
塁打、これでノーアウト2、3塁。ここで6番バッ

ターの古川がライト前にヒット。ダラスの守り

のミスもあり、2点追加。フライが続き2アウト。

その後、“ソフトは2アウトから”のお手本のよう

に、9番バッターの奥原がランニングホームラ

ン（本人生まれて初めて）を打ち、2点追加。

結局7回表に5点を追加得点。 
7回裏の守りに入る前に、浅野監督から、「最

後まで安心するな！」の声。それに応えるよ

 試合前は各選手かなり緊張気味で、緊張を紛らわすため

に、自主的に練習をしたりしていた。男子B-Jr. 男子Bが負け

てしまったことで、Aチームが勝たないと3タテでダラスに負け

てしまうというのは、みんな口には出さないけれど、心のなかで

同じ気持ちを持っているようだった。 

 試合は緊張感あふれる好ゲーム。6回裏までの得点は、4回

表に赤松（弟）の三塁打と、続く3番バッター荻島がセンター前

にタイムリーでの1点のみ。その裏にはダラスに1点を取られ、

同点で最終回7回表へ。試合中には、両チームのコーチから、

「エラーをしたほうが負けるぞ！」と掛け声がかかる緊張感ある

試合展開。      

 最終回、浅野監督から、「1点でも点数を入れるとこの試合勝

てるぞ！」との檄。7回最初のバッターボックスは荻島。今まで

調子が悪かったが、それを挽回する流し打ちのライトオーバー

のランニングホームラン。これで選手たちにスイッチが入り、4
番キャプテンの岩崎が気合の内野打、5番岡崎がライト線に二
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ライブ音楽 

(Metal, Rock & Pop) 
House of Blues Houston 888-402-5837 
Oct. 15, 8pm: Metric 
Oct. 15, 9pm: Father John Misty with La Sera and 
Jeffertitti’s Nile 
Oct. 18, 9:30pm: Matt Wertz 
Oct. 19, 9pm: Matt & Kim 
Oct. 20, 8:30pm: Texas Tease-A-Thon 
Oct. 20, 11:30pm: The Masquerade 
Oct. 22, 10pm: Matthew Dear with Light Asylum 
Oct. 23, 9pm: Rodriguez 
Oct. 25, 8pm: Galactic & JJ Grey and Mofro 
Oct. 26, 9pm: The Temper Trap 
Oct. 27, 7:30pm: GWAR 
Oct. 28, 9pm: Justice 
Oct. 30, 8:30pm: The AP Tour Featuring Miss May 
I, The Ghost Inside, and Special guests 
Nov. 1, 8:30pm: Delta Spirit 
Nov. 1, 7pm: Alesana 
Nov. 3, 7:30pm: Taking Back Sunday 
Nov. 3, 9pm: Macklemore 
Nov. 6, 7pm: All Time Low 
Nov. 11, 8pm: Gaelic Storm 
Nov. 12, 8pm: Joshua Radin 
Nov. 14, 8:30pm: The Wailers 
Nov. 15, 8:30pm: Asia 
Nov. 16, 9pm: Great White 
Nov. 20, 8pm: Matisyahu 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Oct. 27, 8:30pm: Ian Anderson   
Oct. 28, 7:30pm: Alanis Morissette 
Oct. 30, 8pm: The Script  
Nov. 4, 8pm: A$AP Rocky   
Nov. 7, 8pm: Jackson Browne 
Nov. 9, 7:30pm: Snow Patrol & Noel Gallagher’s 
High Flying Birds 
Toyota Center 713-758-7200 
Oct. 20, 7:30pm: Red Hot Chili Peppers 
Oct. 24 & 25, 8pm: Madonna 
Oct. 30, 7pm: Justin Bieber 
Reliant Park 800-745-3000 
Oct. 30, 7pm: Twins of Evil Tour 
Miller Outdoor Theatre 281-373-3386 
Nov. 10, 7:30pm: David Broza 
(Soul, R&B & Jazz) 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Oct. 20, 8pm: Norah Jones   
Nov. 10, 8pm: John Legend 
(Classic) 
Jones Hall 713-224-7575 
Oct. 18& 20, 8pm: Lang Lang Plays Beethoven  
Oct. 21, 2:30pm: Lang Lang Plays Beethoven  
Oct. 25&27, 8pm: Berlioz’ Symphonie fantastique  
Oct. 26, 7:30pm: Berlioz’ Symphonie fantastique  
Oct. 28, 2:30pm: Berlioz’ Symphonie fantastique  
Nov.1&3, 8pm: Tchaikovsky’s 5th 
Nov.4, 2:30pm: Tchaikovsky’s 
Nov.16&17, 8pm: Beethoven & Liszt 
Nov.18, 2:30pm: Beethoven & Liszt 
Nov.23&24, 8pm: Bond and Beyond 
Nov.25, 7:30pm: Bond and Beyond 
Toyota Center 713-758-7200 
Nov.28, 7:30pm: Andrea Bocelli 
(Latin) 
Toyota Center 713-758-7200 
Oct. 26, 8pm: Vicente Fernandez 
(Country and Folk) 
The Cynthia Woods Mitchell PavilionOct. 26, 
7pm: Jason Aldean 

(Rap/ Hiphop) 
Reliant Park 800-745-3000 
Nov. 24, 7:30pm: Wiz Khalifa 
(World) 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Nov. 11, 8pm : Celtic Thunder 

Alley Theatre (615 Texas Avenue) 713-220-5700 
www.alleytheatre.org 
Death of a Salesman (~Oct. 28) 
Hobby Center (800 Bagby) 800-952-6560 
www.thehobbycenter.org 
Jekyll & Hyde (~Oct. 21) 
Main Street Theater – Chelsea Market (4617 
Montrose Boulevard) 713-524-6706 
www.mainstreettheater.com  
Life Is a Dream (~Oct. 21) 
Duck for President (~Oct. 26) 
Stages Repertory Theatre (3202 Allen Parkway) 
713-527-0220 www.stagestheatre.com 
2 Pianos 4 Hands (~Oct. 28) 
Wortham Theatre Center – Brown Theatre – 
Houston Grand Opera (501 Texas Avenue) 713-
546-0200 www.houstongrandopera.org 
La bohéme (~Nov. 10) 
The Italian Girl in Algiers (Oct. 26~Nov. 11) 

<The Museum of Fine Arts Houston>  
(713-639-7300 visitorservices@mfah.org 
www.mfah.org 木曜は入場無料) 
@Audrey Jones Beck Building 
*American made: 250 years of American Art at the 
Museum of Fine Arts, Houston  -Jan.1 2013 
*Constructed Dialogues: Concrete, Geometric, and 
Kinetic Art from Latin American Art Collection –
Jan.6 2013 
@Caroline Weiss Law Building 
*Scandinavian Design  -Jan.27, 2013 
*Jennifer Steinkamp   -Jan.1 2013 
@Glassell School of Art       
*There is no archive in which nothing gets lost  -Nov.25  
<Contemporary Arts Museum Houston>
(www.camh.org) 
*Perspectives 179-Alvin Baltrop: Dreams Into Glass 
-Oct 21 
*Jane Alexander:(Surveys)  -Nov.4 
*Your Land/My Land: Election’12    -Nov.6 
<Houston Museum of Natural Science> 
(713-639-4629 www.hmns.org) 
*Gems of the Medici   from Oct.26 
*Maya 2012: Prophecy Becomes History Oct.26～ 
*Gemstone Carvings 
<The Menil Collection> 
(713-525-9400  http://www.menil.org  入場無料 
Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm) 
*Silence    -Oct.21 
*Dear John & Dominique: Letters and Drawings 
from the Menil Archives  -Jan.6 2013 
*Class Oldenburg: Strange Eggs   - Feb.3 2013 

NFL/Houston Texans @ Reliant Stadium (http://
www.houstontexans.com) 
Oct. 21 (Sun) 12:00pm Baltimore Ravens 
Nov. 4 (Sun) 12:00pm Buffalo Bills 
Nov. 18 (Sun) 12:00pm Jacksonville Jaguars 
MLS/Houston Dynamo @ BBVA Compass 
Stadium (http://www.houstondynamo.com) 
Oct. 20 (Sat) 6:30pm Philadelphia Union 
Oct. 23 (Tue) 7:00pm Olimpia 

劇・エンターテインメント 

美術 

スポーツ 

その他のイベント 

７...ソフトボール観戦記 

８...婦人部便り・補習校次年度案内 

９...テキサス・メディカル最前線 

１０...食ぅすとん・知っとん物語 

１１...Travel in the U.S.A. 

