサ美智子弁護士（北川＆イベート法律事務所）を講師としてお迎

えし、「新残業関連法改正 ～最低賃金と時間違反における訴訟の増加～」という演目

で、残業手当や Exempt 分類に関して改定される新 FLSA についてご説明いただく。締

め切りまでまだ時間があるので、お申し込みがまだの方は、是非ご出席いただけるようご

検討いただきたい。 

②スポーツ委員会  

＊第555回テキサス会「ユナイテッド杯」開催結果報告（峯山裕二 運輸・サービス・金

融・貿易部会長） 

 天気にも恵まれ、9月18日（日）にOakhurst Golf Club にて同ゴルフコンペを開催し、49

名にご参加いただいた。ユナイテッド航空様をはじめとする各種賞品のご提供者、また

ボランティアとしてご協力くださった皆様に感謝申し上げる。次回のテキサス会「商工会

会長杯」は、11月13日（日）にエネルギー部会が幹事として開催される予定であるので、

引き続きご協力をお願い申し上げる。 

③文化委員会 （木村健洋 幹事： 山下俊二郎 文化委員長代理） 

＊2017年ピクニックの開催日程と会場予約について 

 本年度5月15日に開催を予定していたピクニックは残念ながら雨天のため中止となっ

たが、来年度の開催日程と会場の確保を進めていきたい。会場である Jones Creek 

Ranch Parkの予約状況、共催者の日本人会様と当会の行事スケジュール等を考慮に入

れて検討した結果、2017年5月28日に開催する方向で会場に仮予約を入れた。新年度

に入り次第、会場側と本契約を締結し、Depositを支払う予定である。 

④生活・情報委員会 （大内裕子 生活情報委員長） 

＊生活情報委員会とショーイングジャパン合同ミーティング開催報告 

 去る9月14日に初めての試みとして同ミーティングを開催し、生活情報委員会に属する

「お助けマップ」、「読み聞かせの会」、「あそぼーかい」のほか、「Showing Japan」の代表

者たちが参加した。ミーティングでは、今年度の活動報告や次年度へ向けての年間予

定の見直しをし、連携を強化するため活動に関する情報交換や課題共有の機会を持っ

た。古本市に関しては、同委員会がボランティアを募集し、2017年2月4日（土）に開催す

る予定。男性のボランティアにもぜひご協力いただきたい。 

１１．事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

①新年度10月常任委員会・年次総会関連について 

 10月度常任委員会・総会の開催日が10月26日から21日に変更となった。詳細は後日

事務局より配信される開催案内をご参照いただきたい。年次総会においては旧理事委

員による年間活動報告を予定しているので、関係各位にはご準備をお願いしたい。 

②2016-2017年会議・行事予定について  

 次年度の会議と年間行事予定表は、近日中に商工会のHPに掲載される予定。2017

年1月25日の常任委員会は会場の都合により18日に変更される可能性があるので、12

月頃までに状況をアップデートさせていただく。今年度のイベントご担当者は、次年度

のご担当者に引継ぎを速やかに行っていただき、次年度の行事主担当の方は、事務局

と相談の上、日程確保にご協力いただきたい。 

③2016-2017年版会員名簿改訂作業の協力依頼について 

 新年度の会費請求と名簿改訂作業のために、会員登録数と会員情報の確認依頼

メールを先週配信した。本日現在、すでに約半数の会員が回答済みで、残りの皆様に

もぜひご協力をお願いしたい。 

 

 また射撃場に入るためには耳と目の防具が必要です。

通常これらは Range Fee に含まれます。ただ、私の経験

では射撃場で貸してくれるEar Muffs （耳の防具）は十分

でないことが多く、耳栓 (ear plug) をCVSなどで購入して

持って行くことをお勧めします。眼鏡を使用している人は

大丈夫ですがそうでない人はgoggleを貸してもらって使

用する必要があります。 

 さて、防具を身につけ準備が出来たら的 （target；一つ

は無料でくれるのが普通。）を持って射撃場(range)に入

ります。場所によってルールが若干違ったりしますが大

抵の場合銃はTarget以外には向けてはいけない。銃を

手渡ししてはいけない。つまり、銃を何人かでシェアする

場合、銃をテーブルにおいて射撃手を交代するということ。というのがどこでも共通

のルールのようです。RangeではTargetを移動式のクリップに取り付けてそれを自分

の好きな距離まで移動させて射撃を始めます。 

 ここでテキサスにおける銃に関する法規を少しご紹介します。 

 まず、自宅や自分の車の中では免許なしで銃を保持することができます。ただし年

齢制限があり、ライフル、ショットガンなどのいわゆるLong gunは18歳以上、拳銃は21

歳以上（ただし軍人であれば18歳でOK）。それ以外の公の場所に持参するために

は拳銃にかぎり免許 (License To Carry) が必要です。ライフルはこれも必要ありませ

ん。 

 銃を購入するためには免許は必要ありませんが、background check があり通常2週

間購入を待たされます。ただ前述のLicense To Carry を

持っていればその場で購入することが できます。

Houston市内のShooting Rangeではかなりの場所でこの

Licenseを取るための講習を行っていますのでご興味の

ある方はぜひ聞いて見てください。講習は一日で射撃

実技試験と法規の講習が半日程度となっており講習の

あとで試験があります。ここで大切なのはこの講習には

射撃の訓練は含まれません。つまりあらかじめ射撃訓練

をしてから講習を受けることが肝心です。 

以上簡単ではありますが銃に興味のある方のために

情報提供しました。米国では銃を持つ権利が保証され

ており日本とは銃に対する考え方がかなり違いますの

で、アメリカ人と話をするときはこのあたりも頭に入れて

置かれるのが良いでしょう。  

 皆様銃を手にしたことがおありでしょうか。さらに一歩進んで射撃をされたことはお

ありでしょうか。この記事を書いている現時点で Rio Olympicが開催されていますが、

射撃はその開催種目の一つになっています。 

 日本ではなかなかむずかしいと思いますがここでは非常に簡単に体験できますの

でご紹介したいと思います。射撃の練習場をShooting Rangeといいます。屋外と屋内

がありますが、屋外は広い土地が必要で当然ながらHoustonの街中では屋内施設し

かありません。 

 まずは場所情報から… 

■屋内施設 
 Athena Gun Club: 10814 Katy Freeway, Houston TX 77043 (713) 461-5900 
 Top Gun Range: 5901 Beverly Hill St, Houston TX 77057 (713) 779-4867 
 Memorial Shooting Center: 1106 Witte Rd, Houston TX 77055 (713) 984-9921 

■屋外施設（ほとんどKaty） 
 American Shooting Center: 16500 Westheimer Pkwy, Houston TX 77082  
                                          (281) 556-8199 

 上記以外にもインターネットで検索すればかなりたくさんありますが上記は私が個

人的に使ったところを紹介しています。どちらも拳銃・ライフルのレンタルがあり簡単

に練習できるようになっていますが、レンタルをする場合最低限の銃の扱い方を知ら

ないと貸してくれません。当然ながら安全を考慮してのことです。ですのでご興味の

ある方で銃を扱ったことがない人は知り合いで経験のある人と一緒に行くか、事前に

銃の扱い方を勉強してから行きましょう。 

 射撃練習の費用ですが、まず Range Fee（場所代$15程度）、銃のレンタル料 ($15-

$30)、Ammunition (弾代50個 $20程度)と言う感じで拳銃で100発撃つのに$70くらい

かかります。 

＃5 Shooting Range と 銃にまつわるお話  

Computerdojo.com  米元錦城  

 

■ Texas Renaissance Festivalって何？ 

 簡単に言えば期間限定でオープンするテーマパークの

ような場所。その名のとおりルネッサンスをテーマにしてい

るため、建物やスタッフの衣装などは中世を再現してい

て、パークに足を一歩踏み入れると中世にタイプトリップし

たような気分を味わえる。 

■ 行くなら仮装して行くべし？！ 

 ルネッサンスフェスティバルの醍醐味の一つ？が仮装。

パーク内はスタッフはもちろん、仮装した入場者がそこかし

こにいる。ペチコートで裾をたっぷりと膨らませた中世風の

ドレスを身に着けた女性や、グラディエーターばりに鍛え

上げた肉体を披露している男性など道行く人を眺めている

だけでも楽しめる。こういうイベントを思いっきり楽しむのが

アメリカらしいところだ。コスチュームは会場でレンタルする

ことも可能。もちろん仮装をし

なくても入場できる。 

■ 見る、遊ぶ 

 敷地内には、いくつかの劇

場があり、それぞれの劇場で

は歌や音楽、劇が一日を通し

て上演されている。入口で入

 ヒューストンの長く厳しい夏の暑さからやっと解放される頃、TVからは毎年恒例のTexas 

Renaissance FestivalのCMが流れ始めます。ルネサンスフェスティバルって、なんとなく興味は

あるけれど、どんな祭りだろう？．．．という疑問に少しでもお役に立てるように、ルネサンスフェスティバルの情報をお届けします。

（情報は2年前に行ったものを元に書いているので、今年行かれる方は公式サイトで詳細をチェックしてから行ってくださいね。） 

場料を支払えばどれでも

見放題。日本の某テーマ

パークのような長い待ち時

間もなく、好きな演目を気

軽に楽しむことができる。

また敷地の中央あたりに

はローマのコロッセウムを

模した大きな円形競技場

（The Hanlon-Lees Action 

Theater）があり、そこでは4か国（ドイツ、イギリス、スペイ

ン、イタリア）の騎士が馬に跨り武術を競い合う迫力ある

ショーが繰り広げられる。観客も4つの国々に分けられ、

各国の騎士を盛り上げるべく熱い声援を送る。大声を

張りあげて応援するうちに見ず知らずの隣の人ともなん

となく連帯感が生まれたり。こういうのもアメリカらしくて

楽しい。 

 劇場以外にも弓矢を射るゲームや中世の手裏剣を投

げるゲームなど日本の縁日のようなゲームコーナー、乗

り物が人力で動く遊園地、小動物に触れられるペット

ズーなどもあり、子供も十分に楽しめる。（ゲームなどは

入場料とは別料金のものもあるのでご注意を） 

写真借用サイト: https://www.texrenfest.com/, https://blogs.thegreensheet.com/tag/texas-renaissance-fest/ 

■ 食べる、買う 

 アメリカのお祭りの定番といえばターキーレッグ。

やはりここでも人気である。それ以外にもビーフ

ジャーキーや、フィッシュアンドチップス、珍しいもの

ではルイジアナ名物のアリゲーターのフライなども食

べられる。ビールやワインなどのアルコールも充実し

ている。 

 敷地内の通りの両側にはコスチュームやマスク、ア

クセサリー、革製品、ガラス細工などを売る店が立ち

並び賑わいを見せている。日本ではなかなか手に

入らないコスチュームやマスクをお土産に買うのもい

いだろう。 

 誌面スペースの関係上、すべての情報を掲載する

ことができませんが、これ以外にも多くのアトラクショ

ンが用意されているので、ぜひ一度足を運んでみて

はどうでしょうか。「百聞は一見に如かず」 ご家族で

楽しい時間をお過ごしください。 

Texas Renaissance Festival 

        （10月8日～11月27日 9：00～20：00） 

公式ホームページ  

https://www.texrenfest.com/ 
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のDNA（遺伝子を構成する分子）に傷害をきたすことが知られ、またタバ

コの煙の中にはDNA傷害を及ぼす発がん物質が数多く含まれています。

細胞には、元来これらのDNA傷害を修復する機構が備わっていますが、

発がん物質に長期で暴露されると修復が追い付かず、やがてがん化の原

因となるような遺伝子変異が生じてしまいます。また、DNA損傷修復の機

構にはいくつかのタンパクが関与していますが、不幸なことに、これらのタ

ンパクの遺伝子に生まれながらに変異を持つ家系があります。この場合、

生涯の間に、細胞ががん化するような遺伝子変異を生じてしまう可能性が

非常に高くなります。世間的な話題にもなったのでご存知の方も多いと思

いますが、女優のアンジェリーナ・ジョリーはDNA修復に関わるタンパクの

一つであるBRCA1というタンパクの遺伝子に生まれながらに変異を持ち、

この遺伝子変異があると、乳がんや卵巣がんに罹患する可能性が非常に

高くなることがわかっています。そこで、予防的に乳房と卵巣を摘出する、

という選択をしたわけです。 

  さて、近年のがん研究における分子生物学の進歩は著しく、前述の、

細胞をがん化するドライバー変異が次々に報告され、これらの発見はが

ん治療の臨床も大きく変えてきています。従来のいわゆる抗がん剤は、細

胞分裂など細胞機能そのものを阻害しがん細胞の増殖を止めますが、こ

のような薬剤は正常細胞にも影響を与え、重篤な副作用につながります。

それに対して最近は、個々のがんで、そのがん化を決定づける特定のド

ライバー変異により生じるタンパクを標的として特異的に狙い撃ちし、その

機能を阻害する「分子標的治療」が可能となってきています。がん細胞が

このようなドライバータンパクに依存して生存している（このことをoncogene 

addictionと呼びます）のに対し、正常細胞ではその機能が阻害されても影

響が少なく、分子標的治療では副作用を最小限にすることが期待できま

す。実際、いくつかの分子標的薬が既に臨床で用いられ、優れた成績も

残しています。ここで注目すべきは、これまでは例えば肺がんとして一括り

にされていた病気も、分子レベル、遺伝子レベルで見ると、個々の患者さ

んで各々異なる機構でがん化している（ドライバー変異が異なる）、という

ことがわかってきたことです。例えば、肺がんの一部には、細胞増殖に関

連するEGFRという遺伝子に変異がありEGFRタンパクが過剰に働くことが

がん化の原因である（EGFR変異がドライバー変異である）患者さん達が

いることがわかったのですが、このグループにはEGFRを特異的に阻害す

る分子標的治療が著効します。正常細胞では、EGFRに細胞増殖を完全

に依存しているわけではないので、EGFRが阻害されても受ける影響は最

小限にとどまります。ところが、逆にこの薬剤は、同じ肺がんでも、EGFR変

異とは別の遺伝子ががん化の原因である患者さんには効果は期待できま

せん。その患者さんでは、肺がんの原因となっている別の分子を阻害する

必要があります。すなわち、分子標的治療は、個々の患者さんで病気の

原因である分子を解明した上で、それに応じた治療を提供する、「オー

ダーメイド治療」に他なりません。分子生物学が進歩した昨今では、この

オーダーメイド治療の概念は、がんに限らずその他の病気でも重要となっ

てきています。分子生物学の進歩とともに、医療は新しい時代に入ったと

いってもよいと思います。 

  以上がんの基礎的な話を、紙面の都合上非常に大雑把に、かつごく

一部だけを書かせていただきました。ここに書いた話はどの種類のがんに

も基本的には共通した概念ですので、皆様が今後、より専門的な話を聞く

際に少しでもその理解の一助となれば幸いです。 

第144回 
 

           が ん の 話  

  このページでは医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターにリレー方式でご登場頂き、健康と医療について 