１２...Houston Walker・編集後記 

４...人事雇用関係セミナー 

５...会社紹介・現地校体験談 

６...ソフトボール観戦記 

１...商工会新会長ご挨拶 

２...商工会理事委員会議事録 

３...会員消息・テキサス会 

ヒューストン日本商工会 会長就任ご挨拶ヒューストン日本商工会 会長就任ご挨拶ヒューストン日本商工会 会長就任ご挨拶   
米国三井物産株式会社   岡野 夏井 

て見直されつつあることを感じます。一方、会員あっての商工会で

すが、前身のヒューストン貿易懇話会の設立1967年から45年を経た

中、商工会の位置づけも時の環境変化とともに、会員皆様方の

ニーズに応えていない点もあるのではないかと感じることがありま

す。こうした商工会の立ち位置に就きましても、今後皆様の声に耳

を傾け協議をしていきたいと思います。 
 私は昨年4月末にニューヨークからの異動でヒューストンに着任。

当地での生活は未だ1年5ヶ月です。ニューヨークから転勤の際、娘

の米人保護者仲間から「え、テキサスに引っ越すの！」とやや揶揄

するような笑みで送られましたが、いざ居を構えると住みやすい環

境に家内ともどもヒューストンの日常を大変にエンジョイしています。

雪かき不要の暖かさ・懐にやさしい物価水準・隣人達の人懐っこさ

に、我が家にとってはずっとHomeにしたいと思える街です。 
 宮仕えの身、残念ながら限られたヒューストン駐在期間ではありま

すが、商工会を通じての皆様とのご縁、巡り合いを大切に致し度い

と存じます。 
 この1年のご支援をよろしくお願いいたします。 

男子Aチーム（総領事杯）観戦記  

熱い戦いの続きは６－７ページに・・・ 

男子Ａチーム 

うに、選手たちは最後まで緊張感を維持

し、7回裏を0点におさえ、6対１でダラスに

勝利。浅野監督はヒューストン補習校チー

ムの監督4年目にて初勝利。当日夜は、お

いしいビールをいただけたはずです。  

                  （大瀧 英樹） 

 皆様こんにちは。米国三井

物産の岡野でございます。 
 こ の 度 2012-2013 年 度 の

ヒューストン日本商工会会長職

を拝命いたしました。このような

大役を仰せつかるには、まこと

に微力でございますが、役員

各位ならびに会員皆様のご助

言、ご協力をあおぎ、頑張って

まいります。どうぞよろしくお願

い申し上げます。 
 さて、近年の米国オイル＆ガ

ス開発伸張をきっかけとした米

国産業復興の兆しに、メッカとなるヒューストンは米国経済牽引の中

心地として、地域総生産・雇用増加何れも全米トップ水準の数値を示

しております。こうした当地のビジネス機会拡大に呼応するように、当

商工会の会員数もこの1～2年緩やかに増加しております。本拠地を

同じくする日系企業のネットワークとしての商工会の存在が、あらため

Oct. 20-21 Pet Festival @Old Town, Spring.  
Admission  is  free.  foods,  contests,  unique 
stores,  friendly  doggies  on  street!!   http://
www.oldtownspring.com/events.htm 
Oct. 6 – Nov.25  Texas Renaissance Festival 
in Plantersville テキサスにいながらルネッサンス

時代にタイムトリップしてみませんか？チケットは

日 に よ っ て 値 段 が 違 い ま す。詳 し く は http://
www.texrenfest.com/  
Oct.  27  Texas  Mushroom  Festival 
@MADISONVILLE TX  different  kinds  of 
mushrooms  including  SHIIITAKE!  http://
www.texasmushroomfestival.com/ 
Sep.26 –Nov.  4  Ghost  Walk  (Downtown, 
Houston) by Discover Houston Tour. $15. こ

ちらのツアー(徒歩)は大人のみになります。ヒュー

ストンのダウンタウンにあるレストラン、バー、ホテ

ルそれぞれにまつわる伝説、過去にあった奇怪な

出来事などをなどを歩きながら、発見することがで

きます。www.discoverhoustontours.com/ 
Oct.  15-16 Wings Over Houston Airshow 
@Ellington Field, Houston, Texas Produced 
by the Commemorative Air Force. エリントン空

港で開催される航空ショー。飛行機のエアー

ショーと地上展示があり、地上展示の飛行機は機

内を見ることもできます。：チケット又は詳しくは 

http://www.wingsoverhouston.com/ 

編  集  後  記 
 
 引き続き編集委員長をすることになりました、宜しく

お願い致します。 

 と言いながら、委員長、今月は所用があって編集会

議に出ていません。ただ、それでも何事もなくGulf 
Streamは出来上がっていきます。ずっと当誌の編集

に携わってこられている委員の方々の熱意と御尽

力にはいつも感謝しております。 

 さて編集後記には何を書こうかと、原稿をぱらぱら

見ていますと、石井さんの記事が目に留まりました。

さ来週サンアントニオに出張なので、校正するときよ

りもしっかりと読んで、River Walkに行くことに決め、

事務所の秘書からも情報を取って、準備は万端。今

月は読者に徹してしまいました。             (市川 真) 

 日本との文化、習慣の違いに驚いた人事雇用セミ

ナー。郷に入っては郷に従え、ルールを守ることが自

分を守ることになる。そういえば先日、大道の並びの

イタリアンベーカリーのおじちゃんが「週末、たくさん

の日本人がうちの外のテーブルでタバコを吸ってい

るんだよ。自慢のエスプレッソも買わずにね」と言っ

ていた。知らず知らずルール違反をしがちな“外国

人”だからこそ、万国共通の小さなマナーから気をつ

けようと思う。                 （藤岡博子） 

 遂に2012年のアメフトシーズンが開幕しました！メ

モリアルパークへゴルフの練習に行ったはずなの

に、いつの間にか隣接するお店でテキサンズの試

合をテレビ観戦していました。未だ完成度が低いプ

レーが散見されるものの、開幕2連勝。ラウンドを終

えてお店に入ってくるなり、「今日、テキサンズは

勝ったの？」と試合結果が気になってしょうがないゴ

ルファーもいました。スーパーボウルに向けてGO 
TEXANS！！！               （松本晋） 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 
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石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 

 1851年にロンドンで初めて開催された万国博覧会。これまでに万博が行わ

れた場所は、パリ、ウィーン、シドニーなど、その国の中心都市であるだけで

なく、観光都市としても名高い。ニューヨークを始め、アメリカ国内には10箇所

ほどあるのだが、テキサスにもそのうちの一つがある。人口では州第二の都市

で、毎年1,000万以上の人が訪れる全米有数の観光都市サンアントニオだ。

古くからメキシコやスペインなど多くの国の文化の影響を受け、異国情緒あふ

れるこの町の魅力をご紹介したい。 
 サンアントニオでまず目を惹くのは、へミスフィアパーク内にあるTower of 
the Americasという塔だ。パリのエッフェル塔、大阪の太陽の塔のように、万博

を機にランドマークとなった建物だ。サンアントニオ市内を俯瞰したり、どこま

でも延々と続くテキサスの大地を望むのに最適の場所なので、観光の最初や

締めに上るといいだろう。しかし、

サンアントニオの観光の拠点は、

なんと言ってもダウンタウンにあ

る The  Alamo（ア ラ モ 砦）。こ こ

は、テキサスの歴史を語る上で

最も重要な戦争が起こった場所

で あ る。1835 年、メ キ シ コ 領 土

だったテキサスに「アメリカ」から

入植した人たちは、メキシコの政

策を不服としてその支配から独

立すると宣言し、戦争が始まっ

た。翌36年、サンタ・アナ将軍率いる総勢4,000人のメキシコ軍に対して、テキ

サス側はアラモ砦のわずか189人。13日間の攻防の末全員が戦死したが、そ

の決死の戦いはメキシコ軍に大きなダメージを与え、その後サム・ヒューストン

率いるテキサス軍が勝利をおさめ、テキサスの地はアメリカ合衆国となった。

189人の兵士の名が刻まれた壁をじっくりと眺めているアメリカ人の姿を見て

いると、アラモが自由・誇り・愛国心を象徴する場所なのだ、と改めて感じる。

戦いの舞台になる前は伝道教会であった建物の内部には兵士たちの遺品が

展示され、付属のミュージアムではアラモやテキサスの歴史を学ぶことができ

る。また、アラモ砦のすぐ隣には、歴史と伝統を誇るMenger Hotelがある。南

北戦争を戦ったリー将軍やシャーマン将軍、歴代の大統領らが宿泊した格式

あるホテルながら、気軽に立ち寄り中庭やギフトショップなどをのぞくことがで

きる。少し俗っぽいが、周辺にはたくさんのギフトショップやミュージアムがあ

り、多くの観光客でにぎわっている。 
 サンアントニオらしい風景といえば、River Walk（スペイン語ではPaseo del 
Rio）もある。一般道路より一段下に建設された約3マイルの川沿いの散歩道

は、独特の雰囲気。岸辺にはカラフルなレストランがずらりと立ち並び、お店

をのぞきながらそぞろ歩くのも楽しいし、一周約40分のリバーボートに乗っ

て、川から岸辺を眺めるのもおつなもの。木漏れ日が川面をきらきらと輝かせ

る昼間も美しいが、最もにぎわいを見せる夜もいい。深夜までライトアップされ

た岸辺には多くの観光客が行き交う。屋形船さながらに、リバーボートに乗っ

てディナーを楽しむのもよし、ディキシーランド・ジャズなどの生演奏を聞きな

がら食事するのもよし、どこからともなく漂ってくるバーベキューの香りもテキサ

スらしい。しかし、サンアントニオといえばTEX-MEX（テキサス風メキシコ

料理）ははずせないだろう。River Walkにも多数あるが、Acenarというレ

ストランは適度におしゃれ、適度にカジュアルで、料理もおいしいのでお

薦めだ。 
 メキシコやスペインの影響だけでなく、ダウンタウンの南側には、19世

紀にドイツ人が住み始めたKings William Historic Districtという閑静な

エリアがある。そこには、地元の人や観光客に大人気のGuenther House
がある。1860年代製粉工場を創業したドイツ人のお宅が今では当時の

歴史を語るミュージアム兼レストランとなり、朝7時からオープンしている。

週末ともなると、日当たりの良いパティオのテーブル席は1時間待ちのこ

とも。待ち時間にミュージアムや庭が見られるし、ふんわりとやわらかい

バターミルク・ビスケットや自慢のキッシュ料理は本当に美味しいので、

待つ価値は十分にある。 
 歴史に興味がある方な

ら、郊外のミッション・トレイ

ルを訪ねるのもいいだろ

う。ミッションとは、先住の

インディアンをキリスト教に

改宗させることを任務とし

て18世紀にスペインから

やってきたフランシスコ会

修道士の伝道の場。4つの

ミッションは貴重な歴史的

建造物として公開されてい

るとともに、今も地元の人

の教会として利用されている。最古のミッションMission Conceptionで

は、日曜のお昼にMariachi Mass（マリアッチ・ミサ）という独特なメキシコ

風のミサが行われて、観光客でも参加することができる。古い素朴な石

造りの教会で聞くトランペットとギターの演奏は、なぜだか心に染み入

る。 
 サンアントニオには、家族で楽しめる場所もたくさんある。全米第3位の

規模を誇る動物園San Antonio Zoo & Aquarium や、世界最大級の

シー・ワールドSeaWorld San Antonioなど、テキサス・サイズのアミューズ

メント・パークが充実している。そして10月末からはサンアントニオで最も

人気のあるスポーツ、バスケットボールが始まる。NBAのSan Antonio 
Spursはプレーオフ常連の強豪チームで、地元で絶大な人気を誇る。

ヨーロッパや南米など外国出身の選手も多く、国際色豊かなチームだ。

この都市を訪れる前に、試合のある日をチェックしておきたい。  
 サンアントニオは、歴史的に様々な意味で国際都市なのだと私は思

う。スペインからの伝道師のやってきた18世紀、メキシコ人とアメリカ人が

争った19世紀、産業の発展の著しかった万博の20世紀、そして世界中

から観光客のやってくる今。テキサスの中で、いや、アメリカの中でも劇

的なまでの運命を辿って来たこの場所は、2－3日かけてじっくりと見て

みたい。昔も今も変わらず燦燦とふりそそぐテキサスの太陽を浴びなが

ら。 

The Alamo 

 

San Antonio, Texas 

The Alamo - Crockett and Travis 

Misson Trail 

River Walk 

Guenther House  

Tex-Mex 

国際観光歴史都市 国際観光歴史都市 国際観光歴史都市    

サンアントニオサンアントニオサンアントニオ            

日  時：平成24年9月19日（水）11：30～13：15 
場  所：住友商事社 会議室（10階） 

出席者：名誉会長、理事委員12名、正会員1名、次期幹事、事

務局長  

欠席者：理事委員8名（会長委任8名） 

司 会：竹田直樹幹事 

１．商工会会長連絡（上野真吾会長） 

現体制での最後の会議となったが、一年間に亘る各位の献身

的な貢献をいただいたお陰で全ての行事・会議を滞りなく終

了できたことに感謝を申し上げる。10月からの新体制でも引

き続き商工会活動を盛り立てるべくサポートしていきたい。 

２．総領事館連絡（山本条太総領事） 

山本総領事より下記4点の連絡があった。 

①商工会現執行部への活動支援への謝意 

②商工会新執行部への今後の経済各団体・外国系商工会との 

 交流希望について 

③日米草の根交流北テキサス・サミットの開催報告 

④当地を含む全米での中国の日本に対する抗議行動の説明と 

 注意について 

３．特命理事・委員長任命（岡野夏井次期会長） 

商工会会則第五条第三項及び五項に基づき、岡野夏井次期会

長が7名の委員長（内1名が副会長兼任）と特命理事3名を任命し

た。【詳細はJapan Business Association of Houston Organizational  
Structure（商工会組織図）を参照】 

４．新企画調査委員長による部会長任命（次期企画調査委員長） 

上記3項で会長から次期企画調査委員長を任命された木村企画

調査委員長が、商工会会則第五条第三項に基づき、各部会長に

推薦された次期部会長5名を任命した。【詳細はJapan Business 
Association of Houston Organizational Structure（商工会組織図） 

を参照】 

５．JBAH及びJBAHF財務状況に係る報告（加藤信之会計幹事） 

①商工会（JBAH）及びJBA Houston Foundation, Inc.（JBAHF） 

 財務状況について 

加藤会計幹事より、10月度常任委員会決議を諮る前段階として

JBAH及びJBAHFの2012年9月期の財務見込報告があった。

JBAHでは、会員増加による会費の収入増に加え、ガルフスト

リーム発行部数の抑制、通信費や事務費などの節約により、9月

期見込のNETは約$15,837の黒字が見込まれる。JBAHFについ

ては、任意寄付金の支払減少があったため、同期見込はNET
で約$9,607の赤字見込となる。JBAHの見込NETは黒字見込と

なったが、JBAHFでは年初の赤字予算より更に約$2,600の赤字

増が見込まれ、商工会全体として将来的には楽観できない情況 

である。 

②商工会前期・後期分会費の全納について 

＜説明＞商工会では定款に基づいて毎年10月と4月に会費を請 

 求しているが、本社などへの申請業務が煩雑なため、正団体会 

 員の中では年初の10月に会費の全納を希望するところもある。 

 これまで事前に正団体会員の会員登録人数を確認したうえで会 

 費請求をしてきたが、全納とした場合での期中の登録会員数の 

 増減による会費の取り扱いについて検討いただきたい。 

＜結論＞現状の定款条文に2期分全納のオプションを盛り込むこ 

 と、全納した後に会員数が増減しても会費の追徴・返金はないも 

 のとすることを、10月度常任委員会に諮る方向である旨を説明し 

 たところ、反対意見はなかった。 

６．Space Seminar 2012について 

（酒井純一特命理事・山上武尊正会員） 

＊第5回宇宙セミナー開催について 

9月30日（日）午後1時から、スペースセンターヒューストンにおいて

「君も宇宙飛行士になれる！」を開催する。家族・グループ単位で

の参加型イベントとし、宇宙飛行士選抜試験相当の課題へのチャ

レンジしてもらい、宇宙飛行士をより身近に感じていただくことを目

的とする。なお、当日NASA JSC側が開催するイベントと予定が重

なることが判明し、当初予定のJAXAツアーを急遽中止せざるを得

なくなった。宇宙セミナーは引き続き次年度も実施の方向で検討。 

７．委員会・部会関連事項 

①企画調査委員会（木村誠企画調査委員長） 

「人事・雇用関係セミナー」終了報告について 

8月22日の商工会常任委員会終了後、DataBank Americaの秋山 

利泰氏が「管理職が知っておきたい雇用前バックグラウンド調査と 

ドラッグテスト・コンプライアンス」、HRM Partners, Inc.の上田宗朗 

氏が「訴訟をさけるための採用手続きと人事プロセス」をテーマに 

講演。採用手続き前後のバックグランド調査に関する最新動向や

ケーススタディーなどを解説していただいた（内容詳細について 

はガルフストリーム10月号一面参照）。 

 ②スポーツ委員会（藤井一彦スポーツ委員長） 

第543回テキサス会開催について 

9月23日（日）に第543回テキサス会「United杯」が Tour 18 で開催 

される。現在、63名の参加予定。 

８．正団体会員入会申請について（竹田直樹幹事） 

IHI E&C International Corporation社の古見氏から入会申請があり、

理事委員会の全会一致により承認された。 

●申請社名：IHI E&C International Corporation 
 連絡先：3010 Briarpark Drive, Suite 300, Houston, TX 77042 
 申請者名：古見嘉夫様  

 登録希望会員数：1名  

 登録希望部会：エネルギー部会 

９．事務局関連事項（ライブロック祐子事務局長） 

①会員消息 

正個人会員入会4社（6名）、正個人会員退会6社（7名）、常任委 

員新旧交代2社の連絡（詳細は別項「会員消息」欄参照）。 

②2012‐2013年商工会年間行事予定表の一部日程修正連絡 

③2012‐2013年商工会会議予定表修正版の連絡 

１０．その他 

●次年度10月度常任委員会・年次総会関連について 

（竹田直樹幹事） 

来る10月24日（水）に次年度10月度常任委員会及び年次総会が 

Four Seasons Hotel において開かれる。時間帯は常任委員会が17 
時から、年次総会が18時からの予定。旧理事委員には年次総会に 

おいてそれぞれ担当される行事・委員会の年間活動報告をしてい 

ただくため、ご準備をお願いしたい。 

 

 

 

平成平成2424（（20122012）年）年99月度月度    商工会理事委員会 議事録商工会理事委員会 議事録  



Gulf    Stream 10 Gulf    Stream 3 

ここ数年の不況を反映してか、フードトラッ

クと呼ばれる、移動式のトラックやカートで軽

食を売るお店がアメリカ全土で人気になって

います。ヒューストンでも以前からトルティーヤ

やタコを売るメキシコ人のトラックはありました

が、最近は、ちょっぴりお洒落なドーナツやグ

ルメバーガーを売るトラックも増えてきました。

今回は、前回ご紹介したお店が少し高めだっ

た反動ということで、5ドルで満足できる、お財

布に優しいお店を紹介したいと思います。 

場所はダウンタウンの近くで、Westheimer 
とMontroseの交差点から少し東に走った右手

にある空き地。今回のお店は、半畳ほどのス

ペースでフレンチクレープを焼いてくれる屋

台です。狭い屋台のスペースに、2台の焼

台、果物や野菜が効率よく並べられていま

す。2年半前からこの屋台を始めたという、とっ

ても賑やかなお兄さんが大声で何事か喋りな

がら、器用に生地を広げ、ひっくり返し、色々

な具を乗せていく様はちょっとしたエンターテ

イメントです。焼きあがりはパリパリなのです

が、少し食べ進んでいくうちにしっとりとした生

地になり、2つの食感が楽しめます。具材は、

フレッシュフルーツを使ったチョコバナナや蜂

蜜りんごなど甘いものはもちろん、食事になり

そうなアボカドやズッキーニ、チーズのお惣菜

クレープもあります。一番高級なモンスターク

レープ（9ドル）は、SweetとSavoryの2種類があ

り、それぞれその日にある「沢山の甘いもの」

と「沢山のお惣菜」を載せたものです。一番人

気は、朝食がわりに利用する人が多いので、

ハム＆チェダーチーズだそうです。メニューは

日々変わるようです。また、隣のスペース

に、かき氷屋さんのトラックが停まっているこ

ともあります。サラサラの雪のような氷にシ

ロップをかけて頂くかき氷は、ひととき、

ヒューストンの残暑を忘れさせてくれるでしょ

う。 

屋台なので、小さなお子さんが大声で騒

いでも大丈夫ですが、Westheimerの交通量

の多いところなのでお気をつけ下さい。車

はクレープ屋さんのある空き地に数台停め

られます。座席はないので、車の中で具を

落とさないように食べるか、わずかな木陰で

食べることになります。美味しいお食事で幸

せな時間を過ごして下さい。 

403 Westheimer Rd Houston, TX 77006  

Melange Creperie  
月、木~金 7 am - 1 pm 

土、日 10 am - 2 pm  

価格帯： $5～  

No.55

レストラン紹介 

Vol.30 
Ikuko Murakami 

新 

 