お話して頂きます。 

  前回の浦岡直礼先生から呼吸器内科ご専門の川上正敬先生にバトンが移りました。 

  私は現在、MDアンダーソンがんセンターで主に肺がんの基礎研究に従事し

ています。日本ではもともと、肺を専門とした呼吸器内科医として肺がん臨床に

携わっていましたが、サイエンスとしての医学に徐々に心惹かれ、軸足を基礎

研究にシフトし、2013年に渡米し早いものでこの9月でちょうど3年になります。 

  このコーナーの過去タイトル一覧をざっと見ると、臓器ごとのがんや、治療法

の詳細についてなど、それぞれ専門の立場からの各論的な話が多いようなの

で、今回は、そもそも「がん」というのは生物学的に一体何なのか、というような、

より総論的な観点から「がん」について書かせていただこうと思います。 

  生物の細胞は基本的に細胞分裂することで成長していきますが、正常では

この過程はあらゆる機序で綿密に制御され、この制御には数多くのタンパクが

関わっています。タンパクはそれぞれの遺伝子をもとに生成されるのですが、

遺伝子は様々な原因で変異する可能性があります。遺伝子変異により、正常と

は異なる変異タンパクが生成されたり、あるいは正常なタンパクでもその量が過

剰となったり、またはその逆に必要量に満たないなどの状況となり、これにより、

例えば細胞分裂を促進するタンパクが過剰に働いたり、あるいは逆に、本来は

細胞分裂を抑制するタンパクがその機能を失い、細胞が無秩序に分裂、成長

し続ける状態になることがあります。この状態に陥った細胞が「がん細胞」です。

細胞のがん化の直接の原因となるこのような遺伝子変異を、がん化の機構を

「駆動する」ということでドライバー変異と呼びます。一方で、細胞はがん化する

と細胞内で遺伝子をとりまく構造が不安定になり、がん化自体が遺伝子変異の

原因となることがあり、こうして生じる遺伝子変異はドライバーに対して、がん化

の機構に乗ったただの乗客ということでパッセンジャー変異と呼ばれます。この

ドライバー、パッセンジャーの概念は、実はここ15年ほどで生まれた比較的新し

い概念で、がん研究では、それぞれのがんでこのドライバー変異を見つけ出す

ことが大きなトレンドの一つとなっています。 

  さて、遺伝子変異を起こす原因は様々あります。例えば紫外線は皮膚細胞

 次回は呼吸器外科の工藤勇人先生です。工藤先生はヒュース

トンには6月にいらっしゃったばかりですが、自分と同じ呼吸器を

専門とされていること、また学生時代の部活の関係で共通の知人

が数多くいることなどがあり、親しくさせていただいております。  

医師（現MDアンダーソンがんセンター博士研究員） 川上正敬  

 ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。  

  TonenGeneral Americas L.L.C.は、東燃ゼネラルグループが北米・中米・南

米でビジネス機会を追求する目的で、東燃ゼネラル石油株式会社の100％子

会社として本年3月1日にヒューストンにて事業活動を開始しました。主な事業

内容は原油やナフサなどの石油製品の原料を日本向けに調達することと、日

本からの石油製品の輸出先の商流を開拓することなどです。TonenGeneral 

Americas L.L.C.は、東燃ゼネラルグループとしてシンガポール、アラブ首長国

連邦のアブダビ、カタールのドーハ、中国の上海に続く5か所目の日本国外で

の拠点となります。 

 東燃ゼネラルグループはエッソ、モービル、ゼネラルのサービスステーション

を日本全国に展開しており、原油の調達、石油・石油化学製品の生産・販売、

電力供給などを行なっています。  
 

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。 

 昨年の6月、事務所の設立を目的に現地視察で初めてヒューストンを訪れまし

た。第一印象は、意外に 『みどり』 が多いというものでした。勝手な思い込み

でしたが、子供のころから抱いていたテキサスの印象は、もっと殺伐とした荒野

のイメージでした。色々な方とお話をしていると、この勘違いは私だけではな

かったという事で、少しほっとした所もあります。こちらで生活を始めてそろそろ

半年が経過し、徐々にですがこちらの生活にも慣れてきたところです。 

  

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。 

  着任後、十何年ぶりの単身生活を過ごしていましたが、7月の中旬に家族が

合流しました。ヒューストンはHub空港として、その立地がら米国内だけでなく、

カリブ諸国/中南米へのアクセスも良いと聞いています。出来るだけ色々な所に

足を延ばしてみたいと思っていますので、しっかりスケジューリングをして、取り

残しが無いようにしたいと思っています。 

会員消息 ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞ 

★よろしく！～新規入会です 
●正団体会員入会 

・Daido Steel (America) Inc. 
  800 Wilcrest Drive, Suite 305, Houston, TX 77042 

  常任委員：渡邊 博之 

・FUJI OOZX AMERICA  Inc. 
  800 Wilcrest Drive, Suite 305, Houston, TX 77042 

  常任委員：重光 俊明 

・HITACHI ZOSEN U.S.A. Ltd. 
  10777  Westheimer Road, Suite 1015, Houston, TX 77042 

  常任委員：奥村 重温 

●準会員入会 

・アーミテージ ピーター   （Armitage and Associates, Inc.） 
  11211 Katy Freeway, Suite 435, Houston, TX 77079 
・ヤング前田美穂   （Armitage and Associates, Inc.） 
  11211 Katy Freeway, Suite 435, Houston, TX 77079  

●正個人会員入会（カッコ内、配偶者名） 

・Cosmo Oil of U.S.A., Inc. 横山佑 

・IHI E&C International Corporation 丸山隆明 

・Mitsubishi Heavy Industries America, Inc. 福田淳 

・Mitsui O.S.K. Bulk Shipping (USA) LLC 杉山正幸 

・Sojitz Corporation of America 堀朋義 

・TMEIC Power Electronics Products Corporation 轡田勝俊 

●配偶者入会 

・Marubeni-Itochu Tubulars America Inc. 伊藤俊江 

・Mitsubishi Corporation (Americas) 村岡絵理子 

・Sumitomo Corporation of Americas 大野由珠 

TonenGeneral Americas L.L.C. 

    城川 隆司 さん 

第556回 日本商工会・日本人会共催テキサス会 

「商工会会長杯」開催のご案内  

④ US-Japan Council （米日カウンシル） と US Japanese Chambers of Commerce 

& Business Associations  

(全米日本商工会議所・ビジネスアソシエーション) の会議への参加について  

 US-Japan CouncilのAnnual Meeting は11月14日と15日に、US Japanese Chambers 

of Commerce & Business Associationsの全体会議は11月13日と15日にSanta Clara, 

CAにて開催が予定されており、両会議に参加できるようプログラムが組まれている。

当会を代表して参加可能な理事委員は、事務局までご連絡いただきたい。 

⑤会員消息  

 9月13日現在の会員数は、 名誉会員8名、正個人会員694名（正団体会員数：109

社）、準会員38名で、総会員数は740名となっている。詳細は、下記の会員消息を参

照。  

１２．その他 

 10月にご帰任予定の岩田慎也首席領事（在ヒューストン日本国総領事館）と高田裕二

物資・化学品部会長（Metton America, Inc.）より、ご挨拶があった。 

■さようなら！～残念ながら退会です 

●正個人会員退会（カッコ内、配偶者名） 

・Cosmo Oil of U.S.A., Inc.                                        松尾慎吾  

・Japex (U.S.) Corp.                                                    古志真一（仁美） 

・Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.              吉田通久 

・Mitsui O.S.K. Bulk Shipping (USA) LLC               福島充 

・Sojitz Corporation of America                                 船津丸泰（幸恵）／中島彬匡 

                                 中村徹洋（佳美） 

・Yokogawa Corporation of America          仲田陽介（志保）／成影好史 

●替わりました～メモのお願い   
●常任委員交代  

・Goodman Global Group, Inc. （旧） 植村義之（美枝） ⇒  （新）井上隆之（麻美子） 

・JGC America, Inc.     （旧） 古田栄喜 ⇒  （新）日高丈仁 

●住所変更 

・Nissan Chemical America Corporation   

 (新）10333 Richmond Avenue, Suite 1100, Houston, TX 77042 

 第556回テキサス会「商工会会長杯」を下記日程で開催致しますので、皆様奮ってご

参加下さい。  

 参加資格は商工会、日本人会会員に限らず、日本人コミュニティー関係者の方はど

なたでもご参加いただけますので、ご家族、友人、知人、出張者等ゴルフをなさる方の

幅広いご参加をお待ちしております。 ご寄付、賞品のご提供も宜しくお願い申し上げ

ます。  

開催日時： 2016年11月13日（日） 午前9時00分スタート＜小雨決行＞  

開催場所： The Clubs of Kingwood - Forest （1700 Lake Kingwood Trail, TX 77339）  

お問い合わせ先： 榊原 Masahiro.Sakakibara@jerausa.com   

  桜井 ksakurai@osakagasusa.com 



 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞ 

11月11日（金） 10時30分～ 

11月12日（土）  9時30分～ 

12月14日（水） 10時30分～ 

12月17日（土）  9時30分～ 

 

＜読み聞かせの会＞ 

11月11日（金） 平日開催です 

  10時30分～  乳幼児以上を対象とした絵本  

11月19日（土）  

    9時30分～  三歳以上を対象とした絵本  

  10時～ 三歳未満を対象とした絵本 

12月10日（土）  

      9時30分～  三歳以上を対象とした絵本  

  10時～ 三歳未満を対象とした絵本 

  

最新情報は、三水会センター内、日本語補習校内

のポスター、またはコミュニティーサイトのヒュースト

ンなび＜hounavi.us＞でご確認いただけます。 

 

＊変更がある場合もございます。上記の各最新情

報をご確認ください。 

＊スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ちの

方やお問い合わせは、次のアドレスまでご連絡くだ

さい。お待ちしております。 

あそぼーかい mama.asobokai@gmail.com  

読み聞かせの会 houstonyomikikase@yahoo.co.jp  
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●身体あそび 

 “こぶたぬきつねこ”  

タイトル通りしりとりになっ

て い る 歌 。 そ の 動 物 の

ポーズをしたり、鳴き声の

マネをして身体を動かし

ます。 

  

 

●うた “とんぼのめがね”  

日本では秋はトンボの季

節。トンボの目がどんな色

に変わっていくのか、ち

びっ子たちは手作りトンボ

を見つめていました。 

 

 

●9月のおたんじょう会  

1歳から5歳までのちびっ

子たちのお誕生日をお祝

いしました。みんなプレゼ

ントのメダルに興味津々。

おめでとう! 

 

 

●工作 “おじいちゃん、

おばあちゃんへのカード

作り”  

ちびっ子たちは、ぬりえに

なっているカードに色塗り

をして、きれいなカードに

仕上げました。 

 

 

 

DOCTOR STRANGE  11月4日 ★★★（アクション） 

出演：ベネディクト・カンバーバッチ、 

    ティルダ・スウィントン、他 

あらすじ：天才脳外科医ス

ティーブン・ストレンジ（カ

ンバーバッチ）は事故で両

腕に大怪我を負い、以前

のようなに手術ができなく

なってしまう。どんな傷も

治す魔術師がいると聞き、

藁をもすがる思いでチベッ

トにいる魔術師のもとへ。

魔術師エンシャント・ワン

が弟子の操るスケルトンの

襲撃を瞬く間に退ける力を目の当たりにし、彼はエ

ンシャント・ワンに弟子入りを決意。7年の修業の末

に魔術を会得した彼は、“Dr. Strange”と名乗って

世界の悪と戦い始める。 

ひとこと：エンシャント・ワン役に渡辺謙さんもノミネー

トされていたとか。謙さんの魔術師姿を見たかった

～!! 

LOVING 1１月4日 ★★☆（ドラマ） 

出演：ルース・ネッガ、ジョエル・エドガートン、他 

あらすじ：1958年のバージニア州。当時南部一帯で

は異人種間結婚は重罪だったが、白人男性のリ

チャード・ラヴィング（エドガートン）と黒人女性のミ

ルドレッド（ネッガ）は密かにワシントンDCで結婚。

しかし、町に戻った二人は強制捜査で投獄されて

しまう。警察の迫害と圧力に耐えきれず二人が罪

を認めたため、1年の懲役刑執行の代わりにバー

ジニア州から25年間の追放が言い渡される。追放

でDCに移った二人は無罪を勝ち取るため、バー

ジニア州を相手に訴訟を起こすが….。 

ひとこと： 1967年に米国最高裁は“異人種間結婚禁

止法（anti-miscegenation）”は合衆国憲法修正第

14条に違反するという判決を下しました。この判決

によって異人種間結婚の自由は保障されました

が、無効になった法律の改正に抵抗する州もあ

り、アラバマ州ではanti-miscegenation に関する表

現は2000年まで削除されませんでした。因みに、

現在も上記判決が下された6月12日をLoving Day 

と呼んでいるそうです。 

 
THE ACCOUNTANT   
10月14日 ★★☆（ドラマ／スリラー） 

出演：ベン・アフレック、J・Kシモンズ、 

    アナ・ケンドリック、他 

あらすじ：クリスチャン（アフレック）はある犯罪組織の

暗殺にも関わるフリーランスの会計士だが、表向き

は小さな町で普通の会計士として暮らしていた。

そんな彼に疑惑を抱く財務省の犯罪組監視担当

官キング（シモンズ）らの追求をかわすため、クリス

チャンはロボット工学関連の一般企業の仕事を始

める。ある日、その企業の会計係（ケンドリック）が

帳簿上の数字に何千万ドルもの誤差があるのを

発見。クリスチャンが正しい数字に修正した直後、

彼らの身に危険が次々と迫り始める。 

ひとこと：前月のガルフでは名前だけ紹介したので

すが、諦めきれずやっぱり今月取り上げてしまい

ました。 
 
FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND 
THEM   

11月8日 ★★☆（家族向け／ファンタジー） 

出演：エディー・レッドマイン、コリン・ファレル、他 

あらすじ：ホグワーツ魔法魔術学校の指定教科書

「幻の動物とその生息地」を編纂したニュート・ス

キャマンダー（レッドマイン）の冒険映画。ハリー

ポッターの冒険が始まる70年前のニューヨークが

舞台。世界中を旅して集めた幻獣達を巡って、魔

法使い当局者（ファレル）らはニュートを追跡し始

める。  

ひとこと：ハリーポッターシリーズのスピンオフ映画3

部作の1作目。同シリーズの作家J.K. ローリング

は、2001年に本映画と同じタイトル本を出版以来、

世界中で貧困に苦しむ子供達を救済する慈善団

体に収益の80％を寄付しているとのこと。彼女の

脚本家初デビュー作。 

 