第第第543543543回回回   テキサス会テキサス会テキサス会   

 去る9月23日（日）、第543回テキサス会「ユナ

イテッド杯」がヒューストン北東にある Tour 18 
Golf Club で開催され、総勢63名が参加されま

した。当日は、天気に恵まれ、汗ばむものの爽

やかな秋空の中で開催することができました。

今回の会場となりました Tour 18 Golf Club は、

世界各地の有名ゴルフコースの中から人気のあ

るホールをピックアップし再現したコースである

ということもあり、ゴルフ好きの血を熱くさせ随所

に素晴らしいプレーが見られました。 
 本会はダブルペリア方式で争われ、優勝は前

回に引き続き連覇となるYokogawa Corporation 
of  America  の田辺さん。女性の部では JGC 
Energy Development (USA) Inc.  の平野さんが

優勝されました。また、ベストグロスに輝かれた

のはスコア87 にまとめた Japan Machine Tools 
Corp.  の山地さんでした。皆様本当におめでと

うございました。 

 賞品につきまして、今回も商工会各社を始

めとした多数の皆様より大変バラエティーに

富んだ沢山のご寄付を頂きましたこと、厚く

御礼申し上げます。 
 尚、今回の「ユナイテッド杯」の優勝賞品で

ある航空券をご提供頂いたユナイテッド航空

の赤松様、本当に有り難うございました。ま

た、今回幹事を務めた弊社メンバーがゴル

フの素人であったこともあり、運営において

各方面の皆様に多大なるサポートを頂きまし

た。皆様に感謝申し上げます。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。  
 
（Sekisui Specialty Chemicals America   

幹事一同） 
 

総合優勝 田辺さん 

女性の部優勝 平野さん 

★よろしく！～新規入会です  

●正個人会員入会 

 ＊Kuraray America, Inc. 加藤利典（和歌子）     
 ＊MCFA  木村啓明／馬場康充（弥菜子）  

 ＊Teikoku USA Inc. 加減孝司 ＜Philadelphia 駐在＞ 

＊Yokogawa Corporation of America  
   渡邉貴章／渡辺健    

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

●正個人会員退会 

 ＊Fuji Electric Corporation of America 武田渉 

 ＊JAXA   水野浩靖 

 ＊MCFA   春田光一（澄子） 

    三輪明義（京子） 

 ＊Sumitomo Corporation of America 一ノ瀬浩司（恵美） 

 ＊Teikoku USA Inc.  中村嘉治 

 ＊Yokogawa Corporation of America 元木大介 

●替わりました  ～ メモのお願い 

●常任委員新旧交代 
＊Fuji Electric Corporation of America  

   （旧）武田渉 →（新）渡部幸平 

＊Teikoku USA Inc.   （旧）中村嘉治 →（新）加減孝司 

 

 

 

      

会 員 消 息会 員 消 息  ＜敬称略、（＜敬称略、（  ）内は配偶者名＞）内は配偶者名＞    Showing Japanから 

 七五三写真撮影会のお知らせ 

 今年も「七五三写真撮影会」を企画しました。 
 お子様の成長の節目を写真で残しませんか？ 3歳と7歳前

後の女の子、5歳前後の男の子が対象です。ご両親の着付け

も承ります。 

   日時： 11月3日（土）・11月17日（土）予約制 
   場所： 三水会センター  

        （12651 Briar Forest Dr. Houston, TX 77077） 
   参加費：着付けのみ／10ドル 
              髪セット／5ドル（3歳児） 

              10ドル（7歳児以上） 

詳細及び予約はShowing Japanホームページをご覧ください。 
    http://showingjapan.wordpress.com/  
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編集委員会では医療の 前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターにリレー方式でご登場頂き、健康に関する話、 

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の多根井智紀先生から消化器外科がご専門の西田尚弘先生にバトンが移りました。 

 第97回 
‘ 

入院患者さんの日常 
 

   医師 

（現MD Anderson Cancer Center研究員） 

西田尚弘   

 大阪から研究のためMD Anderson Cancer 
Centerに来ております、西田尚弘と申しま

す。日本では消化器外科医として医療に従

事しておりました。こちらアメリカに来て、MD 
Andersonをはじめ、多くの病院を見学する機

会があり、日本の医療現場について考えるこ

とが多くなりました。そこで今回は私が日本で

出会った、入院患者さんたちの日常につい

て書きたいと思います。私はこちらアメリカで

は研究のみで、医療に携わったことはありま

せんので、これは日本の現状という事でご理

解いただければと思います。 
 
①個室と大部屋 
 入院ほど気が重い外泊というのは、そうな

いのではないでしょうか。残念ながら多くの病

院で入院部屋の設備はお世辞にも充実して

いるとは言えないと思います。入院する部屋

は大きく個室か4-6人部屋（大部屋）に分かれ

ますが、個室は追加料金が発生する病院も

多いため、大部屋を選択される方も多くおら

れます。ほとんどの方にとって、大人になって

から他人と大部屋で寝るというような体験は、

入院の時以外にはあまりないのではないで

しょうか。この生活になじめず、個室に移られ

る患者さんもまれにおられますが、逆に一人

では淋しいので、大部屋でないとだめ、と

おっしゃる方もおられます。病院によって

は“特室”とよばれる、少し設備のととのった

広い個室も用意されています。普通の個室よ

りも高額の追加料金がかかるため、裕福な

方、VIP、場合によっては芸能人や政治家が

入院していることもあります。 
 

②女性は社交的 
 これは一般的な傾向ですが、女性は社交的

で、男性は一人が好きな方が多いという印象

です。6人部屋などの女性患者はベッドを仕

切っているカーテンを開け、時には部屋中の

人たちが全部友達のようになっている事もあり

ます。一緒に病気を戦っているという団結感

がそうさせるのでしょうか。彼女達の友情は強

く、部屋の中の誰かが、これから手術に行く、

という時などには激励の言葉をかけたり、抱き

合ったりされているという光景も見かける事が

あります。一方で、男性の部屋は総じてカー

テンを閉め切っていて、お一人で本を読んで

いたり、テレビを見たりされている方が多いよ

うに思います。男性は孤独を愛するのでしょう

か。もちろん男性でも社交的な方もおられま

す。 
 
③便秘と不眠 
 消化器外科の患者さんの訴えのベスト1＆2
は便秘と不眠です。便秘は、消化管の病気

があるという事以外に、理由は定かではありま

せんが、入院中はあまり身体を動かす機会が

ないことも原因しているのではないかと思いま

す。不眠の原因としては、入院生活では日中

に運動しないこと、また日常生活とは違う消灯

時間などが影響していると思われます。特に

手術前夜、多くの方は緊張で、不眠を訴えら

れます。病院にもよると思いますが、不眠を伝

えると、たいていは睡眠薬が処方されます。

睡眠薬に対しては、よくないイメージを持たれ

ている方もいるかも知れませんが、 近のも

のは効き目がシャープで目覚めもいいものが

多く、あまり使うのをためらう必要はないかとも

思います。一睡もしなくても多くの場合手術に

差し支えありませんが、緊張のなか、夜を明

かすのは精神的によくないかとも思います。 
 
④入院のメリット 
 入院が長期におよぶことは患者さんにとっ

て、必ずしもデメリットばかりではないようで

す。ほとんどの方が一刻も早く退院したいと思

われている訳ですが、中には、いくつかの理

由で入院している方が快適であるという風に

感じられている方もいるようです。一番は体調

が悪くなったときにすぐに対応してもらえるこ

と、それ以外には日常の仕事から解放される

こと、家庭から解放される事で肩の荷が下り

る、というようなお話もうかがった事がありま

す。また医療保険の中には入院1日につきい

くら交付、というような保険もあるため、その場

合には入院すればするほど得、ということもあ

ります。しかしながら当然、医学的に妥当な理

由以外の入院は認められません。 

⑤入院患者さんと医療スタッフ 
 少しだけ会って帰る外来患者さんとは異

なり、一つ屋根の下、毎日顔をつきあわせ

ていると、入院患者さんと医療スタッフの間

には、自然に人間的な交流が生まれてきま

す。これは共同生活をしているようなもので

すので、サービスを受ける側とサービスす

る側という関係ではなくて、お互いを気遣

い合うような精神が現れてきます。以前私

が忙しくて連日24時間病院に詰めていたと

き、自分が病床にありながら、私の身体を

心配してくださる患者さんさえおられまし

た。看護師さんのなかには、担当していた

患者さんと恋に落ちて、結婚までいったと

いう事例もあります。もちろんトラブルも日

常茶飯事です。しかしそれらの多くはコミュ

ニケーション不足に起因すると考えられる

もので、十分な説明、話し合いの機会を持

てば、解決に導けるケースも多くありまし

た。 
 

 以上、私の私感を交えながら、入院患者

さんの日常について書きました。医療は、

命を預かっているのですから、のっぴきな

らないような真剣勝負の場である事に間違

いはありませんが、そのなかでも医療スタッ

フと患者さんとの穏やかな心の交流がある

ことが、私の仕事のやりがいとなっていま

す。 
 

◇◇◇◇◇◇ 

 

 