 その他のお薦め作品 
 Jack Reacher: Never Go Back  

  （10月21日 アクション ★☆☆） 

  トム・クルーズ主演のJ・リーチャー2作目。 

 Allied （11月23日 ドラマ ★☆☆） 

  北アフリカとイギリスを舞台にしたスパイ映画。ブ 

ラッド・ピット主演。  

 Inferno （10月28日 スリラー ★☆☆） 

 映画“ダビンチ・コード”のラングドン教授トム・ハン

クスが戻ってきた！ 

 

あそぼーかい 

   初めてのちびっ子もお待ちしています。「あぞ

ぼーかい」は月に2回、平日1回と土曜日1回開催し

ています。 

   三水会センターのキッズルームへどうぞお気軽に

お越しください。 

   9月の「あそぼーかい」はまだまだ暑さが残る9日（金）

と、朝から澄みきった青空の10日（土）に開催されまし

た。夏休み明け最初の「あそぼーかい」には、新しいち

びっ子たちがたくさん遊びに来てくれました。 

 9月のテーマは言葉あそび“しりとり”と敬老の日。ち

びっ子たちとしりとり遊びで日本語を楽しみ、そして今

月の敬老の日にむけ遠方にいる祖父母へ思いを寄せ

ました。 

  

●はじまりのあいさつ 

トラお君、トラ子ちゃん

と初めて会うちびっ子

も多く、みんなキョトン

としていましたが、挨

拶のやり取りでニコニ

コ顔に早変わり。 

 

 

●お楽しみ「パネルシ

アター」  

“おかいものしりとり” 

クマの兄妹がママと一

緒にスーパーでお買

い物。兄妹はしりとりを

しながらお買い物の品

を探します。ちびっ子

たちも一緒に見つけて

くれました。 

（★★★＝超お薦め ★★☆＝お薦め ★☆☆＝いいかな） 

商工会新組織体制 
ヒューストン日本商工会    新年度を迎えて新たな組織体制となりましたので 

ご紹介致します。（敬称略） 

役職名：会長 

氏  名：薙野 太一（Mitsui & Co.(USA), Inc.） 

役職名：第一副会長（担当：六者交流会） 

氏  名：髙杉 禎（Mitsubishi Corporation (Americas)） 

役職名：副会長（担当：ジャパンフェスティバル＜副＞） 

氏  名：鈴木 一（Kuraray America, Inc. ） 

役職名：副会長（担当：文化委員長兼任） 

         文化委員長（担当：ピクニック＜主＞）  
氏  名：山下 俊二郎（Tokyo Gas America Ltd.） 

役職名：副会長（担当：ジャパンフェスティバル＜主＞） 

氏  名：本多 之仁（Sumitomo Corporation of Americas） 

役職名：幹事 

氏  名：木村 健洋（Mizuho Bank, Ltd.） 

役職名：会計幹事 

氏  名：峯山 裕二（Deloitte & Touche LLP） 

役職名：特命理事（担当：安全危機管理） 

氏  名：平澤 暢人（Marubeni America Corporation） 

役職名：特命理事（担当：他団体対応・日本庭園） 

氏  名：加藤 眞人 

（JGC Energy Development (USA) Inc.） 

役職名：特命理事（担当：対外交流） 

氏  名：久留 靖史   

（Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)） 

役職名：特命理事（担当：ジャパンフェスティバル＜副＞） 

氏  名：藤井 一彦（Kaneka North America LLC） 

役職名：特命理事（担当：ピクニック＜副＞） 

氏  名：福田 淳 

（Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.）  

役職名：広報委員長（担当：ガルフストリーム） 

氏  名：佐藤 大地 

（Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC)） 

役職名：企画調査委員長（担当：セミナー） 

氏  名：黒川 淳二 

（Japan External Trade Organization Houston (JETRO)） 

役職名：スポーツ委員長 

（担  当：テキサス会／ソフトボール） 

氏  名：蛭子 毅（Goodman Global Group, Inc.） 

写真出典：http://www.movienewz.com/doctor-strange/ 
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第14５回 山崎 真美 さん 

 主人の駐在先であるヒューストンに来て、約2ヶ

月が経ちました。 

 まだたった2ヶ月ですが毎日色々な出来事があ

り、2ヶ月前大きなトランクに日本食を詰めて空港

に降り立ったのが遥か前のことのように感じます。 

 主人は4月末から先にヒューストンに来て働いて

いたため、私は約2ヶ月遅れて引っ越して来ること

になったのですが、それまで国際線の飛行機に1

人で乗ったことのなかった私には、「無事にヒュー

ストンに辿り着く」ことが最初の試練でした。 

 関西空港→成田空港→Los Angeles→Houston

というルートだったのですが、成田空港で飛行機

の出発が遅れ、Los Angelesでの乗り継ぎ時間が

間に合うか少し怪しい感じに。Los Angelesに着い

てすぐExpress Ticketという乗り継ぎ優先レーンの

チケットを貰い、ダッシュでExpress Laneに向かい

ました。が、トラブルなのか入国審査の窓口が実

質１つしか機能しておらず、長蛇の列で全く進ま

ず。ようやく入国審査が終わった頃には時間はギ

リギリで、再びダッシュでアメリカ国内線の乗り場を

目指しました。道に迷っている時間は皆無だった

ため、手当たり次第に人に道を尋ねて搭乗開始

時間ジャストに何とか搭乗口に辿り着きました。トラ

ンクを両手に引きずり必死の形相で疾走する怪し

い日本人に親切に道を教えてくださったアメリカの

皆様に心から感謝です。 

 その後Houstonの空港まで迎えにきてくれた主人

と合流し、家に着いたのも束の間、恐ろしいことに気

がつきます。「トランクが、開かない…!!」。トランクの

鍵が空港の検査で壊されることがあると聞き、トラン

クの鍵をかけずに荷物を預けていたのですが、1つ

のトランクに鍵がかかっていて開きません。しかも肝

心の鍵はトランクの中。トランクの中身を空港で確認

する際に鍵をかけられてしまったようです。後日空

港職員の方に事情を話し、無事鍵をあけてもらうこ

とができました。鍵が開いたとき親切な空港職員の

方が「Yeahhhhh!!」とハイテンションで一緒に喜んで

くれ、ほっこりしました。 

 次に待ち受けていた試練は虫でした。到着初日

に部屋にGが出現するなど、数多くの虫との闘いの

日々になります。 ただでさえ虫は大の苦手です

が、加えてこちらの虫は巨大です。Gが出た部屋に

殺虫スプレーを持ち冷や汗をかきながら警戒しつ

つ入る時は、さながら映画「エイリアン2」でエイリア

ンの巣にバーナーを持ち一人で突入する主人公リ

プリーの心境です。救世主のペストコントロールの

方が来てくれ、それ以来部屋でGを見なくなったこ

とが心の救いです。 

 そんなこんなで波乱の幕開けとなったヒューストン

生活ですが、周りのアメリカ人の方もこちらに住む

日本人の方も皆親切な方ばかりで、色々と助けてく

ださり、楽しく毎日を過ごしています。異国の地で勝

手が分からず緊張していた私にとって、人々の温か

い優しさは身に沁みて本当にありがたく感じられま

す。 

 最近は主に車の運転練習をしています。英語の

できない私は運転が上達したらESLに通いたいと

思っています。 

 先日は初めてヘアサロンにも行ってみました。こ

ちらではあまり髪を梳かないらしく、やや金太郎風

味になりましたが、スタイリストの方が良い方で楽し

い時間を過ごせました。 

 後日同じアパートの方が「Anarchy hair! I like 

this!」と声をかけてくれました。「Anarchy主な意味：

無政府状態、無秩序、混乱」…とりあえず、何とか

褒めようとしてくれた彼の心意気に感謝です（笑）。

主人に「金太郎」とからかわれる度に、「いや、これ

はアナーキーヘアだから。」と返すのが最近のブー

ムです。 

 これからヒューストンの良さをもっと発見し、たくさ

んの人々との出会いを楽しみに日々を過ごしてい

きたいと思います! 

 

 

 例年、多くの商工会員の皆様にご参加頂いております宇宙セミナー。今年度は計3回予定して

おり、9月11日（日）に第3回目を開催致しました。  

 第3回は、NASAジョンソン宇宙センターの施設見

学ツアーと、国際宇宙ステーション(ISS)で宇宙飛

行士の安全をどのように守っているかという内容の

JAXA職員講演を開催し、23家族77名の方々にご

参加いただきました。 

 午前9時半に、スペースセンターヒューストンから

出発するトラムに乗って、NASAジョンソン宇宙セン

ターの施設見学ツアーへ出発しました。JAXA

ヒューストン駐在員事務所の梅村所長代理の案内

により、アポロ時代の運用管制室、ISS運用管制

室、ISSの実物大模型が展示されている宇宙飛行

士訓練施設、アポロを月へ運んだサターンVロケッ

トなどが展示されているロケットパークを、約2時間

かけて見学しました。アポロ時代の運用管制の裏

話や宇宙飛行士の専属医の話を聞いたり、普段は

見ることができない実際のISSの運用管制の様子や

ISS・オライオンの模型を見たり、ヒューストンならで

はの宇宙を体感していただくツアーとなりました。ツ

アー中は、宇宙で病気になったらどうするのか、宇

宙飛行士にお休みはあるのか、ロシアはどう関わっ

ているのか、など活発な質疑応答が行われていま

した。 

 

 昼食をはさみ、午後1時から、スペースセンター

ヒューストンの会議室で「宇宙飛行士のお仕事と安

全のお話～大西飛行士のミッションとこうのとりの

紹介を交えて～」と題して、JAXAヒューストン駐在

員事務所の久留所長が職員講演を行いました。

「宇宙に行く」というと危険なイメージがあるかもし

れません。だからこそ、安全に宇宙飛行士が宇宙

にいけるように、様々な方法を駆使しています。宇

宙船を作ったり実験設備を作る際にどのように安

全を守っているのか、身近な例を交えて説明しまし

た。また、7月から国際宇宙ステーション（ISS）に滞

在中の大西卓哉宇宙飛行士がどんなことをしてい

るのか、そして12月に打上げ予定のこうのとり6号

機についてもわかりやすくご紹介しました。 

 講演では、まずJAXA全体の活動、ヒューストン

駐在員事務所の仕事、ISSとその役割について説

明しました。JAXAはISSの他、人工衛星や惑星探

査、輸送システム、航空技術研究などの分野で活

動しています。その中でもヒューストン駐在員事務

所では、ISSに関する調整や日本人宇宙飛行士の

訓練・ミッション支援などに携わっています。 

 ISSでは、宇宙環境（真空、無重力、広い視野

等）を利用した実験が行われています。例えば、無

重力の環境では骨が高齢者のように弱くなるため

それを予防する方法を試したり、宇宙で高品質な

タンパク質結晶を生成してそれを用いた新しい薬

の開発を目指したりしています。また広い視野とい

う宇宙ステーションならではの特徴により、X線全

天観測によるブラックホール天体などの観測が可

能となっています。 

 こういった実験装置は、日本の宇宙船「こうのと

り」によってISSに運ばれます。「こうのとり」はこれま

で5機連続で成功しており、現在6号機が打ち上げ

に向けて準備中です。「こうのとり」は船内用の装

置を運ぶ部分と、宇宙環境に直接さらされる装置

を運ぶ部分の両方を兼ね備えています。現在、

ISSのバッテリを輸送できるのは「こうのとり」のみ

で、6号機では日本製のリチウムイオン電池を使用

した高性能の新型バッテリを運びます。日本のバッ

テリを日本の「こうのとり」が運ぶというのは、ISSに

おける日本の存在感の大きさを示しています。 

 次に、現在ISSに搭乗している大西卓哉宇宙飛

行士について、ビデオを使って紹介しました。 

「信頼をさらに強く。日本にしかできないことがあ

る」という大西ミッションのキーフレーズは、昨年ISS

に滞在した油井飛行士からバトンを引き継いだ大

西飛行士が、日本の技術を発展させて利用の成

果を社会に還元していくという決意の表れです。 

 ISS到着後の大西飛行士のビデオメッセージで

は、飛行中の海の青さ、エンジン停止の瞬間の下

に落ちていくような感覚、ISSに到着し他の飛行士

に会った時の心強さ、無重力の中で動く難しさな

どについて、大西飛行士自身の口から感想が語ら

れました。詳しく宇宙飛行士の気持ちを聞く機会

はなかなかないので、自分が宇宙飛行士になって

宇宙ステーションまで飛んで行ったような気持ち

で、感動を分かち合うことができました。 

 大西飛行士が宇宙で行った実験の一つが、宇

宙でマウスを育てる実験です。12匹のマウスを打

上げ、6匹を無重力、残りの6匹に遠心力をかけ、

重力がある状態と無い状態で比較してマウスの変

化を調べました。宇宙での生活を終えたマウスは

無事地球に帰ってきており、成果が楽しみです。

その他、融点が高い材料を浮かして溶かすことで

不純物の少ない合金を作る静電浮遊炉実験、大

学生等が作った超小型衛星を宇宙に放出する実

験などが紹介されました。 

 次に、どこからが宇宙で、どこまで人類が到達し

たか、という質問から、これから先の宇宙探査構想

について説明がありました。宇宙は地上100kmか

ら始まります。距離を1億分の1に縮めると、地球は

DVD程度の大きさとなり、ISSは4m外側を周回し、

月は4m先にあるピンポン玉となります。これまで12

名の宇宙飛行士がアポロ計画で月面に到達して

おり、これが人類が到達した一番遠い場所となりま

す。一方、無人探査機のボイジャーは同じ縮尺で

15km先まで進んでいます。つまり、宇宙はまだ先

があり、ISSよりさらに遠くをめざし、現在月ミッショ

ンや、世界の宇宙機関が参加する国際宇宙探査

協働グループによる検討が進められています。 

 最後にISSの安全についての説明がありました。

宇宙の世界では、これまで重大な事故が何度か

起きています。地上と宇宙の違いとして、ちょっと

外から見て確かめたりできず、たくさん作らないた

め故障の経験も少なく、なるべく軽くするためギリ

ギリの設計で、厳しい環境に耐えなければならな

いといった特徴があります。そのため、「想像力」を

働かせて、どんな事故が起きそうか、どこに危険が

潜んでいるかを予想するという安全解析の考え方

を、「おなかをすかせたライオンが近くにいたらどう

するか」という例を一緒に考えながら学びました。

子供たちからは、正面からたたく、しっぽをつかむ

といった、ライオンに立ち向かうたくさんの勇敢な

アイデアが出されました。例えば、遠くに逃げる、

首輪を付ける、檻に入れる、警備員に立ってもら

う、というのも方法です。まず原因を想像し、原因

を取り除いたり事故が起こりにくくしたり、様々な方

法を組み合わせて対策をしていきます。できるだ

け打ち上げ前に問題を解決し、一人一人が安全

確保を当然のこととして日常生活に溶け込ませる

ことが重要です。「安全」という難しい概念も、身近

にイメージすることで、お子様達にもどのように宇

宙飛行士の安全が守られているかを理解いただ

き、安心いただくことができました。 

 よりディープに、でも身近に、宇宙を感じていた

だく一日となりました。 

～宇宙飛行士のお仕事と安全のお話～  

講演に聞き入る参加者の皆さん 

ISSの運用管制室   

トラムツアー  
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Gulf    Stream 6 Gulf    Stream 7 