 次回は、消化器外科がご専門の喜多芳

昭先生です。（喜多先生とは同じ研究室で

お仕事させていただいております。鹿児島

出身で、九州男児の男気があり、またとて

も気さくな先生です。）  

 近年、米国での企業環境は、日本の商習慣にない新しいコンプライアンスや規制が

義務化される傾向にあります。その中で、正しい情報の収集は企業経営にとって欠か

せないものになって来ております。ヒューストン商工会は、8月22日（水）に人事雇用関

係セミナーを開催し、二人の講師の方に雇用環境にかかわる 新の動向とケーススタ

ディをお話していただきました。 

第一部 「進化する雇用前バックグラウンド調査」 
（American Databank. CEO 秋山利泰氏） 

 
 雇用前バックグラウンド調査は、日

本の商習慣にないプラクティスです。

それゆえ、しっかりとしたプロセスの理

解と雇用ポリシーを持つことが非常に

大切です。 
 今回のセミナーでは、応募者がどの

ように雇用前バックグラウンド調査で

ネガティブな情報が出ないようにして

いるか、また隠蔽することに腐心して

いるかを切り口に話を致しました。応

募 者 は、自 分 の 名 前 の フ ァ ー ス ト

ネームとミドルネームを入れ替えたり、誕生日の年月を替えたり、

倒産した会社や存在しない会社を経歴にいれたり、大学の卒業

証書をねつ造したりと、いろいろな手口で自分たちの経歴を偽っ

て入社を試むようになりました。応募者はツイッターやブログでそ

ういった手口を容易にシェアできるようになっているのです。雇

用前バックグラウンド調査が進化し複雑になっていることを理解

して頂き、雇用者側もその実態に則した知識を得ておく必要が

あるのです。 
米国ビジネスでの 大のリスクは、訴訟による損害です。訴訟

になるだけでも非生産的なエネルギーを費やすことになるばかり

でなく、敗訴に至れば、その賠償金額が日本の何十倍という巨

大なものになります。大企業なら耐え忍ぶ体力があるかもしれま

せんが、中小企業では会社存続にかかわる大惨事になりかねま

せん。  
 雇用前バックグラウンド調査は、その問題の芽を事前に摘みと

るためのプロセスと考えることができるでしょう。このプロセスは人

事管理の中で行われる合法的で、かつ有効なリスク回避の手段

です。もちろん、雇用前バックグラウンド調査は任意のステップで

すから、やらなければ罰則があるというわけではありません。しか

しながら、このステップを踏むことで得られる利益はお金には換

算できない価値があります。特に、犯罪者やドラッグ中毒者を間

違って採用しないだけでも大きなベネフィットになるはずです。

その他にもたらす利益は、優秀な人材の確保、安全な職場、離

職率の低減、怪我や事故の減少（ドラッグによる）、労働災害保

険の低減（ドラッグ）などです。その上、万が一訴訟になった場

合、ドラッグテストや雇用前バックグラウンド調査を行っていること

で、しっかりとしたデューデリジェンス・プロセスを踏んだ会社とし

て、御社自体を守る防御策としても役に立つことになります。弁

護士や賠償金にかかる費用より、はるかに低い投資金額で会社

のリスクを大きく減らすことができるのです。 
 
お問い合わせ： American Databank 秋山利泰 
           E-mail: ta@americandatabank.com 

 

 人事雇用関係セミナー 

 Business Seminar 

第二部 「訴訟を避ける為の採用手続きと人事プロセス」 

（HRM Partners, Inc. Vice President/Partner 上田 宗朗氏） 

 

 本セミナーでは、①各人事ポリシー上の免

責条項を理解し実践する、並びにAt-will （任

意雇用契約）が無効となり得る言動に注意す

る。例えば就業規則上に『これは契約書では

ない』『会社のトップだけがポリシーを変更す

る権利を持つ』『いつでも理由のあるなしにか

かわらず会社と従業員は関係を終わらせるこ

とができる（At-will employment）』などの免責

条項が盛り込んであるが、これらに反した言

動をとることにより要らぬ問題が発生したり、

従業員に対し口頭で告げた事が契約とみな

され得る為、将来について約束や確約はしないこと、及び就業規則が

労使間の契約書であるかのように言わぬこと。②オファーレターは細

心の注意を以って作成すること。つまりこれを安易に作った場合、もし

かすると内定通知と受け取られ、本来の目的からずれた別種の雇用

契約があると解釈され、延いてはAt-will契約を凌駕する為、解雇する

際の足枷になるので注意が必要なこと。③Eメールを書く上でも不利

な証拠を残さない。近年の訴訟ケースでは電子メールが動かぬ証拠

となる為、たとえ日本語でも書き方にはくれぐれも気をつけ、他方、従

業員がやりとりしたメール記録は問題を未然に防ぐべく定期的にモニ

ターすることが人事コンプライアンスの観点からも大切なこと。④守秘

義務条項や社内恋愛条項を謳う際には記述に注意を払うこと。諸々

の規則や同意書を設ける場合にNLRB (全米労働関係委員会) が指

摘する「従業員同士が話し合う権利」を犯すことなきよう文章を構成す

べきであること。⑤段階的懲戒を実践する際はAt-willが無効とならぬ

よう言動に注意すること。段階的懲戒を実施する際に社則を厳格に順

守するあまりAt-willと矛盾する行動を雇用主自らがとってしまうことが

ある為、口頭注意の際や提示する書類作成にはくれぐれも注意するこ

とが大切であること。⑥携帯電話の取り扱いには厳格なポリシーを備

え且つ遵守すること。従業員が職務絡みで運転する際は絶対に携帯

電話を使わせないポリシーを備えて実践せねば、事故の際に「使用

者責任の見解の下」企業の責任とされてしまうこと。以上、6項目に集

約し 新の米国事情に基づき訴訟を避ける為の留意点を解説した。 
尚、これらは人事管理上の一片に過ぎず、今尚多くの管理職が自

身の知らぬうちに為しているが、絶えず注意を払えばリスク回避の面

から大きな成果が得られる分野でもある。従って貴社の人事管理書類

を定期的に見直すこと、並びに『米国労働法・労働慣行』や『部下の

管理』を扱ったトレーニングを管理職に対して定期的に行うこと、これ

らを実行することが訴訟を避ける肝心の策と言えよう。 
 
お問い合わせ： HRM Partners, Inc. 上田 宗朗 
                             E-mail: Mueda@hrm-partners.com 

秋山利泰氏 上田 宗朗氏 
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 2013年度幼稚部入園・小学部1年入学説明会を下記の要領で実施い

たします。 
 なお、お知り合いにもご希望がありましたら、本件をお伝え頂ければ幸

甚です。 

＜入園・入学について＞ 
1. 以下の3点についてのご理解をいただいた上で説明会にお越しく

ださい。 
（1）当校は日本語が既に使える適齢児を対象にしており、日本語の

会話指導は行いません。  
（2）学校生活を継続する上での日本語力が十分かどうかを見る為に

入園希望児・ 入学希望児の面談等を行い、その結果によって入

園・入学の判断を致します。 
（3）当校はＪＥＩＨ補習校運営委員会が設立・運営する私立学校であ

り、校内パトロール等、各保護者の皆様がボランティア精神をもっ

て学校運営に積極的に協力・参加して頂く事をお子様の在学の

前提条件としております。 

2. 以後の手続き等について 
2013年度の幼稚部・小学部の運営、入園・入学の面談（来年1月26
日予定）等の詳細については、説明会にてお知らせいたします。 
尚、園児・児童数が定員に達した場合、定員に空きが発生するまで

の期間は入園・入学待ちとなる場合がございます。  

＜入園入学応募対象・説明会日程について＞ 
1. 応募対象者   

（1）入園適齢児：2007年4月2日から2006年4月1日までに誕生した者 
（2）入学適齢児：2006年4月2日から2007年4月1日までに誕生した者 

2. 説明会  
（1）入園説明会：2012年12月1日（土） 午後2時00分～2時45分  
（2）入学説明会：2012年12月1日（土） 午前9時～午前9時45分  

3. 会場：補習校借用校舎  
Westchester Academy for International Studies 
901 Yorkchester, Houston, TX 77079   Tel.（713）973-0659  

 
＜その他 ＞ 

 就学年齢は現地校では9月1日を基準としていますが、本校では日本

国内と同じ4月1日としております。 
 不明な点がありましたら、直接当校事務所へお問い合わせ下さい。

（日・月曜閉所） 

【連絡先】  

補習校事務所  

Tel. （281）531-6743  

Emai：  

 jlssh@jeihouston.org 
   

2013年度 ヒューストン日本語補習校 

   入園・入学説明会のご案内  

幼稚部 星組の皆さん 

婦人部便り 

 長い夏休みも終わり、気分一新の9月15日土曜

日、久しぶりに「絵本読み聞かせの会」が開催さ

れました。初めて参加してくれた子供達も多く3歳

以上の部、3歳未満の部それぞれたくさんのお友

達と一緒に絵本を楽しみました。 
 『アンガスとあひる』では「ウーワンワン！」「ガー

ガーゲックガー！」という子犬アンガスとあひるの

やりとりを楽しみました。『ぼく、お月さまとはなし

たよ』ではお月様に話しかけるくまくん。山びこを

お月様の言葉として会話するくまくんの純粋な行

動にお父さん、お母さんもほのぼのとした気持ち

になられたようでした。子供たちが大好きな絵探

しの絵本、『きんぎょがにげた』では競い合うよう

に絵の中に隠れた金魚を探していました。動物

のユニークな表情を写真と楽しい言葉で紹介し

た『いいおかお』。みんなでいいおかおを作るの

は難しかったかな。動物たちをつぎつぎに背中

に乗せて散歩する『ぞうくんのさんぽ』。不思議な

散歩の仕方に子供たちの想像も膨らみました。

「しろくまくん、しろくまくん何がきこえる？」こんな

風にして次々と動物に聞いて回っていく『しろくま

くんなにがきこえる？』では見開きいっぱいに描

かれた色鮮やかな動物とその鳴き声を楽しみま

した。 
 10月に入り、いよいよ“読書の秋”です。じっくり

聞くお話、参加するお話、次回もまた楽しい絵本

を準備していますので、是非ピーカンルーム「読

み聞かせの会」にいらしてください。 
 

今後の開催予定 
＜あそぼーかい＞  

11月3日（土） 9時30分～  
11月9日（金） 10時30分～  
12月1日（土） 9時30分～  

＜絵本読み聞かせの会＞ 
10月13日（土） 
11月10日（土） 

12月8日（土） 

いずれも、10時～ 3歳以上、 

10時30分～ 3歳未満  

 変更がある場合もございます。三

水会センター内ポスターやヒュース

トンなびでもご確認ください。 
 スタッフは、随時募集中です。ご

興味をお持ちの方やお問い合わ

せは、次のアドレスまでご連絡下さ

い。お待ちしております。 
 
あそぼーかい    
  mama_asobokai@yahoo.co.jp 
読み聞かせの会  
 houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

 

ヒューストン日本商工会ヒューストン日本商工会ヒューストン日本商工会   会社紹介会社紹介会社紹介   
す。ヒューストン市の印象については、石油・石油

化学産業の中心地、NASAジョンソン宇宙セン

ター、テキサス医療センターの存在から先端技術・

工業都市のイメージがとても強かったですが、実際

に生活を始めてみると美術館・博物館が集まるミュ

ジーアムディストリクト、演劇・オペラ・オーケストラ・

バレエが定期的に上演されるシアターディストリクト

等の存在から、文化水準も非常に高い洗練された

都市であるとの印象を持ちました。また、地理的に

近い中南米系のみならずアジア、中近東等の様々

な地域からの移民が暮らしている全米でも有数の

国際都市であるということも感じております。  

３．その他、個人的な関心事（趣味等）について 

 日本ではなかなかお目にかかる機会が無いテキ

サス料理や南部の料理を楽しめるレストランを探し

てみたいと思っております。アウトドアスポーツと旅

行が好きなので釣り、トレッキングなどでテキサス

内、ロッキー地域なども行ってみたいと思っておりま

す。また、ヒューストンは中南米へのアクセスも非常

に良いので日本からはなかなか旅行で行けないこ

れらの国々への旅行などができればと考えておりま

す。  

１．会社の業務内容等について 

 MMGS社は、Mitsui E&P USA社がペンシルバニア

州に権益を保有しているマーセラスシェールから産出

される天然ガスの米国市場での販売を目的として、三

井物産による100％出資で2011年3月に設立された会

社 で す。オ フ ィ ス は Mitsui  E&P  USA 社 と 同 じ

Greenway Plazaのビル内にあります。設立後、諸準備

を進め、年初から本格的な営業活動を開始しました。

また、天然ガス販売活動とは別に三井物産が米国

Anadarko社と進めている東アフリカのモザンビーク国

での液化天然ガス開発事業に関連する業務に従事し

ている社員もおり、2012年9月時点で、日本人8名（天

然ガス販売事業4名、モザンビーク事業4名）と米国人

4名の12名の体制となっております。  

２．ヒューストン／テキサス州の印象について 

 初めてヒューストンを訪れたのは2011年夏でした。

米国にはNY、ボストンなどに訪問経験がありますが、

これらの都市と比べると、テキサス州の第一印象は、

とにかく広く！そして暑い！ということでしょうか。日本

人の感覚から見ると巨大なピックアップトラックを皆が

軽快に乗りこなしている姿も強く印象に残っておりま

矢沢 和峰 さん 

 

 

＜今日のランチはマクドナルド＞ 

 学校によって規則が違うかもしれないが、うちの娘

の学校では、ランチタイムに親が訪問して、子どもと

一緒に昼食を食べることが許されている。その際に親

は子どものランチを外から買って持ち込むこともOK
だ。 

 現地校編入後、持参した冷たいお弁当を毎日食

べ、また温かい食事をカフェテリアで買う勇気もない

子どものため、学校での様子の見学を兼ねてよく足を

運んだ。ランチビジター専用のテーブルで食べるの

だが、そこで驚いたのは親の持ち込むランチの種

類。本当に何でもあり！の世界。マクドナルドのハッ

ピーミールは超王道。各種ファーストフード店からの

キッズメニュー。昼から豪華な中華のTo Go。サンド

イッチ、ピザ。 初、テーブルにずらりと並ぶＭの赤

いスマイルボックスにびっくり仰天！今では

それにも慣れ、横目でちらちら他の人のラン

チを覗き見てきたおかげで、いろんな店の

キッズメニューに詳しくなったかも。（Mさん） 

あるある へ～ 

 

＜シ、シラミ？！＞ 

 学校から息子が持ってきた一枚のお知

らせ。見たことのない単語が並ぶ中、辞

書をひきひき解読すると、「頭シラミ？！

（head lice）が発生」。なんと、クラス内で

頭シラミが発生したというのだ。戦後の日

本ではあるまいし、なぜこの先進国アメリカで？と思っ

たが、実際は不潔というイメージとは関係なく学校生活

においてはよくあることらしい。シラミ持ちの人と頭髪が

接触したり、ジャケットなどの衣服から移ることが多いそ

うだ。人から人への感染は予防できず、貰ってきたら

ウィルスと同じで「運が悪かった」で済ませるしかない。

クラス内で発生が確認されると、ナースがシラミの蔓延

を防ぐため1週間ほどクラス全員の頭皮検査を行い、も

し見つかれば、登校を禁止され、学校で指定される駆

除方法（専用シャンプーなどでの駆除）を行わなけれ

ば再登校できない。しかし、感染者の名前は秘匿され

完全にプライバシーが守られており、それをきっかけに

いじめが始まることはないのでご安心を！（Sさん） 

 

＜ザ・土足文化＞ 

★当然のことながら？学校には上履きに履

き替える習慣がなく下駄箱もない。上履

きを洗う手間がなく便利かもしれない。 
★先生がたまによく頑張ったご褒美として

「教室にて素足で過ごしてもいい日」を与えてくれる

ことがある。これは特典なのかどうか、まったく理解

できない。 
★幼稚園や低学年では土足で歩いていた床にナップ

マット（昼寝用の布団）を敷き、靴を履いたまま昼寝  

＜車で送迎のプチセレブたち＞ 
★車での送迎。 初のうちは子ども

達は先生達などにドアを開けて乗り

降りさせてもらえることに大喜び。目

をきらきらさせセレブ気分を味わっ

ていたが、学校に慣れてくると、バ

スでわいわい登下校したいと言い

始めた。それは助かる！明日から

でも乗ってって。 
★アメリカ人は体も大きいが乗り付

ける車も大きい！小型車で行くと大

型車に挟まれて窮屈で肩身の狭い

思いがする・・・。 
★カープールの列で、動き出した

車列で、もたもたしていてなかなか

動かない車が一台。その車の前に

空いたスペースにクラクションを鳴

らしながら車が数台割り込んでき

た！マナーの悪い車にびっくりする

とともに、間は空けてはいけないも

のだと実感。翌日、割り込まれた車

は反省からか怒りからか、気合を入

れて一番乗りでした・・・。（Fさん他） 

＜ピクチャーデーはおめかしで＞ 

娘の学校でPicture Dayというイ

ベントがあるのを忘れ、当日、普通

の動きやすいラフな格好＆髪型で

登校させたら、大失敗。実はそこ

で撮られる個人・集合写真は、年

度末に配布されるYear Bookという

学校全体の集合アルバムに掲載

されるということでした。どうりで送

りに行く際に「今日はみんなきれ

いな格好をしているなぁ」と思った

のでした。もっと早く気づいてあげ

ればよかった・・・。(Ｉさん） 

～ その３ ～ 

 好評連載中の現地校体験談の第３

弾です。読者の皆様の中で貴重な、

面白い体験がありましたら、下記アドレ

スまで是非投稿ください。編集部一同

お待ちしております！ 

Email: GS-kiji@gmail.com 

する。セーフティーの理由から（緊急事態にすぐに逃げ

られるように）と説明されたが、未だに私はその光景に

慣れず違和感がある。しかし子どもにとってはあまり関

係ないらしく、すぐに慣れたらしい。 
★学校から帰ると、近所の子ども達はよく素足で芝生の上

で遊んでいる。アリ（ファイヤーアント。噛まれると酷く腫

れ痛む）や、犬の○○を踏んだりしないのだろうか・・。

汚れた足のまま家に入るのもすごいが、子どもを呼び

にきた母親も素足だったのには驚いた。（Mさん他） 
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男子Ｂチーム（校長杯）観戦記  