大爆発。まず先頭打者の宮内が四球を選ん

で1塁で激しくプレッシャーをかける。その

ピッチャーの動揺をさらに広げるべくチャンド

ラー龍がレフト前ヒットと続いた。島崎がエ

ラーを誘う内野ゴロで出塁すると、チャンド

ラー鷹がレフト前にクリーンヒット、続く橋爪、

藤本、永井、田尻、新美、天野がこれまたエ

ラーを絡めた内野安打で畳み掛け、この回

一挙6点を奪取し一気に大逆転！ヒュースト

ンベンチは応援席とともにお祭り騒ぎであっ

た。4回裏には原津、南川が入った後、ダラス

の反撃を原津の華麗な守備によるダブルプ

レーで完全にシャットアウトし勢いを持続。5

回裏のダラスの攻撃が始まったところで 1時

間ルール適用となり、 ダラス側の最終攻撃と

なった。逆転されればサヨナラの緊迫の場

面、お祭りムードから一転、緊張が走る。ダラ

ス側の決死の反撃によりノーアウト満塁とされてしまうも、

ピッチャー橋爪が意地で踏ん張り、最後は見逃し三振で

試合終了。 

 結果は同点で 両チーム優勝となり校長杯をヒュースト

ンにもたらした。先攻は許したが打線の爆発で大逆転、

追いつかれるも切り抜けると言うスリリングな展開の試合

となった。中高上級生に加わり練習を積み重ね、選手全

員心身ともに成長し、個性の光るチームに変貌したこと

を示す実りある秋の一日であった。      (藤本淳也) 

のヒットで同点に追いつく。なおも、

1、3塁で、竹山のヒットで逆転し、6-5

とし、竹原のショートゴロの間に原が

生還し、7-5。さらに、1塁に竹原を置

き、仙倉が四球で出塁し、宮内の打

球を相手ショートがエラーし、竹原が

生還。続くマッコゥリー、原津の痛烈

な打球に相手守備が対応できず、仙倉、宮内も生還し

リードを5点に広げるビッグインニングとなった。5回裏、

チャンドラー龍は1点を失うが、この日3つ目の三振を奪

い1点差で終盤を迎えた。6回表、 1 OUT から原、竹山の

連打から、竹原の痛烈な内野安打と相手のミスの間に2

人が生還し、12-6とした。勝ちを意識した6回裏、DALが

実力を見せ5点を失い1点差となり同点のピンチを迎え

た。しかし、レフト南川の好守備で1点差で切り抜けた。7

回表、仙倉が2つ目の四球で出塁するも後続が倒れ無得

点に終わり、最終回の守りに向かった。先頭打者に3塁打

を打たれ、次打者にもヒットを許し同点、最後はサヨナラ

ヒットで12-13の惜敗となった。 

 今年のHOU(A)チームは高3不在の高校生5人と少な

かったが、下級生

を引っ張り、最後ま

で諦めない姿勢を

貫き互角以上の試

合をし、観ている人

に感動を与えるす

ば ら し い チ ー ム

だった。  

(松島健介) 

男子Aチーム 総領事杯  

 試合前雲一つない快晴の中、天然芝のグランド上に、

HOU(A)の「HOUSTON」という掛け声が響き渡った。1回

表、寺田、チャンドラー龍の連打、原のランニングホーム

ランで3点を先制した。しかし1回裏、DAL(A)の3連打を

含む反撃で先発チャンドラー龍が3点を奪われ同点。2回

裏、寺田、宮内の三遊間コンビの軽快な守備で2 OUTに

するも、四球とエラーが絡み2失点。3回表、HOUは先頭

寺田がヒットで出塁、 2 OUT から竹山がヒットで出塁、竹

原のショート強襲ヒットと内野の連携ミスの間に寺田が生

還し、1点差。3回、4回の守りはサード宮内の好プレーも

あり、0点で切り抜け、流れをHOUに引き寄せる。 

 攻撃前円陣を組み、和田の大きな掛け声でチームの士

気が上がった5回表、寺田、チャンドラー龍が出塁し、原

男子Bチーム 校長杯  

 今年は中学1年9人の加入により19人となった男子A、B

チーム。Bチームは中学1年が主体となり残るポジションを

中学2-3年のメンバーにて交互に出場する形となった。 

 1-3回は緊張からか単発のヒットは出ても続かず無得点、

一方ダラスはホームの強みか1、2回に確実に1点ずつ加点

するも、佐藤の臨機応変な変形ダブルプレーによりそれ以

上の追加点を許さず最少得点で切り抜ける。3回終了時点

で0-2とリードされ、重苦しい雰囲気となった迎える4回表、

ダラス側の代わったばかりのピッチャーを攻め立て、打線が

男子Cチーム ヨッシャー杯   今年のCチームは6年生4名、5年生6名の合計10名となり

ました。シーズン当初から守備はかなり出来上がっており、

小粒ながらも4連覇の期待大きく当日に挑みました。 

 チームの要、ショートを守る有田煌（こう）の攻撃から始まり

です。昨年の大人顔負けのダラスの内野陣より更にレベル

が高いとダラスコーチが豪語する内野にアウトを重ねられ、

なかなか進塁出来ません。一方ダラスは、ヒューストンの煌

の安定した守備や島崎太良（たいら）の落ち着いたフライの

キャッチの間を縫い、1回裏、3点得点します。2回裏はサー

ド正木陽大（ひなた）の好守備で0点に抑えました。 

 3回表、西谷悠希（ゆうき）が三遊間にヒットを打ち初出塁

しました。続いて佐藤麟之介（りんのすけ）が再び三遊間に

ヒットかと思われましたがダラスショートの好守備でフライと

なり、好打に飛び出した一塁走者も帰塁に間に合わずダブ

ル プレーとなりました。4回表に谷陽友（はると）が ピ ッ

チャーゴロを打ちますがファーストのエラーで二塁打になり

ます。続いて煌がサードにヒットを打ちダラスのサードが

迷った隙に一塁三塁両方セーフとなりました。その後キャ

プテンのリチャードソン佳生（かい）がサードにゴロを打ち、

三塁の陽友はアウトになるものの煌は二塁に進塁、佳生は

一塁に進塁します。続く陽大の三遊間ヒットで煌が念願の1

点目をあげます。チャンドラー虎（こう）が強打ながらもピッ

チャーゴロとなり4回表は終了しました。一方ダラスは3回に

1点、4回に2点、5回に1点と着実な得点を重ねてゆきます。 

 5回の表は植村怜央（れお）の打席からのスタートです。

再び悠希が、そして陽友、佳生、リービージェイクがヒットを

打ちますが後が続かず無得点となり、7対1で涙を飲む形と

なりました。残念ながら4連覇はなりませんで

したが6名の5年生が今年の経験を生かし、

来年のダラス戦に向けて大きく成長してくれ

るだろうという期待が膨らみます。 

 また、男子C-Jr.チームは4対5の僅差の試

合、男子C-Cチームも随所に良いプレーを

見せて8対14、いずれも選手の笑顔が印象

に残る好ゲームとなりました。 

  

(チャンドラー教子) 

 懇親会で「もっといい女になる

ぞー!」という頼もしい決意表明?で

迎えた試合当日。H攻撃の初回、先

頭打者の咲貴がセンター前ヒットで

首尾良く出塁。2番キャプテン菜々

恵は平凡なセカンドゴロだったが、

イチローも驚きの速さで1塁を駆け

抜け内野安打! 3番梨蓮もDショート

のグラブを弾く強烈ライナー。そし

て、4番副キャプテン沙彩の セン

ター前ヒットで先制点! 続く碧も練習

通りのライト前ヒットによりこの回2点

を挙げ、幸先のよいスタートを切る。

しかし、その裏D2番にランニングホームラン、3番に3塁打

を見舞われる。H選手に緊張が走る中、D4番の強襲をベ

テラン沙彩が鮮やかに捌き1アウト。しかし、その後もH守

備に乱れが生じこの回4得点を許す。2回裏もD打線が火

を噴き、じりじりと点差が開く。3回表はH上位打線が猛攻

撃を仕掛けるが、D外野の堅守によりなかなか追加点が取

れない。これ以上

点を与えまいとH野

手が奮闘する。3回

裏無死で、D5番の

打球をセカンドはる

の が ナ イ ス キ ャ ッ

チ! 2死1塁の場面

ではキャッチャーフ

ライを掛持ち出場

の玲伊が気合いで

女子Aチーム 総領事夫人杯  

補球し、この回を無失点で抑える。最後まで諦めない強

い気持ちが伝わってくる。 しかし、その後もとどまる所を

知らないDの猛打線に成す術もなく毎回追加点を許し、

結果は2-21と去年に引続き完敗。 

 この一年間、守備の基礎練習と打撃強化により飛躍的

に技術が向上したが、それでもDには敵わなかった。初

出場ながら奮励した愛弓、大会前に負傷しながら気迫の

投球を続けた桃子、最後まで守り抜いた依琳、5回渾身

のレフト前ヒットの小晴。いつもの力を発揮出来なくて悔し

涙を流した選手もいたが、皆よく敢闘し決意表明を達成

したと褒めてあげたい。来年はこれまで以上にチームメイ

トと互いに励まし合ってレベルアップを図り、Dに一矢を

報いるようまた一緒に頑張ろう! 今年が最後の選手も、

チームメイトと流した汗と涙を糧に次のステップへ進んで

ほしい。                      （村上 達也） 

女子Bチーム 校長杯  

前夜には帰国したOG・OBからも

続々と激励メッセージが届き、緊

張のボルテージは否応なく高ま

る。 

 当日朝靄のグラウンドで対峙し

たダラス女子は、昨年同様に大

型打者を主軸に据えた長打力の

有るチーム。相手にとって不足

無し…ヒューストン先攻でいざプ

レイボール！！初回、1番めいが

三塁線テキサスヒットの間に快足

を飛ばして二塁を陥れると、希・

輝・彩乃ら上位打線の連続タイム

リーで一挙4点を先制。しかし1回

裏ダラスも豪快なホームランです

ぐさま同点に追いつき、予断を許

さないシーソーゲームの様相を呈するかに見えた。

試合のターニングポイントとなったのは3回。下位打

順から始まるこのイニングを、翔子のライト前・杏のレ

フト前ヒット等で大量5得点に結びつけた打線の繋が

りと、3回裏にダラス強力上位打線を併殺含む三者

凡退に抑えた好守備で流れを大きくヒューストンに

引き寄せた。その後5回裏にまたも一発攻勢でダラ

スに5点を奪われ14対10まで追い上げられた時は

コーチ陣も秘かに肝を冷やしたものの、6～7回には

4番キャプテン萌乃香の左中間ヒット・代打の切札

キャサリンのショート強襲内野安打などマシンガン打

線が炸裂して合計10得点の猛攻。チーム全員が力

を合わせて24対12とダラスを突き放し、宿敵から3年

ぶりとなる待望の勝利をもぎ取ってくれた。 

 彼女たちが今年の勝利を通じてチームプレーの精

神や競争心を学び、今後更に成長していってくれる

事を願って止まない。           （酒井岳幸） 

 今年の女子Bチームは中学生が中心のチーム。中3

小晴、依琳、慧莉香。中2葉月、桜香、彩夏。中1ケイ

ラ、沙羅、寿海音。そしてキャッチャーにAチームから

高1玲伊。皆揃って練習できた時間は少なかったけれ

ど、積極的にプレイできました。 

 ピッチャーは慧莉香。初めての大会にも臆さずナイ

スピッチング! ヒットも打ちました。キャッチャーはベテ

ランの玲伊、満塁のピンチも落ち着いて対処。1塁は

依琳、皆からの送球を必ず取らなければならない大事

な役目で難しいボールもあったけど、アウトを取りまし

た。2塁は小晴、Bチームのキャプテン。今年の上達度

は目を見張るものがあり、フライも難なくキャッチ。3塁

は葉月、ライナーも内野ゴロも難なくさばき、迷いなく

ホームでアウトを取り、ヒットも2本、毎打席出塁。ショー

トは桜香、とても緊張していたようでなかなかボールが

思うように投げられずいつもの力が出せない場面もあ

りましたが、堅実な守備を披露。レフトは彩夏、去年よ

りも安定したフライキャッチを見て嬉しかったです。セ

ンターはケイラ、練習の時よりもかなり積極的な

守備で思わず「ナイス!」。本番に強いタイプ、ヒッ

トも打ちました。ローバーは沙羅、彼女も初めて

の大会ですがフライをしっかりキャッチ、ヒットも打

ちました。ライトは寿海音、彼女も初めての大会、

ボールは飛んで来なかったけれど、ちゃんと他の

子のカバーに回ってくれました。 

 結果は9対2で負けてしまいましたが、自分達に

足りないものが何か気付いたはずです。来シー

ズンは各自目的を持って練習してはどうでしょう。

それから最後まで絶対に諦めないこと。これだけ

は守って欲しいです。最後に、皆の進化を目の

当たりにできて本当に嬉しかったです。来年は

もっと進化した女子Bチームに会いたいです。 

（原 里枝） 

女子Cチーム Girls Cup 

 昨年9対21の大敗の雪辱を期して、モットーである

『全員で楽しむソフトボール』に加えて『集中力の維

持』をテーマに掲げ新メンバー11名を加えた総勢20

名で敵地ダラスに乗り込んだ。河村新監督の熱血指

導の下、萌乃香・綸印・珠李・希・凛子・七海･すずの

内野陣を中心とした堅実な守備と安打を重ねて打

線の繋がりで得点を奪う、バックアップメンバーも含

めて一致団結したチームに仕上がってくれた。決戦
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第14５回 山崎 真美 さん 