 来年は男子Aチームから主力メンバーが抜けてし

まうので、来年の総領事杯を占う大切な試合。両

チームとも、緊張感をにじませながら試合開始。1回

表は、各打者、打撃に硬さがみられ三者凡退で終

わる。1回裏は、きっちり守りを決め両チームゼロ。2
回表、4番打者の赤松が先頭打者で塁に出ると原

（裕）が連続ヒット。その後、中山、出崎のヒットが続

き、2回表は2点獲得。その裏、ダラスチームの連続

ヒット、こちらの失策

もあり3失点。2回が

終わり、2対3でダラ

スが1点リード。3回

は好打順、1番寺田

（裕）から。塁に出る

という1番打者の基

本を忠実に守り、

フォアボールで1塁

へ。その後、1打席目の凡退を挽回する福田のヒッ

ト、続いて原（裕）の打球がダラスのエラーを誘い出

塁し、3回は3点獲得。3回裏、失策、連続ヒットでダ

ラスチームに5失点。3回が終わったところで5対8、3
点リードを奪われるが、まだまだダラスに追いつける

 チームワークを 重要テーマに中学生だけで構成

された女子Bチームは、昨年の秋練及び今年5月か

らの本練習を精力的にこなし、今回のダラス戦に臨

んだ。昨年Bチームは久し振りにヒューストンに勝利

をもたらしたが、本年のメンバーは昨年出場経験の

ある中学2年生を中心に、新たに中１の3名を加え編

成。先攻でスタートを切ったゲームは、初回から園子

のヒット、果穂、真耶の2塁打、若奈のヒットで2点を先

制、幸先の良いスタート

を切った。投げるはエー

スの日菜子、リズムの良

い投球で、1回裏を三者

凡退で締める好投。2回

裏に1点を取られるも、3
回表には日奈笑のヒット

に 始 ま り、真 耶 の セ ン

ター前ヒットで2点を追

女子Ｂチーム（校長杯）観戦記  

女子Ｃチーム（Ｇｉｒｌｓ’Ｃｕｐ）観戦記  

男子Ｃチーム（ヨッシャー杯）観戦記  

 今年のCチームは少数精鋭15人、対するダラス40
人。少数精鋭とはいうものの、昨年までの選手が一気

に抜け、今年初めてソフトに参加した選手も多く、

ボールの握り方からスタートした5月であった。ところ

が初戦C−Jr. は11-4と素晴らしい滑り出し。コーチ陣、

観客席は皆、次のヨッシャー杯にもしやと期待を寄せ

て臨んだ。しかし、ダラスの壁は厚かった。初回三者

凡退でダラス1回裏の攻撃。森岡のサード好守備に

始まったが、6年生以下野球経験者の揃うダラス強打

線は、監督のサイン通り右に左に打ち分けるハイレベ

ルなもの。野手は間隙をつかれて守備は浮き足立

ち、一気に5点先取された。それでも2回表中村のレフ

トへの2ベース、その裏はピッチャー返しを3年生安西

が低学年とは思えぬ好守備でチームを盛り上げ、2、

3回は1点ずつで切り抜け徐々にヒューストンペース

に。3回は中山（雅）のセンター前、4回は荻島のライト

前ヒットが出るものの、なかなか得点にはつながらな

い。5回、チャンドラー（龍）のライト前に続き、寺田が

サ ー ド に 強

打。守 備 の ミ

スを誘いチャ

ンドラーが一

気にホームイ

ン、漸く1点を

返す。しかし、

中山（健）の痛烈な当たりは相手野手の正面をつく

不運。6回2死からの小倉の3ベースヒットは、キャプ

テン意地のヘッドスライディング。続く4番原がレフト

前ヒットできっちり役目を果たし、小倉が返り2点目。

続く5番宮井も2ベースヒットを放ちいよいよ反撃か。

しかし、6番中村の大きな飛球はレフトの好捕で得点

ならず。終わってみれば初回の5点が重くのしかか

り、2-7で敗退した。ヨッシャー杯連覇こそ逃したが、3
年生を含む少人数ながら皆が生き生きと活躍し、4時

間超の3連戦に出ずっぱりの選手の体力も心配した

が、よく戦い抜いた。高学年が低学年をカバーし、

チームプレーの醍醐味も経験したに違いない。白球

を追いかける瞳は真剣そのもので、今年の彼らの成

長に来年の雪辱を信じたダラス戦であった。     

                        （小倉 正己） 

Gulf    Stream 

女子Ａチーム（総領事夫人杯）観戦記  

 女子Aはこれまで5連覇。2002年総領事夫人杯設

立以降の敗戦はたった一度だけ。戦力は昨年以

上、勝って当然という心の隙があったのか？ 初回

ヒューストン（H）の攻撃は2死満塁から園子の見事な

ヒットで先制と思いきや、前進守備のローバーから見

事なセカンドへの送球で何とフォースアウト（FO）。そ

の裏ダラス（D）の猛打とHの守備の乱れで大量5点

を与える厳しいスタートとなった。2回の表、Hの攻撃

は、伽蓮のヒットでチャンスを作るも得点には至らな

かった。Hの反撃は3回にやってきた。優理、佳穂の

ヒットで1死1、3塁からみづほのヒットで花が生還し初

得点、佳穂が一気に3塁を狙うもレフトからの見事な

返球でタッチアウト（TO）。続く咲の内野安打で守備

がもたつく間にみづほが3塁を狙うがまたもTO。Dの

見事な守備連携もあったが、早く逆転したいという思

いが焦りに繋がってしまったようだ。一方、2、3回は

怪我をしながら出場の輝璃の見事なピッチングでD

打線をゼロに抑えるも、その後Dの猛打により5回で9-
1と大きくリードされてしまった。だがHはまだ諦めてい

なかった。6回の攻撃は、佳穂、みづほの連続ヒットで

チャンスを作り、咲のショートを襲う打球の間に佳穂が

生還、続く園子のヒットでみづほも生還するが、またも

やDのセカンドへの送球でFO、Dの見事な守備連携

に阻まれ更なる追加点を取れなかった。6回裏、さらに

1点を失ったあと、 終回、先頭の果穂、萌南が出塁

し、真耶のセンター前ヒットで無死満塁と思いきや、ま

たもやセカンドへの好返球でFO、優理、花のヒットで2
点を返して 後の意地を見せたがあと一歩届かず、

10-5で敗戦となった。日奈笑、芽依、若奈、Aチーム

の一員としてよく頑張った。女子チームの皆さん、緊

張で実力が出し切れなかった悔しさ、流した熱い涙を

忘れないで欲しい。この先長い人生の中で苦しい状

況になった時、この経験を思い出し立ち向かって欲し

い。私達も目頭が熱くなったよ！   （鈴木 光太郎） 

雰囲気をもって4回表へ。4回は、タイミングよく小

倉、中村の連続ヒット、三浦のランニングホームラン

で、3点追加。4回表が終わったところで8対8の同

点に。これから緊迫した面白い試合になる事を信じ

て4回裏へ。その4回裏、なんと失策、ヒットの連打

でまさかの7失点。7点差を挽回すべく5回表の攻

撃。幸先よく岡崎（公）、原（裕）の連続ヒットで1点

挽回も後が続かず2アウト。ベンチからは「ソフト

ボールは2アウトからだぞ！」との声に続き、原

（慶）、出崎の連続ヒット。追加得点の期待が出てき

たが、ヒットが続かずゲームセット。結局9対15で4
回裏に取られた7点差を挽回できず終わってしまっ

た。 
 来年につながるすばらしいプレーもあったが、全

体的にダラスチー

ムに押された試合

展開となり力及ば

ず。来年の雪辱を

期して、ダラスを後

に す る こ と に な っ

た。（大瀧 英樹） 

加、守備では萌南、芽依、萌々花達がきちっと自分達

のポジションを守った。4回終了時点で4―2のリード。

ゲームは緊迫するも、この2点差を守りきれるかが勝負

となったが、Bチームにとって魔の5回裏が襲い掛かっ

た。ダラスチームの打線が突然爆発し、4失点。そのま

ま時間切れとなり、惜しくも4―6でまさかの逆転負けを

喫してしまった。自分に納得の行くプレーが出来ず

後に悔し涙を浮かべた選手は多かったが、監督･コー

チと共に猛暑の中練習をこなして来た選手達が本当

に得た物は、勝敗だけでは語り切れない、チームメー

ト間の深い絆であったと思う。中学1年生で初参加の

慈莉杏、沙彩、ゆいにとっては大きな経験だった。こ

の悔しさを胸に、来年のダラス戦必勝を誓おう！尚、

本年新たに加えられた女子B-Jr. の試合にはフレッ

シュな中学1年生が中心となり、猛暑の中6回1時間15
分間を闘い抜き17-12で大勝した。良く頑張った。お

めでとう！                   （安達 秀樹） 
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 2009年の勝利のあと、2010、2011年と接戦の末連