 主人の駐在先であるヒューストンに来て、約2ヶ

月が経ちました。 

 まだたった2ヶ月ですが毎日色々な出来事があ

り、2ヶ月前大きなトランクに日本食を詰めて空港

に降り立ったのが遥か前のことのように感じます。 

 主人は4月末から先にヒューストンに来て働いて

いたため、私は約2ヶ月遅れて引っ越して来ること

になったのですが、それまで国際線の飛行機に1

人で乗ったことのなかった私には、「無事にヒュー

ストンに辿り着く」ことが最初の試練でした。 

 関西空港→成田空港→Los Angeles→Houston

というルートだったのですが、成田空港で飛行機

の出発が遅れ、Los Angelesでの乗り継ぎ時間が

間に合うか少し怪しい感じに。Los Angelesに着い

てすぐExpress Ticketという乗り継ぎ優先レーンの

チケットを貰い、ダッシュでExpress Laneに向かい

ました。が、トラブルなのか入国審査の窓口が実

質１つしか機能しておらず、長蛇の列で全く進ま

ず。ようやく入国審査が終わった頃には時間はギ

リギリで、再びダッシュでアメリカ国内線の乗り場を

目指しました。道に迷っている時間は皆無だった

ため、手当たり次第に人に道を尋ねて搭乗開始

時間ジャストに何とか搭乗口に辿り着きました。トラ

ンクを両手に引きずり必死の形相で疾走する怪し

い日本人に親切に道を教えてくださったアメリカの

皆様に心から感謝です。 

 その後Houstonの空港まで迎えにきてくれた主人

と合流し、家に着いたのも束の間、恐ろしいことに気

がつきます。「トランクが、開かない…!!」。トランクの

鍵が空港の検査で壊されることがあると聞き、トラン

クの鍵をかけずに荷物を預けていたのですが、1つ

のトランクに鍵がかかっていて開きません。しかも肝

心の鍵はトランクの中。トランクの中身を空港で確認

する際に鍵をかけられてしまったようです。後日空

港職員の方に事情を話し、無事鍵をあけてもらうこ

とができました。鍵が開いたとき親切な空港職員の

方が「Yeahhhhh!!」とハイテンションで一緒に喜んで

くれ、ほっこりしました。 

 次に待ち受けていた試練は虫でした。到着初日

に部屋にGが出現するなど、数多くの虫との闘いの

日々になります。 ただでさえ虫は大の苦手です

が、加えてこちらの虫は巨大です。Gが出た部屋に

殺虫スプレーを持ち冷や汗をかきながら警戒しつ

つ入る時は、さながら映画「エイリアン2」でエイリア

ンの巣にバーナーを持ち一人で突入する主人公リ

プリーの心境です。救世主のペストコントロールの

方が来てくれ、それ以来部屋でGを見なくなったこ

とが心の救いです。 

 そんなこんなで波乱の幕開けとなったヒューストン

生活ですが、周りのアメリカ人の方もこちらに住む

日本人の方も皆親切な方ばかりで、色々と助けてく

ださり、楽しく毎日を過ごしています。異国の地で勝

手が分からず緊張していた私にとって、人々の温か

い優しさは身に沁みて本当にありがたく感じられま

す。 

 最近は主に車の運転練習をしています。英語の

できない私は運転が上達したらESLに通いたいと

思っています。 

 先日は初めてヘアサロンにも行ってみました。こ

ちらではあまり髪を梳かないらしく、やや金太郎風

味になりましたが、スタイリストの方が良い方で楽し

い時間を過ごせました。 

 後日同じアパートの方が「Anarchy hair! I like 

this!」と声をかけてくれました。「Anarchy主な意味：

無政府状態、無秩序、混乱」…とりあえず、何とか

褒めようとしてくれた彼の心意気に感謝です（笑）。

主人に「金太郎」とからかわれる度に、「いや、これ

はアナーキーヘアだから。」と返すのが最近のブー

ムです。 

 これからヒューストンの良さをもっと発見し、たくさ

んの人々との出会いを楽しみに日々を過ごしてい

きたいと思います! 

 

 

 例年、多くの商工会員の皆様にご参加頂いております宇宙セミナー。今年度は計3回予定して

おり、9月11日（日）に第3回目を開催致しました。  

 第3回は、NASAジョンソン宇宙センターの施設見

学ツアーと、国際宇宙ステーション(ISS)で宇宙飛

行士の安全をどのように守っているかという内容の

JAXA職員講演を開催し、23家族77名の方々にご

参加いただきました。 

 午前9時半に、スペースセンターヒューストンから

出発するトラムに乗って、NASAジョンソン宇宙セン

ターの施設見学ツアーへ出発しました。JAXA

ヒューストン駐在員事務所の梅村所長代理の案内

により、アポロ時代の運用管制室、ISS運用管制

室、ISSの実物大模型が展示されている宇宙飛行

士訓練施設、アポロを月へ運んだサターンVロケッ

トなどが展示されているロケットパークを、約2時間

かけて見学しました。アポロ時代の運用管制の裏

話や宇宙飛行士の専属医の話を聞いたり、普段は

見ることができない実際のISSの運用管制の様子や

ISS・オライオンの模型を見たり、ヒューストンならで

はの宇宙を体感していただくツアーとなりました。ツ

アー中は、宇宙で病気になったらどうするのか、宇

宙飛行士にお休みはあるのか、ロシアはどう関わっ

ているのか、など活発な質疑応答が行われていま

した。 

 

 昼食をはさみ、午後1時から、スペースセンター

ヒューストンの会議室で「宇宙飛行士のお仕事と安

全のお話～大西飛行士のミッションとこうのとりの

紹介を交えて～」と題して、JAXAヒューストン駐在

員事務所の久留所長が職員講演を行いました。

「宇宙に行く」というと危険なイメージがあるかもし

れません。だからこそ、安全に宇宙飛行士が宇宙

にいけるように、様々な方法を駆使しています。宇

宙船を作ったり実験設備を作る際にどのように安

全を守っているのか、身近な例を交えて説明しまし

た。また、7月から国際宇宙ステーション（ISS）に滞

在中の大西卓哉宇宙飛行士がどんなことをしてい

るのか、そして12月に打上げ予定のこうのとり6号

機についてもわかりやすくご紹介しました。 

 講演では、まずJAXA全体の活動、ヒューストン

駐在員事務所の仕事、ISSとその役割について説

明しました。JAXAはISSの他、人工衛星や惑星探

査、輸送システム、航空技術研究などの分野で活

動しています。その中でもヒューストン駐在員事務

所では、ISSに関する調整や日本人宇宙飛行士の

訓練・ミッション支援などに携わっています。 

 ISSでは、宇宙環境（真空、無重力、広い視野

等）を利用した実験が行われています。例えば、無

重力の環境では骨が高齢者のように弱くなるため

それを予防する方法を試したり、宇宙で高品質な

タンパク質結晶を生成してそれを用いた新しい薬

の開発を目指したりしています。また広い視野とい

う宇宙ステーションならではの特徴により、X線全

天観測によるブラックホール天体などの観測が可

能となっています。 

 こういった実験装置は、日本の宇宙船「こうのと

り」によってISSに運ばれます。「こうのとり」はこれま

で5機連続で成功しており、現在6号機が打ち上げ

に向けて準備中です。「こうのとり」は船内用の装

置を運ぶ部分と、宇宙環境に直接さらされる装置

を運ぶ部分の両方を兼ね備えています。現在、

ISSのバッテリを輸送できるのは「こうのとり」のみ

で、6号機では日本製のリチウムイオン電池を使用

した高性能の新型バッテリを運びます。日本のバッ

テリを日本の「こうのとり」が運ぶというのは、ISSに

おける日本の存在感の大きさを示しています。 

 次に、現在ISSに搭乗している大西卓哉宇宙飛

行士について、ビデオを使って紹介しました。 

「信頼をさらに強く。日本にしかできないことがあ

る」という大西ミッションのキーフレーズは、昨年ISS

に滞在した油井飛行士からバトンを引き継いだ大

西飛行士が、日本の技術を発展させて利用の成

果を社会に還元していくという決意の表れです。 

 ISS到着後の大西飛行士のビデオメッセージで

は、飛行中の海の青さ、エンジン停止の瞬間の下

に落ちていくような感覚、ISSに到着し他の飛行士

に会った時の心強さ、無重力の中で動く難しさな

どについて、大西飛行士自身の口から感想が語ら

れました。詳しく宇宙飛行士の気持ちを聞く機会

はなかなかないので、自分が宇宙飛行士になって

宇宙ステーションまで飛んで行ったような気持ち

で、感動を分かち合うことができました。 

 大西飛行士が宇宙で行った実験の一つが、宇

宙でマウスを育てる実験です。12匹のマウスを打

上げ、6匹を無重力、残りの6匹に遠心力をかけ、

重力がある状態と無い状態で比較してマウスの変

化を調べました。宇宙での生活を終えたマウスは

無事地球に帰ってきており、成果が楽しみです。

その他、融点が高い材料を浮かして溶かすことで

不純物の少ない合金を作る静電浮遊炉実験、大

学生等が作った超小型衛星を宇宙に放出する実

験などが紹介されました。 

 次に、どこからが宇宙で、どこまで人類が到達し

たか、という質問から、これから先の宇宙探査構想

について説明がありました。宇宙は地上100kmか

ら始まります。距離を1億分の1に縮めると、地球は

DVD程度の大きさとなり、ISSは4m外側を周回し、

月は4m先にあるピンポン玉となります。これまで12

名の宇宙飛行士がアポロ計画で月面に到達して

おり、これが人類が到達した一番遠い場所となりま

す。一方、無人探査機のボイジャーは同じ縮尺で

15km先まで進んでいます。つまり、宇宙はまだ先

があり、ISSよりさらに遠くをめざし、現在月ミッショ

ンや、世界の宇宙機関が参加する国際宇宙探査

協働グループによる検討が進められています。 

 最後にISSの安全についての説明がありました。

宇宙の世界では、これまで重大な事故が何度か

起きています。地上と宇宙の違いとして、ちょっと

外から見て確かめたりできず、たくさん作らないた

め故障の経験も少なく、なるべく軽くするためギリ

ギリの設計で、厳しい環境に耐えなければならな

いといった特徴があります。そのため、「想像力」を

働かせて、どんな事故が起きそうか、どこに危険が

潜んでいるかを予想するという安全解析の考え方

を、「おなかをすかせたライオンが近くにいたらどう

するか」という例を一緒に考えながら学びました。

子供たちからは、正面からたたく、しっぽをつかむ

といった、ライオンに立ち向かうたくさんの勇敢な

アイデアが出されました。例えば、遠くに逃げる、

首輪を付ける、檻に入れる、警備員に立ってもら

う、というのも方法です。まず原因を想像し、原因

を取り除いたり事故が起こりにくくしたり、様々な方

法を組み合わせて対策をしていきます。できるだ

け打ち上げ前に問題を解決し、一人一人が安全

確保を当然のこととして日常生活に溶け込ませる

ことが重要です。「安全」という難しい概念も、身近

にイメージすることで、お子様達にもどのように宇

宙飛行士の安全が守られているかを理解いただ

き、安心いただくことができました。 

 よりディープに、でも身近に、宇宙を感じていた

だく一日となりました。 

～宇宙飛行士のお仕事と安全のお話～  

講演に聞き入る参加者の皆さん 

ISSの運用管制室   

トラムツアー  

 

役職名：教育委員長（担当：補習校運営委員長） 

氏  名：増田 徹 

（Mitsubishi International Corporation） 

役職名：生活・情報委員長 

（担  当：図書館／ピーカンキッズ活動／古本市等） 

氏  名：大内 裕子（JTB USA, Inc.） 

役職名：鉄鋼部会長 

氏  名：幸田 孝夫 

（Nippon Steel & Sumitomo Metal U.S.A., Inc.） 

役職名：物資・化学品部会長 

氏  名：川添  賢一 （Azbil North America, Inc.） 

役職名：機械・電子部会長 

氏  名：鞍田  哲（JGC America, Inc.） 

役職名：エネルギー部会長 

氏 名：内藤 聡（JERA Energy America LLC） 

役職名：運輸・サービス・金融・貿易部会長 

氏 名：庄賀 典子（Ernst & Young, LLP） 

駐妻のヒューストン日記 



 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞ 

11月11日（金） 10時30分～ 

11月12日（土）  9時30分～ 

12月14日（水） 10時30分～ 

12月17日（土）  9時30分～ 

 

＜読み聞かせの会＞ 

11月11日（金） 平日開催です 

  10時30分～  乳幼児以上を対象とした絵本  

11月19日（土）  

    9時30分～  三歳以上を対象とした絵本  

  10時～ 三歳未満を対象とした絵本 

12月10日（土）  

      9時30分～  三歳以上を対象とした絵本  

  10時～ 三歳未満を対象とした絵本 

  

最新情報は、三水会センター内、日本語補習校内

のポスター、またはコミュニティーサイトのヒュースト

ンなび＜hounavi.us＞でご確認いただけます。 

 

＊変更がある場合もございます。上記の各最新情

報をご確認ください。 

＊スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ちの

方やお問い合わせは、次のアドレスまでご連絡くだ

さい。お待ちしております。 

あそぼーかい mama.asobokai@gmail.com  

読み聞かせの会 houstonyomikikase@yahoo.co.jp  
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●身体あそび 

 “こぶたぬきつねこ”  

タイトル通りしりとりになっ

て い る 歌 。 そ の 動 物 の

ポーズをしたり、鳴き声の

マネをして身体を動かし

ます。 

  

 

●うた “とんぼのめがね”  

日本では秋はトンボの季

節。トンボの目がどんな色

に変わっていくのか、ち

びっ子たちは手作りトンボ

を見つめていました。 

 

 

●9月のおたんじょう会  

1歳から5歳までのちびっ

子たちのお誕生日をお祝

いしました。みんなプレゼ

ントのメダルに興味津々。

おめでとう! 

 

 

●工作 “おじいちゃん、

おばあちゃんへのカード

作り”  

ちびっ子たちは、ぬりえに

なっているカードに色塗り

をして、きれいなカードに

仕上げました。 

 

 

 

DOCTOR STRANGE  11月4日 ★★★（アクション） 

出演：ベネディクト・カンバーバッチ、 

    ティルダ・スウィントン、他 

あらすじ：天才脳外科医ス

ティーブン・ストレンジ（カ

ンバーバッチ）は事故で両

腕に大怪我を負い、以前

のようなに手術ができなく

なってしまう。どんな傷も

治す魔術師がいると聞き、

藁をもすがる思いでチベッ

トにいる魔術師のもとへ。

魔術師エンシャント・ワン

が弟子の操るスケルトンの

襲撃を瞬く間に退ける力を目の当たりにし、彼はエ

ンシャント・ワンに弟子入りを決意。7年の修業の末

に魔術を会得した彼は、“Dr. Strange”と名乗って

世界の悪と戦い始める。 

ひとこと：エンシャント・ワン役に渡辺謙さんもノミネー

トされていたとか。謙さんの魔術師姿を見たかった

～!! 

LOVING 1１月4日 ★★☆（ドラマ） 

出演：ルース・ネッガ、ジョエル・エドガートン、他 

あらすじ：1958年のバージニア州。当時南部一帯で

は異人種間結婚は重罪だったが、白人男性のリ

チャード・ラヴィング（エドガートン）と黒人女性のミ

ルドレッド（ネッガ）は密かにワシントンDCで結婚。

しかし、町に戻った二人は強制捜査で投獄されて

しまう。警察の迫害と圧力に耐えきれず二人が罪

を認めたため、1年の懲役刑執行の代わりにバー

ジニア州から25年間の追放が言い渡される。追放

でDCに移った二人は無罪を勝ち取るため、バー

ジニア州を相手に訴訟を起こすが….。 

ひとこと： 1967年に米国最高裁は“異人種間結婚禁

止法（anti-miscegenation）”は合衆国憲法修正第

14条に違反するという判決を下しました。この判決

によって異人種間結婚の自由は保障されました

が、無効になった法律の改正に抵抗する州もあ

り、アラバマ州ではanti-miscegenation に関する表

現は2000年まで削除されませんでした。因みに、

現在も上記判決が下された6月12日をLoving Day 

と呼んでいるそうです。 

 
THE ACCOUNTANT   
10月14日 ★★☆（ドラマ／スリラー） 

出演：ベン・アフレック、J・Kシモンズ、 

    アナ・ケンドリック、他 

あらすじ：クリスチャン（アフレック）はある犯罪組織の

暗殺にも関わるフリーランスの会計士だが、表向き

は小さな町で普通の会計士として暮らしていた。

そんな彼に疑惑を抱く財務省の犯罪組監視担当

官キング（シモンズ）らの追求をかわすため、クリス

チャンはロボット工学関連の一般企業の仕事を始

める。ある日、その企業の会計係（ケンドリック）が

帳簿上の数字に何千万ドルもの誤差があるのを

発見。クリスチャンが正しい数字に修正した直後、

彼らの身に危険が次々と迫り始める。 

ひとこと：前月のガルフでは名前だけ紹介したので

すが、諦めきれずやっぱり今月取り上げてしまい

ました。 
 
FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND 
THEM   

11月8日 ★★☆（家族向け／ファンタジー） 

出演：エディー・レッドマイン、コリン・ファレル、他 

あらすじ：ホグワーツ魔法魔術学校の指定教科書

「幻の動物とその生息地」を編纂したニュート・ス

キャマンダー（レッドマイン）の冒険映画。ハリー

ポッターの冒険が始まる70年前のニューヨークが

舞台。世界中を旅して集めた幻獣達を巡って、魔

法使い当局者（ファレル）らはニュートを追跡し始

める。  

ひとこと：ハリーポッターシリーズのスピンオフ映画3

部作の1作目。同シリーズの作家J.K. ローリング

は、2001年に本映画と同じタイトル本を出版以来、

世界中で貧困に苦しむ子供達を救済する慈善団

体に収益の80％を寄付しているとのこと。彼女の

脚本家初デビュー作。 

 

 その他のお薦め作品 
 Jack Reacher: Never Go Back  

  （10月21日 アクション ★☆☆） 

  トム・クルーズ主演のJ・リーチャー2作目。 

 Allied （11月23日 ドラマ ★☆☆） 

  北アフリカとイギリスを舞台にしたスパイ映画。ブ 

ラッド・ピット主演。  

 Inferno （10月28日 スリラー ★☆☆） 

 映画“ダビンチ・コード”のラングドン教授トム・ハン

クスが戻ってきた！ 

 

あそぼーかい 

   初めてのちびっ子もお待ちしています。「あぞ

ぼーかい」は月に2回、平日1回と土曜日1回開催し

ています。 

   三水会センターのキッズルームへどうぞお気軽に

お越しください。 

   9月の「あそぼーかい」はまだまだ暑さが残る9日（金）

と、朝から澄みきった青空の10日（土）に開催されまし

た。夏休み明け最初の「あそぼーかい」には、新しいち

びっ子たちがたくさん遊びに来てくれました。 

 9月のテーマは言葉あそび“しりとり”と敬老の日。ち

びっ子たちとしりとり遊びで日本語を楽しみ、そして今

月の敬老の日にむけ遠方にいる祖父母へ思いを寄せ

ました。 

  

●はじまりのあいさつ 

トラお君、トラ子ちゃん

と初めて会うちびっ子

も多く、みんなキョトン

としていましたが、挨

拶のやり取りでニコニ

コ顔に早変わり。 

 

 

●お楽しみ「パネルシ

アター」  

“おかいものしりとり” 

クマの兄妹がママと一

緒にスーパーでお買

い物。兄妹はしりとりを

しながらお買い物の品

を探します。ちびっ子

たちも一緒に見つけて

くれました。 

（★★★＝超お薦め ★★☆＝お薦め ★☆☆＝いいかな） 

商工会新組織体制 
ヒューストン日本商工会    新年度を迎えて新たな組織体制となりましたので 

ご紹介致します。（敬称略） 

役職名：会長 

氏  名：薙野 太一（Mitsui & Co.(USA), Inc.） 

役職名：第一副会長（担当：六者交流会） 

氏  名：髙杉 禎（Mitsubishi Corporation (Americas)） 

役職名：副会長（担当：ジャパンフェスティバル＜副＞） 

氏  名：鈴木 一（Kuraray America, Inc. ） 

役職名：副会長（担当：文化委員長兼任） 

         文化委員長（担当：ピクニック＜主＞）  
氏  名：山下 俊二郎（Tokyo Gas America Ltd.） 

役職名：副会長（担当：ジャパンフェスティバル＜主＞） 

氏  名：本多 之仁（Sumitomo Corporation of Americas） 

役職名：幹事 

氏  名：木村 健洋（Mizuho Bank, Ltd.） 

役職名：会計幹事 

氏  名：峯山 裕二（Deloitte & Touche LLP） 

役職名：特命理事（担当：安全危機管理） 

氏  名：平澤 暢人（Marubeni America Corporation） 

役職名：特命理事（担当：他団体対応・日本庭園） 

氏  名：加藤 眞人 

（JGC Energy Development (USA) Inc.） 

役職名：特命理事（担当：対外交流） 

氏  名：久留 靖史   

（Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)） 

役職名：特命理事（担当：ジャパンフェスティバル＜副＞） 

氏  名：藤井 一彦（Kaneka North America LLC） 

役職名：特命理事（担当：ピクニック＜副＞） 

氏  名：福田 淳 

（Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.）  

役職名：広報委員長（担当：ガルフストリーム） 

氏  名：佐藤 大地 

（Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC)） 

役職名：企画調査委員長（担当：セミナー） 

氏  名：黒川 淳二 

（Japan External Trade Organization Houston (JETRO)） 

役職名：スポーツ委員長 

（担  当：テキサス会／ソフトボール） 

氏  名：蛭子 毅（Goodman Global Group, Inc.） 

写真出典：http://www.movienewz.com/doctor-strange/ 
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のDNA（遺伝子を構成する分子）に傷害をきたすことが知られ、またタバ

コの煙の中にはDNA傷害を及ぼす発がん物質が数多く含まれています。

細胞には、元来これらのDNA傷害を修復する機構が備わっていますが、

発がん物質に長期で暴露されると修復が追い付かず、やがてがん化の原

因となるような遺伝子変異が生じてしまいます。また、DNA損傷修復の機

構にはいくつかのタンパクが関与していますが、不幸なことに、これらのタ

ンパクの遺伝子に生まれながらに変異を持つ家系があります。この場合、

生涯の間に、細胞ががん化するような遺伝子変異を生じてしまう可能性が

非常に高くなります。世間的な話題にもなったのでご存知の方も多いと思

いますが、女優のアンジェリーナ・ジョリーはDNA修復に関わるタンパクの

一つであるBRCA1というタンパクの遺伝子に生まれながらに変異を持ち、

この遺伝子変異があると、乳がんや卵巣がんに罹患する可能性が非常に

高くなることがわかっています。そこで、予防的に乳房と卵巣を摘出する、

という選択をしたわけです。 

  さて、近年のがん研究における分子生物学の進歩は著しく、前述の、

細胞をがん化するドライバー変異が次々に報告され、これらの発見はが

ん治療の臨床も大きく変えてきています。従来のいわゆる抗がん剤は、細

胞分裂など細胞機能そのものを阻害しがん細胞の増殖を止めますが、こ

のような薬剤は正常細胞にも影響を与え、重篤な副作用につながります。

それに対して最近は、個々のがんで、そのがん化を決定づける特定のド

ライバー変異により生じるタンパクを標的として特異的に狙い撃ちし、その

機能を阻害する「分子標的治療」が可能となってきています。がん細胞が

このようなドライバータンパクに依存して生存している（このことをoncogene 

addictionと呼びます）のに対し、正常細胞ではその機能が阻害されても影

響が少なく、分子標的治療では副作用を最小限にすることが期待できま

す。実際、いくつかの分子標的薬が既に臨床で用いられ、優れた成績も

残しています。ここで注目すべきは、これまでは例えば肺がんとして一括り

にされていた病気も、分子レベル、遺伝子レベルで見ると、個々の患者さ

んで各々異なる機構でがん化している（ドライバー変異が異なる）、という

ことがわかってきたことです。例えば、肺がんの一部には、細胞増殖に関

連するEGFRという遺伝子に変異がありEGFRタンパクが過剰に働くことが

がん化の原因である（EGFR変異がドライバー変異である）患者さん達が

いることがわかったのですが、このグループにはEGFRを特異的に阻害す

る分子標的治療が著効します。正常細胞では、EGFRに細胞増殖を完全

に依存しているわけではないので、EGFRが阻害されても受ける影響は最

小限にとどまります。ところが、逆にこの薬剤は、同じ肺がんでも、EGFR変

異とは別の遺伝子ががん化の原因である患者さんには効果は期待できま

せん。その患者さんでは、肺がんの原因となっている別の分子を阻害する

必要があります。すなわち、分子標的治療は、個々の患者さんで病気の

原因である分子を解明した上で、それに応じた治療を提供する、「オー

ダーメイド治療」に他なりません。分子生物学が進歩した昨今では、この

オーダーメイド治療の概念は、がんに限らずその他の病気でも重要となっ

てきています。分子生物学の進歩とともに、医療は新しい時代に入ったと

いってもよいと思います。 

  以上がんの基礎的な話を、紙面の都合上非常に大雑把に、かつごく

一部だけを書かせていただきました。ここに書いた話はどの種類のがんに

も基本的には共通した概念ですので、皆様が今後、より専門的な話を聞く

際に少しでもその理解の一助となれば幸いです。 

第144回 
 

           が ん の 話  

  このページでは医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターにリレー方式でご登場頂き、健康と医療

についてお話して頂きます。 

 前回の浦岡直礼先生から呼吸器内科ご専門の川上正敬先生にバトンが移りました。 

  私は現在、MDアンダーソンがんセンターで主に肺がんの基礎研究に従事し

ています。日本ではもともと、肺を専門とした呼吸器内科医として肺がん臨床に

携わっていましたが、サイエンスとしての医学に徐々に心惹かれ、軸足を基礎

研究にシフトし、2013年に渡米し早いものでこの9月でちょうど3年になります。 

  このコーナーの過去タイトル一覧をざっと見ると、臓器ごとのがんや、治療法

の詳細についてなど、それぞれ専門の立場からの各論的な話が多いようなの

で、今回は、そもそも「がん」というのは生物学的に一体何なのか、というような、

より総論的な観点から「がん」について書かせていただこうと思います。 

  生物の細胞は基本的に細胞分裂することで成長していきますが、正常では

この過程はあらゆる機序で綿密に制御され、この制御には数多くのタンパクが

関わっています。タンパクはそれぞれの遺伝子をもとに生成されるのですが、

遺伝子は様々な原因で変異する可能性があります。遺伝子変異により、正常と

は異なる変異タンパクが生成されたり、あるいは正常なタンパクでもその量が過

剰となったり、またはその逆に必要量に満たないなどの状況となり、これにより、

例えば細胞分裂を促進するタンパクが過剰に働いたり、あるいは逆に、本来は

細胞分裂を抑制するタンパクがその機能を失い、細胞が無秩序に分裂、成長

し続ける状態になることがあります。この状態に陥った細胞が「がん細胞」です。

細胞のがん化の直接の原因となるこのような遺伝子変異を、がん化の機構を

「駆動する」ということでドライバー変異と呼びます。一方で、細胞はがん化する

と細胞内で遺伝子をとりまく構造が不安定になり、がん化自体が遺伝子変異の

原因となることがあり、こうして生じる遺伝子変異はドライバーに対して、がん化

の機構に乗ったただの乗客ということでパッセンジャー変異と呼ばれます。この

ドライバー、パッセンジャーの概念は、実はここ15年ほどで生まれた比較的新し

い概念で、がん研究では、それぞれのがんでこのドライバー変異を見つけ出す

ことが大きなトレンドの一つとなっています。 

  さて、遺伝子変異を起こす原因は様々あります。例えば紫外線は皮膚細胞

 次回は呼吸器外科の工藤勇人先生です。工藤先生はヒュース

トンには6月にいらっしゃったばかりですが、自分と同じ呼吸器を

専門とされていること、また学生時代の部活の関係で共通の知人

が数多くいることなどがあり、親しくさせていただいております。  

医師（現MDアンダーソンがんセンター博士研究員） 川上正敬  



日  時： 平成28年9月21日（水）11：30～12:55  

場  所： 住友商事社 会議室（10階） 

出席者： 名誉会長、名誉会員1名、理事委員10名、正会員代理1名、事務局長 

欠席者： 理事委員9名（うち会長委任8名、代理委任1名） 

司  会： 木村健洋 幹事 

１．商工会会長連絡 （本多之仁 会長） 

①本日、今年度最後の理事委員会となり、理事委員の皆様にはこの一年間ご支援を賜り深

く感謝申し上げる。10月からは薙野氏が新会長に就任されるにあたり、次年度もまた成功裡

に当会の運営を進めて行けるよう引き続きご協力をお願い申し上げる。                

②犯罪関係では、最近ニューヨーク州の爆破事件、ノースカロライナ州やオクラホマ州の銃

撃事件等がニュースで取り上げられており、当会でも総領事館と連携し、引き続き会員の皆

様の安全のために情報共有と注意喚起に努めていきたい。当地では、現在のところ日本人

が大きな事件に巻き込まれたケースは聞いていないが、車上荒らしやガソリンスタンドで給油

中に車中のカバンを持ち逃げされるといった被害も出ているのでご注意いただきたい。 

③ジカウィルスに関しては、その後フロリダ等で国内感染が報告されだしており引き続き注意

を要する。 

④日米協会のGalaが10月29日に開催されるにあたり、当会会員の皆様にも参加と寄付の依

頼が寄せられている。来年、再来年と当地日系社会にちなむ記念行事が重なるので、その

窓口を担う日米協会として御協力を仰ぎたい由。 

２． 総領事館連絡 （天野哲郎 総領事） 

①商工会の本年度の幹部の皆様に対しては、常日頃のご協力に感謝申し上げると共に次

年度の新体制の下でも引き続きご協力の程宜しくお願い申し上げる。 

②過去の9.11という悲劇的な事件も背景にあり、今回のニューヨークの爆破事件を踏まえて、

外務本省より全米の総領事館に対して在留邦人への注意喚起を行うよう指示が届いている。

当館も商工会と連携して引き続き在留邦人の皆様の安全確保のために努力していく所存であ

る。一般犯罪に関しては、銃に関する事件も頻発しており、皆様にはかかる当地の状況を踏ま

えた上で、危険な地区や場所は避ける，常に周りに注意を払う等の行動をお願いしたい。 

③アジア商工会主催のイベントでターナー市長と話をする機会があり、日本企業の進出や投

資について大きな関心を有していることが解ったので、同市長を公邸にお招きして意見交換

の場を設けることを検討中である。具体化した際には是非商工会幹部の方々にもお力添え

を賜りたい。 

④来年のジャパンフェスティバル、日本庭園開園25周年、千葉市との姉妹都市提携45周年

などの一連のイベントの際に日本よりVIPをゲストとしてお迎えできないか働きかけを行ってい

るところである。具体化した場合には、商工会の皆様にもご支援頂ければと考えているので

宜しくお願いしたい。 

３．特命理事・委員長任命 （木村健洋 幹事： 薙野太一 次期会長代理） 

 定款第五条第三項及び第五項に基づき、薙野次期会長が6名の委員長（うち1名が副会長

兼任）と特命理事5名を任命した。（詳細は、「2016-2017年度商工会組織図」を参照） 

４．新企画・調査委員長による部会長の任命 （木村健洋 幹事：黒川淳二次期企画・調査委

員長代理） 

 定款第五条第三項に基づき、黒川淳二次期企画・調査委員長が各部会に推薦された次

期部会長5名を任命した。（詳細は、「2016-2017年度商工会組織図」を参照） 

５．会計幹事報告 （峯山裕二 会計幹事） 

＊2015-2016年度 JBAH の着地見込みについて    

 10月度常任委員会決議を諮る前段階としての2016年9月期の財務見込報告があった。会

員増加による会費や名簿用広告費、六者交流会の剰余金による収入増加、他方、開催件数

減少による会議費の減額やパート従業員の期中退職による人件費の予算未消化等を主な

要因として、当期の決算見込みは約5万2千ドルの黒字となっている。ただし、当該見込み合

計には、今年度特別に修正予算として承認され拠出された日本庭園25周年記念事業への

支援金3万ドルも含まれている。 

＊2015-2016年度 JBAH Foundation の着地見込みについて    

 当初約4千ドルの赤字予算を組んでいたが、会員数増加に伴う寄付金の増加、予算に沿っ

た現地コミュニティーへの寄付金の支出により、当期見込み合計は黒字で約4千ドルとなる。 

６． 幹事報告 （木村健洋 幹事） 

＊2016-2017年度JBAH FoundationのDirector/Officer選出について 

 8月度常任委員会で選出された次年度の商工会役員7名は、次年度のFoundationのBoard 

of Directors(BOD)、ならびにOfficersも兼務していただく。同Foundationは、同意書による書

面決議により運営されているため、関係各位には次年度のOfficerと BOD選出に関する同

意書にご署名いただきたい。 

７． 第3回宇宙セミナー開催結果報告 （木村健洋 幹事： 久留靖史 対外交流特命理事

代理） 

 去る9月11日（日）に第3回の宇宙セミナーを開催し、23家族77名の方々にご参加頂いた。

午前中はスペースセンターヒューストンから出発するトラムツアーを行い、昼食を挟み、午後

はスペースセンターヒューストンの会議室で「宇宙飛行士のお仕事と安全のお話 ～大西飛

行士のミッションとこうのとりの紹介を交えて～」と題して、JAXA職員による講演を行った。今

年度に予定していた計3回の宇宙セミナーは以上により全て無事に終了し、皆様のご支援ご

協力に感謝申し上げる。 

８．ヒューストン日米協会Gala開催について （加藤眞人 他団体対応特命理事） 

 10月29日（土）にOmni Hotel にて「絆」というテーマで開催される予定。名誉ゲストとして小
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牧律子医学博士（MDアンダーソンがんセンター）をお迎えするほか、日立アメリカ社の

功績を表彰する。収益金は、同協会の活動及びテキサス州と日本との友好、交流、そし

て協力のために使われることになっており、目標額までまだ8万ドルを必要としているの

で、ぜひご支援いただきたい。 

９．新規入会申請について （木村健洋 幹事） 【承認事項】 

 定款第二条第二項に従い、下記の正団体会員3社と準会員2名の入会申請を全会一

致で承認した。 

＊正団体会員 

①Daido Steel (America) Inc.  申請者・責任者：渡邊 博之（わたなべ ひろゆき) 氏 

②FUJI OOZX AMERICA  Inc. 申請者・責任者：重光 俊明（しげみつ としあき）氏 

③HITACHI ZOSEN U.S.A. LTD. 申請者・責任者：奥村 重温（おくむら しげはる）氏 

＊準会員 

①申請者： アーミテージ ピーター（Armitage, Peter）氏  

 連絡先：Armitage and Associates, Inc..   

②申請者： ヤング前田美穂（ヤング まえだ みほ）氏  

 連絡先：Armitage and Associates, Inc..   

１０． 委員会・部会関連事項 

①企画・調査委員会 （木村健洋 幹事： 黒川淳二 企画・調査委員長代理）  

＊2015-2016年テキサス概況改訂進捗報告 

 例年、総領事館と JETRO の協力により発行している「テキサス経済概況」につき、本

文は隔年毎に、付表部分は毎年改訂することになっている。本年は付表のみ改訂をす

る年であり、現在、鋭意改訂作業を進めている。10 月中には作業を終え、改訂版を商

工会 HP に掲載する予定であるので、ぜひご活用いただきたい。 

＊「新残業関連法改正 ～最低賃金と時間違反における訴訟の増加～」講演会開催

案内   

 先月の常任委員会でご紹介した同講演会には、現在、22 名の参加申込をいただいて

いる。準会員の北川リサ美智子弁護士（北川＆イベート法律事務所）を講師としてお迎

えし、「新残業関連法改正 ～最低賃金と時間違反における訴訟の増加～」という演目

で、残業手当や Exempt 分類に関して改定される新 FLSA についてご説明いただく。締

め切りまでまだ時間があるので、お申し込みがまだの方は、是非ご出席いただけるようご

検討いただきたい。 

②スポーツ委員会  

＊第555回テキサス会「ユナイテッド杯」開催結果報告（峯山裕二 運輸・サービス・金

融・貿易部会長） 

 天気にも恵まれ、9月18日（日）にOakhurst Golf Club にて同ゴルフコンペを開催し、49

名にご参加いただいた。ユナイテッド航空様をはじめとする各種賞品のご提供者、また

ボランティアとしてご協力くださった皆様に感謝申し上げる。次回のテキサス会「商工会

会長杯」は、11月13日（日）にエネルギー部会が幹事として開催される予定であるので、

引き続きご協力をお願い申し上げる。 

③文化委員会 （木村健洋 幹事： 山下俊二郎 文化委員長代理） 

＊2017年ピクニックの開催日程と会場予約について 

 本年度5月15日に開催を予定していたピクニックは残念ながら雨天のため中止となっ

たが、来年度の開催日程と会場の確保を進めていきたい。会場である Jones Creek 

Ranch Parkの予約状況、共催者の日本人会様と当会の行事スケジュール等を考慮に入

れて検討した結果、2017年5月28日に開催する方向で会場に仮予約を入れた。新年度

に入り次第、会場側と本契約を締結し、Depositを支払う予定である。 

④生活・情報委員会 （大内裕子 生活情報委員長） 

＊生活情報委員会とショーイングジャパン合同ミーティング開催報告 

 去る9月14日に初めての試みとして同ミーティングを開催し、生活情報委員会に属する

「お助けマップ」、「読み聞かせの会」、「あそぼーかい」のほか、「Showing Japan」の代表

者たちが参加した。ミーティングでは、今年度の活動報告や次年度へ向けての年間予

定の見直しをし、連携を強化するため活動に関する情報交換や課題共有の機会を持っ

た。古本市に関しては、同委員会がボランティアを募集し、2017年2月4日（土）に開催す

る予定。男性のボランティアにもぜひご協力いただきたい。 

１１．事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

①新年度10月常任委員会・年次総会関連について 

 10月度常任委員会・総会の開催日が10月26日から21日に変更となった。詳細は後日

事務局より配信される開催案内をご参照いただきたい。年次総会においては旧理事委

員による年間活動報告を予定しているので、関係各位にはご準備をお願いしたい。 

②2016-2017年会議・行事予定について  

 次年度の会議と年間行事予定表は、近日中に商工会のHPに掲載される予定。2017

年1月25日の常任委員会は会場の都合により18日に変更される可能性があるので、12

月頃までに状況をアップデートさせていただく。今年度のイベントご担当者は、次年度

のご担当者に引継ぎを速やかに行っていただき、次年度の行事主担当の方は、事務局

と相談の上、日程確保にご協力いただきたい。 

③2016-2017年版会員名簿改訂作業の協力依頼について 

 新年度の会費請求と名簿改訂作業のために、会員登録数と会員情報の確認依頼

メールを先週配信した。本日現在、すでに約半数の会員が回答済みで、残りの皆様に

もぜひご協力をお願いしたい。 

 

 また射撃場に入るためには耳と目の防具が必要です。

通常これらは Range Fee に含まれます。ただ、私の経験

では射撃場で貸してくれるEar Muffs （耳の防具）は十分

でないことが多く、耳栓 (ear plug) をCVSなどで購入して

持って行くことをお勧めします。眼鏡を使用している人は

大丈夫ですがそうでない人はgoggleを貸してもらって使

用する必要があります。 

 さて、防具を身につけ準備が出来たら的 （target；一つ

は無料でくれるのが普通。）を持って射撃場(range)に入

ります。場所によってルールが若干違ったりしますが大

抵の場合銃はTarget以外には向けてはいけない。銃を

手渡ししてはいけない。つまり、銃を何人かでシェアする

場合、銃をテーブルにおいて射撃手を交代するということ。というのがどこでも共通

のルールのようです。RangeではTargetを移動式のクリップに取り付けてそれを自分

の好きな距離まで移動させて射撃を始めます。 

 ここでテキサスにおける銃に関する法規を少しご紹介します。 

 まず、自宅や自分の車の中では免許なしで銃を保持することができます。ただし年

齢制限があり、ライフル、ショットガンなどのいわゆるLong gunは18歳以上、拳銃は21

歳以上（ただし軍人であれば18歳でOK）。それ以外の公の場所に持参するために

は拳銃にかぎり免許 (License To Carry) が必要です。ライフルはこれも必要ありませ

ん。 

 銃を購入するためには免許は必要ありませんが、background check があり通常2週

間購入を待たされます。ただ前述のLicense To Carry を

持っていればその場で購入することが できます。

Houston市内のShooting Rangeではかなりの場所でこの

Licenseを取るための講習を行っていますのでご興味の

ある方はぜひ聞いて見てください。講習は一日で射撃

実技試験と法規の講習が半日程度となっており講習の

あとで試験があります。ここで大切なのはこの講習には

射撃の訓練は含まれません。つまりあらかじめ射撃訓練

をしてから講習を受けることが肝心です。 

以上簡単ではありますが銃に興味のある方のために

情報提供しました。米国では銃を持つ権利が保証され

ており日本とは銃に対する考え方がかなり違いますの

で、アメリカ人と話をするときはこのあたりも頭に入れて

置かれるのが良いでしょう。  

 皆様銃を手にしたことがおありでしょうか。さらに一歩進んで射撃をされたことはお

ありでしょうか。この記事を書いている現時点で Rio Olympicが開催されていますが、

射撃はその開催種目の一つになっています。 

 日本ではなかなかむずかしいと思いますがここでは非常に簡単に体験できますの

でご紹介したいと思います。射撃の練習場をShooting Rangeといいます。屋外と屋内

がありますが、屋外は広い土地が必要で当然ながらHoustonの街中では屋内施設し

かありません。 

 まずは場所情報から… 

■屋内施設 
 Athena Gun Club: 10814 Katy Freeway, Houston TX 77043 (713) 461-5900 
 Top Gun Range: 5901 Beverly Hill St, Houston TX 77057 (713) 779-4867 
 Memorial Shooting Center: 1106 Witte Rd, Houston TX 77055 (713) 984-9921 

■屋外施設（ほとんどKaty） 
 American Shooting Center: 16500 Westheimer Pkwy, Houston TX 77082  
                                          (281) 556-8199 

 上記以外にもインターネットで検索すればかなりたくさんありますが上記は私が個

人的に使ったところを紹介しています。どちらも拳銃・ライフルのレンタルがあり簡単

に練習できるようになっていますが、レンタルをする場合最低限の銃の扱い方を知ら

ないと貸してくれません。当然ながら安全を考慮してのことです。ですのでご興味の

ある方で銃を扱ったことがない人は知り合いで経験のある人と一緒に行くか、事前に

銃の扱い方を勉強してから行きましょう。 

 射撃練習の費用ですが、まず Range Fee（場所代$15程度）、銃のレンタル料 ($15-

$30)、Ammunition (弾代50個 $20程度)と言う感じで拳銃で100発撃つのに$70くらい

かかります。 

＃5 Shooting Range と 銃にまつわるお話  

Computerdojo.com  米元錦城  

 

■ Texas Renaissance Festivalって何？ 

 簡単に言えば期間限定でオープンするテーマパークの

ような場所。その名のとおりルネッサンスをテーマにしてい

るため、建物やスタッフの衣装などは中世を再現してい

て、パークに足を一歩踏み入れると中世にタイプトリップし

たような気分を味わえる。 

■ 行くなら仮装して行くべし？！ 

 ルネッサンスフェスティバルの醍醐味の一つ？が仮装。

パーク内はスタッフはもちろん、仮装した入場者がそこかし

こにいる。ペチコートで裾をたっぷりと膨らませた中世風の

ドレスを身に着けた女性や、グラディエーターばりに鍛え

上げた肉体を披露している男性など道行く人を眺めている

だけでも楽しめる。こういうイベントを思いっきり楽しむのが

アメリカらしいところだ。コスチュームは会場でレンタルする

ことも可能。もちろん仮装をし

なくても入場できる。 

■ 見る、遊ぶ 

 敷地内には、いくつかの劇

場があり、それぞれの劇場で

は歌や音楽、劇が一日を通し

て上演されている。入口で入

 ヒューストンの長く厳しい夏の暑さからやっと解放される頃、TVからは毎年恒例のTexas 

Renaissance FestivalのCMが流れ始めます。ルネサンスフェスティバルって、なんとなく興味は

あるけれど、どんな祭りだろう？．．．という疑問に少しでもお役に立てるように、ルネサンスフェスティバルの情報をお届けします。

（情報は2年前に行ったものを元に書いているので、今年行かれる方は公式サイトで詳細をチェックしてから行ってくださいね。） 

場料を支払えばどれでも

見放題。日本の某テーマ

パークのような長い待ち時

間もなく、好きな演目を気

軽に楽しむことができる。

また敷地の中央あたりに

はローマのコロッセウムを

模した大きな円形競技場

（The Hanlon-Lees Action 

Theater）があり、そこでは4か国（ドイツ、イギリス、スペイ

ン、イタリア）の騎士が馬に跨り武術を競い合う迫力ある

ショーが繰り広げられる。観客も4つの国々に分けられ、

各国の騎士を盛り上げるべく熱い声援を送る。大声を

張りあげて応援するうちに見ず知らずの隣の人ともなん

となく連帯感が生まれたり。こういうのもアメリカらしくて

楽しい。 

 劇場以外にも弓矢を射るゲームや中世の手裏剣を投

げるゲームなど日本の縁日のようなゲームコーナー、乗

り物が人力で動く遊園地、小動物に触れられるペット

ズーなどもあり、子供も十分に楽しめる。（ゲームなどは

入場料とは別料金のものもあるのでご注意を） 

写真借用サイト: https://www.texrenfest.com/, https://blogs.thegreensheet.com/tag/texas-renaissance-fest/ 

■ 食べる、買う 

 アメリカのお祭りの定番といえばターキーレッグ。

やはりここでも人気である。それ以外にもビーフ

ジャーキーや、フィッシュアンドチップス、珍しいもの

ではルイジアナ名物のアリゲーターのフライなども食

べられる。ビールやワインなどのアルコールも充実し

ている。 

 敷地内の通りの両側にはコスチュームやマスク、ア

クセサリー、革製品、ガラス細工などを売る店が立ち

並び賑わいを見せている。日本ではなかなか手に

入らないコスチュームやマスクをお土産に買うのもい

いだろう。 

 誌面スペースの関係上、すべての情報を掲載する

ことができませんが、これ以外にも多くのアトラクショ

ンが用意されているので、ぜひ一度足を運んでみて

はどうでしょうか。「百聞は一見に如かず」 ご家族で

楽しい時間をお過ごしください。 

Texas Renaissance Festival 

        （10月8日～11月27日 9：00～20：00） 

公式ホームページ  

https://www.texrenfest.com/ 



Gulf Stream 

 本多前会長を引き継ぎ、10月よりヒュー

ストン日本商工会会長を務めさせて頂き

ます米国三井物産の薙野です。 

 2014年7月にヒューストン支店に着任致

しました。弊社内では米州のエネルギー・

ビジネスと、テキサスをはじめとする南部

州の地域を担当しています。これまで数

度出張でヒューストンの地を踏むことはあ

りましたが、駐在としては初、すべてが新

鮮な経験で、漸く落ち着いてきたなと思ったらアッという間に2年強が過ぎており、本

当に驚くばかりです。 

昨今のエネルギー価格の下落がグローバルに変化をもたらし、世界のエネル

ギー･石油ガス化学の拠点であるヒューストンにも大いに影響しています。他方、テ

Gulf    Stream 12 

発      行 ： ヒューストン日本商工会 

発行責任者 ： 薙野 太一 
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ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

1 

１...新会長挨拶・UNITED杯 

２...商工会理事委員会議事録 

３...会員消息／会社紹介 

目 

次 

４...商工会新年度体制紹介 

５...駐妻のヒューストン日記 

６.７  親善ソフトボール大会 

８...宇宙セミナー 

９...シネマ情報／ピーカンキッズ 

１０...テキサス・メディカル最前線 

キサス州は Forbes誌で最もビジネス環境が整った州として常に上位にランク

されており、なかでもヒューストン圏は、人口全米第四位で且つ高い増加率

を維持していますし、またエネルギー産業･石油ガス化学産業だけではなく、

製造業・サービス業はじめ多様化し成長してきた歴史と蓄積は都市としての

懐を深くしていて、ビジネスの場や市場として産業界からの注目を逸らすこと

はありません。 

それに呼応し、当商工会も今年8月現在で正団体会員企業、会員総数は

それぞれ109社、747人に上り、過去最高レベルを更新しています。当商工

会も2017年に50周年を迎えますが、会員数の増加に伴い日系企業間の相

互援助･親交、日本語補習校運営母体をはじめとする当商工会の趣旨と活

動はますます重要性を増していると思います。その様ななかで、改めて本多

前会長のご尽力・ご貢献にこの場を借りて感謝申し上げると共に、そのバトン

を受け当商工会の発展に少しでも貢献出来る様尽力して参りたいと思いま

す。皆様のご支援をどうぞ宜しくお願い致します。 

いよいよ米大統領選挙も終盤戦、こと、ヒューストンでは来年2月にSuper 

Bowl開催、またハーマンパーク日本庭園が開園25周年を迎える等色々な

大イベントが目白押しですが、この様な時期にこの地ヒューストンで皆様とご

一緒するご縁に感謝申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。 

 商工会が支援している第27回目のヒューストン-ダラス小中高生親善ソフトボール大会が9月4日にMcInnish Park (Carrollton,TX)にて開催された。 熱戦の様子は6,7頁に  

By 
Kumiko 

No.102 

 

community for a festival that will reflect the 
Egyptian culture in a positive manner while 
giving back a percentage of proceeds to various 
non-profit organizations.  
http://egyptfesthouston.com/ 
■Oct 30  Annual Halloween Boo Bash for Kidz 
@ Traders Village (7979 North Eldridge Road 
near Highway 290) 281-890-5500  The first 250 
kids to arrive in costume will get a special gift 
from Traders Village. Only $4 to admission with 
the parking.  
http://tradersvillage.com/houston/events/17th-
annual-boo-bash/  
■Nov.3-6: International Quilt Festival  
@ George Convention Center. With its interest-
ing spread of quilting machinery, threads, sew-
ing tools, antique quilts and such others makes 
for one of the world’s best quilt and bedding 
textile show.  $12 adults/$9 seniors & students 
Children 10 and under free.  
http://www.quilts.com/index.html 

講演会のご案内 

編  集  後  記 

10月より、商工会も新年度が始まりました。 

今号のガルフストリームは、「新会長のご挨拶」、「ダラス

戦(ソフトボール)報告」、「第555回テキサス会報告」、「商工

会議事録」、「会員消息」、「商工会新組織体制」で写真入

りでの新役員・特命理事・常設委員長・常設部会長一覧、

「駐妻日記」、「ダラス戦(詳細)」では各チームの詳細報告

を見開きで、9月11日に開催された「第3回宇宙セミナー報

告」、「シネマ情報」、「ピーカンキッズ」、「テキサスメディカ

ル」、「課外活動(Shooting Rangeと銃)」、「ルネッサンスフェ

ステ ィバル」、そ して「ヒューストン知っとん」、「Houston 

Walker」、講演会「新残業関連法改正」のご案内になりま

す。 

今月末はハロウィーン。レイアウトの方が今号はハロ

ウィーンテイストのかわいい感じにしてくださいました。ま

た、今号より商工会のロゴが表紙にも加わりました。ロゴも

いろんなイベントで活用いただければと思います。また、11

月6日(日)には夏時間も終わりですね。編集委員では、サ

ンクスギビングやクリスマスや年末年始も意識されてきてい

ます。商工会が新年度に入ったばかりなのに、なんとなく

不思議な気持ちです。とはいえ、旅行などの準備は、そろ

そろ始める時期かもしれません。さて、前号で載っていな

かったのは、「会社紹介」でした。前号はタイミングが合わ

なかっただけで、商工会の参加会社は増えているとのこ

と。皆様、今年度も、「ガルフストリーム」を宜しくお願い申し

上げます。                     （佐藤大地） 

Japan Business Association of Houston 

 新会長就任のご挨拶 
米国三井物産  薙野 太一 

 

 

第555回テキサス会開催 
 9月18日（日）、第555回テキサス会「ユナイテッド杯」がヒューストン北東の

Oakhurst Golf Clubで開催され、総勢49名が参加されました。当日の朝は、夏

の暑さが少し衰えてきたように感じたものの徐々に暑さが増し、正午ごろにはさ

すがヒューストンと舌を巻くような気温となりましたが、一日を通して快晴の中で

プレーすることができました。8:00より12組のショットガンスタート、ダブルペリア

方式で行なわれました。 

 今回大会では、TOMOE ENGINEERING USA INCの杉浦様が圧巻のプ

レー、グロス77、ネット69.8で「総合」及び「男子」の2部門でみごと初優勝、また

ベストグロス賞も受賞されました。 

 「前回、前々回のコンペでは2大会続けての準優勝と悔しい気持ちがありまし

た。また本年中に帰任することもあり、一度はこのような大きな大会で優勝して

おきたいと願っておりました。この555回の語呂のいい本大会で目標が叶い光

栄です。」とのコメントを頂きました。その後、本大会の幹事である峯山様より、

優勝商品ユナイテッド航空社の往復航空券が進呈されました。 

 また女性の部では7名が参加され、JAPAN MACHINE TOOLS, CORPの山

地様がグロス79、ネット74.2で優勝されました。山地様は他にドラコン賞を2つ、

ニアピン賞を2つ獲得され、手に持てないほどの商品を獲得されました。11

番ホールでは、ホールインワンまであと一歩というようなスーパーショットも

披露されました。 

 商工会会員各社様、日本人会の皆様、日系スーパー、レストラン様など

多数の方々より、沢山のご寄付を頂きましたことを厚く御礼申し上げます。

お陰様で殆どのプレーヤーの方が賞品をお持ち帰りになることが出来、改

めて素晴らしい大会だと実感いたしました。 

 次回の第556回テキサス会は今度こそ暑さが和らぐだろう秋（11月）に予

定しておりますので、引き続き多くの方にご参加頂きますよう宜しくお願い

致します。怪我や事故もなく安全にこのような大会を運営できた事、ご参加

頂いたプレーヤーの皆様、また幹事の皆様に感謝申し上げます。 

１１...課外活動／ﾙﾈｯｻﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

１２...知っとん物語・講演会告知 

１２...Houston Walker・編集後記 

■Set 26～Pumpkin patch @ Dewber ry farm 
 (Dewberry Farm 7705 FM 362 Brookshire, TX 77423) 
281-934-3276 Children 2 and under: FREE General 
Admission Kids (age 3-54) $12 Seniors 55+ $8  
www.dewberryfarm.com  
■Oct 8 - Nov 27: Texas Renaissance Festival (21778 
FM1774 Plantersville, TX 77363) 1800-458-2391 $24 
through the online purchase. Kids (12 and under) free on 
Sundays. www.texrenfest.com,  The sights, sounds, tastes 
and beauty of the 16th century come alive for eight spec-
tacular weekends.   
■Oct 13-15: Fiesta Italian @St. Thomas University Ex-
perience Italy in the Heart of Houston on the grounds of 
the University of St. Thomas. Ticket: $8 adult, children 
12 and under free.  http://houstonitalianfestival.com/ 
■Oct 29:  Houston Egyptian Festival @ Discovery Park 
$10 for Adults, Children 12 and Under are free. To unite 
the families, local leaders, and business owners for the 

テーマ： 「新残業関連法改正 ～最低賃金と時間違反における訴訟の増加～」 

日 時： 平成28（2016）年10月20日（木） 2：00 pm ～3：30 pm 

会 場： United Way of Greater Houston CRC オーディトリアム 

 （50 Waugh Drive, Houston, TX 77007）     

講 師： 北川 リサ 美智子 弁護士 

                   (California州, Texas州, New York州, Georgia州弁護士資格保有 ) 

 北川＆イベート法律事務所 www.JapanUSLaw.com  

略 歴： 東京大学研修。京都大学法学修士。米国弁護士協会会員、米国連邦最高裁判所認

定弁護士。法律家ランキングで権威あるマーティンデール・ハベル社の法的能力・道徳性の評価

において、上位5%以内の優秀な評価を獲得。California州、Texas州、Georgia州及びNew York

州の4州の弁護士資格を所有しており、多くの在米日系企業の顧問を担当。  

お申込み及びお問合わせ：  

       ヒューストン日本商工会事務局 Tel. (281) 493-1512  Email: assist@jbahouston.org 

 

 ジェトロヒューストン事務所・商工会共催による講演会が下記
のとおり開催されます。皆様のご出席をお待ちしております。 

12651 Briar Forest Drive, Suite 105 Houston, TX 77077   TEL: (281) 493-1512  
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