敗し、コーチ陣の間では今年は必勝を誓って練習

を続けてきました。今シーズンは雨による練習中止

もほとんどなく、恒例となった岩崎コーチのスイカを

楽しみに、夏の暑い練習を乗り切りました。例年通り

8月になると、守備では2、3塁でフォースアウトを取

れるようになり、攻撃では三振の数がめっきり減り、外

野に飛ぶ打球も増えてきました。ただ例年に比べ参

加人数が少なく、 終のフルメンバーは2年生を含め

て12名と、ダラスの半分の人数での苦しい戦いとなり

ました。 
 試合は、1、2回の序盤は守備側でダブルプレーを

取るなどすばらしい動きで、0-1の接戦でスタートしました。

攻撃面では、ダラスの男子顔負けの好守備に阻まれてな

かなか得点できませんでしたが、4回には5連打で2点を奪

いました。その後、ダラスの小学生とは思えない鉄壁の守

備と豪快な打線の前に2-20の敗戦となりました。涙を流し

た6年生は、悔しさをばねに上位チームでがんばって、是

非来年は勝利して下さい。4、5年生は今年一年で随分上

手になったので、Cチームの主力としての活躍を期待して

います。2、3年生は、友達を誘ってもっとメンバーを増やし

ましょう！ 保護者の皆様、これからも応援とご協力をよろし

くお願いします！                （奥原 登志夫） 

 0-0での2回表ヒューストン。4番デイビッドソンの

ヒットを皮切りにチャンドラー、岩崎と続き、奥原の

レフト前ヒットで先制点！ 続く寺田も打点をあげ

る。中山知香も出塁、山田のライト前ヒットで3点

目。一尾も出塁し、4点目。更に佐藤のレフト前ヒッ

トで5点目、特別ルールで攻守交替となる怒涛の

攻撃でした。ダラスの攻撃は、ローバー古川の好

守等で0点に抑え、いい雰囲気。3回表、先頭の原

津が出塁、2アウト後に宮井のレフト前ヒット、荻島

のライトへのヒットで1点追加。4回表にも１点追加。

4回裏ダラスの反撃も、ショート中村を中心に固い

守備で1点のみに抑える。外野も、ライト中山眞弓

らの毎回の1塁カバー等隠れたファインプレーが

続く。5回表ヒューストン2点追加。5回裏 終回の

ダラス、2アウトからの打球は2塁ベース寄りの難し

いショートゴロ。キャプテン中村が飛びつき、1塁走

者を2塁でアウトにしてそのまま 9-1でゲームセッ

アストロマムズ観戦記  

ト。真夏の厳しい練習の成果を存分に発揮した

素晴らしい試合、チームワーク、そしてアストロマ

ムズ5年目での初勝利でした。当日欠場だった鈴

木選手、手作りグッズで応援してくれた原選手、

お疲れ様でした。投手の佐藤コーチ、原・岡崎両

ベースコーチ、皆様の熱い応援に深謝致しま

す。                                           （古川 聡） 

第９７回  山田康子   さん 

駐妻のヒューストン日記駐妻のヒューストン日記駐妻のヒューストン日記   

3年前の年末、先にヒューストンに赴任していた

夫が一時帰国した際に持ち帰った「Gulf Stream」。

ページをめくると、Texasの澄み切った夏空の下、目

深に帽子をかぶるも、いい色に日焼けした面々の

写真。前任の奥様から聞いていたTexasは、とにかく

暑くて日差しがきつい。夏場なんてとても外にいら

れないとのことだった。それなのに、子供達だけで

なく、ママ達まで・・・。その記事とは、「ヒューストンvs
ダラス 親善ソフトボール大会」。当時、屋内で運動

はしていたものの、太陽に弱く、運動会応援後は必

ずと言っていいほど頭痛に悩まされた私、この地で

ソフトボールをすることになるなど、考えもつかない

ことだった。 
その私が今年初めてアストロマムズに参加するこ

とになったのは、娘のソフトボールの練習後、友人

家族と食事に行った席でのこと。コーチが足りないと

のことで、夫にコーチをやれないかという話。日頃、

娘がお世話になっているので、そろそろお手伝いの

一つでもと、夫がコーチを引き受けることに。そうし

たら、「運動不足だし、どうせ暇なんだから、あなたも

やりなさいよ。」と夫。そんな具合で決まってしまった

のだった。 
5月半ばから始まった練習。3姉妹で育ち、野球

のルールもろくにわからない私は、監督の丁寧な説

明も頭に残らない。投げることも捕ることもままならな

い。ボールの飛距離は全く読めず、監督の言う忍者

走りもできない私は、フライの練習ともなれば、両手

を上げて、体は正面を向いたまま、あ～と見送ること

に。すかさず、「それが一番ダメです～。」と監督の

声。レフトを守る娘に、「ぼーっと突っ立ってちゃだ

めじゃない！」と何もわからずに言っていたことを

反省。試合形式の練習では、出塁後、とにかく走

るのか、打球を見届けてから走るのか、守備では、

捕ったら次はどこへ投げるのか。子供達が何気な

くやっているのに、おばさんは目の前のことで精

一杯、次が考えられないのだ。7月の一時帰国前

まで練習に参加するも、一向に上達する気配もな

く、やっぱり無理と落ち込むばかりだった。 
8月になり練習が週に2回となり、一時帰国して

いたメンバーも戻ってくると、限られた時間を有効

にと、監督の熱血指導もさらに熱くなり、みな必死

について行く。お互いに声を掛けあい、チームが

一つになって行く、学生時代に戻ったかのような

気分。そして、監督の「練習は裏切らない。」との

言葉を胸に、チーム一丸となって臨んだ試合、な

んと強豪ダラスに初勝利！メンバーの数々の素晴

らしいプレーに感動し、初参加にして勝利まで手

にするという幸運に恵まれたのだった。 
はたして運動音痴の私が難題を克服できる日

がやってくるのか分からないが、男子Aチームの

試合で聞こえてきたグローブの真ん中でキャッチ

した時の鋭い音を聞く日を夢見て、練習に励みた

いと思う。 
炎天下でソフトボールをするなんて、考えただ

けでも具合が悪くなると心配されている皆さま、

じっと応援しているだけよりも、自ら動いて汗を流

すほうが熱中症にもならないような気がします。補

習校ソフトに、商工会ソフト、なぜかソフトの盛んな

ヒューストン。家族みんなで参加すれば、ヒュース

トン生活もますます楽しいものとなることでしょう。 
後になりましたが、古川監督、岡崎コーチ、

佐藤コーチ、原コーチ、根気よく熱意あふれるご

指導、本当にありがとうございました。 

男子Ｂチーム 

男子Ｂチーム 

男子Ｂ-Jrチーム 

男子Ｂ-Jrチーム 

男子C-Jrチーム 

女子Aチーム 

女子Bチーム 女子BーJrチーム 

女子Cチーム 

アストロマムズ 
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男子Ｂチーム（校長杯）観戦記  

 来年は男子Aチームから主力メンバーが抜けてし

まうので、来年の総領事杯を占う大切な試合。両

チームとも、緊張感をにじませながら試合開始。1回

表は、各打者、打撃に硬さがみられ三者凡退で終

わる。1回裏は、きっちり守りを決め両チームゼロ。2
回表、4番打者の赤松が先頭打者で塁に出ると原

（裕）が連続ヒット。その後、中山、出崎のヒットが続

き、2回表は2点獲得。その裏、ダラスチームの連続

ヒット、こちらの失策

もあり3失点。2回が

終わり、2対3でダラ

スが1点リード。3回

は好打順、1番寺田

（裕）から。塁に出る

という1番打者の基

本を忠実に守り、

フォアボールで1塁

へ。その後、1打席目の凡退を挽回する福田のヒッ

ト、続いて原（裕）の打球がダラスのエラーを誘い出

塁し、3回は3点獲得。3回裏、失策、連続ヒットでダ

ラスチームに5失点。3回が終わったところで5対8、3
点リードを奪われるが、まだまだダラスに追いつける

 チームワークを 重要テーマに中学生だけで構成

された女子Bチームは、昨年の秋練及び今年5月か

らの本練習を精力的にこなし、今回のダラス戦に臨

んだ。昨年Bチームは久し振りにヒューストンに勝利

をもたらしたが、本年のメンバーは昨年出場経験の

ある中学2年生を中心に、新たに中１の3名を加え編

成。先攻でスタートを切ったゲームは、初回から園子

のヒット、果穂、真耶の2塁打、若奈のヒットで2点を先

制、幸先の良いスタート

を切った。投げるはエー

スの日菜子、リズムの良

い投球で、1回裏を三者

凡退で締める好投。2回

裏に1点を取られるも、3
回表には日奈笑のヒット

に 始 ま り、真 耶 の セ ン

ター前ヒットで2点を追

女子Ｂチーム（校長杯）観戦記  

女子Ｃチーム（Ｇｉｒｌｓ’Ｃｕｐ）観戦記  

男子Ｃチーム（ヨッシャー杯）観戦記  

 今年のCチームは少数精鋭15人、対するダラス40
人。少数精鋭とはいうものの、昨年までの選手が一気

に抜け、今年初めてソフトに参加した選手も多く、

ボールの握り方からスタートした5月であった。ところ

が初戦C−Jr. は11-4と素晴らしい滑り出し。コーチ陣、

観客席は皆、次のヨッシャー杯にもしやと期待を寄せ

て臨んだ。しかし、ダラスの壁は厚かった。初回三者

凡退でダラス1回裏の攻撃。森岡のサード好守備に

始まったが、6年生以下野球経験者の揃うダラス強打

線は、監督のサイン通り右に左に打ち分けるハイレベ

ルなもの。野手は間隙をつかれて守備は浮き足立

ち、一気に5点先取された。それでも2回表中村のレフ

トへの2ベース、その裏はピッチャー返しを3年生安西

が低学年とは思えぬ好守備でチームを盛り上げ、2、

3回は1点ずつで切り抜け徐々にヒューストンペース

に。3回は中山（雅）のセンター前、4回は荻島のライト

前ヒットが出るものの、なかなか得点にはつながらな

い。5回、チャンドラー（龍）のライト前に続き、寺田が

サ ー ド に 強

打。守 備 の ミ

スを誘いチャ

ンドラーが一

気にホームイ

ン、漸く1点を

返す。しかし、

中山（健）の痛烈な当たりは相手野手の正面をつく

不運。6回2死からの小倉の3ベースヒットは、キャプ

テン意地のヘッドスライディング。続く4番原がレフト

前ヒットできっちり役目を果たし、小倉が返り2点目。

続く5番宮井も2ベースヒットを放ちいよいよ反撃か。

しかし、6番中村の大きな飛球はレフトの好捕で得点

ならず。終わってみれば初回の5点が重くのしかか

り、2-7で敗退した。ヨッシャー杯連覇こそ逃したが、3
年生を含む少人数ながら皆が生き生きと活躍し、4時

間超の3連戦に出ずっぱりの選手の体力も心配した

が、よく戦い抜いた。高学年が低学年をカバーし、

チームプレーの醍醐味も経験したに違いない。白球

を追いかける瞳は真剣そのもので、今年の彼らの成

長に来年の雪辱を信じたダラス戦であった。     

                        （小倉 正己） 

Gulf    Stream 

女子Ａチーム（総領事夫人杯）観戦記  

 女子Aはこれまで5連覇。2002年総領事夫人杯設

立以降の敗戦はたった一度だけ。戦力は昨年以

上、勝って当然という心の隙があったのか？ 初回

ヒューストン（H）の攻撃は2死満塁から園子の見事な

ヒットで先制と思いきや、前進守備のローバーから見

事なセカンドへの送球で何とフォースアウト（FO）。そ

の裏ダラス（D）の猛打とHの守備の乱れで大量5点

を与える厳しいスタートとなった。2回の表、Hの攻撃

は、伽蓮のヒットでチャンスを作るも得点には至らな

かった。Hの反撃は3回にやってきた。優理、佳穂の

ヒットで1死1、3塁からみづほのヒットで花が生還し初

得点、佳穂が一気に3塁を狙うもレフトからの見事な

返球でタッチアウト（TO）。続く咲の内野安打で守備

がもたつく間にみづほが3塁を狙うがまたもTO。Dの

見事な守備連携もあったが、早く逆転したいという思

いが焦りに繋がってしまったようだ。一方、2、3回は

怪我をしながら出場の輝璃の見事なピッチングでD

打線をゼロに抑えるも、その後Dの猛打により5回で9-
1と大きくリードされてしまった。だがHはまだ諦めてい

なかった。6回の攻撃は、佳穂、みづほの連続ヒットで

チャンスを作り、咲のショートを襲う打球の間に佳穂が

生還、続く園子のヒットでみづほも生還するが、またも

やDのセカンドへの送球でFO、Dの見事な守備連携

に阻まれ更なる追加点を取れなかった。6回裏、さらに

1点を失ったあと、 終回、先頭の果穂、萌南が出塁

し、真耶のセンター前ヒットで無死満塁と思いきや、ま

たもやセカンドへの好返球でFO、優理、花のヒットで2
点を返して 後の意地を見せたがあと一歩届かず、

10-5で敗戦となった。日奈笑、芽依、若奈、Aチーム

の一員としてよく頑張った。女子チームの皆さん、緊

張で実力が出し切れなかった悔しさ、流した熱い涙を

忘れないで欲しい。この先長い人生の中で苦しい状

況になった時、この経験を思い出し立ち向かって欲し

い。私達も目頭が熱くなったよ！   （鈴木 光太郎） 

雰囲気をもって4回表へ。4回は、タイミングよく小

倉、中村の連続ヒット、三浦のランニングホームラン

で、3点追加。4回表が終わったところで8対8の同

点に。これから緊迫した面白い試合になる事を信じ

て4回裏へ。その4回裏、なんと失策、ヒットの連打

でまさかの7失点。7点差を挽回すべく5回表の攻

撃。幸先よく岡崎（公）、原（裕）の連続ヒットで1点

挽回も後が続かず2アウト。ベンチからは「ソフト

ボールは2アウトからだぞ！」との声に続き、原

（慶）、出崎の連続ヒット。追加得点の期待が出てき

たが、ヒットが続かずゲームセット。結局9対15で4
回裏に取られた7点差を挽回できず終わってしまっ

た。 
 来年につながるすばらしいプレーもあったが、全

体的にダラスチー

ムに押された試合

展開となり力及ば

ず。来年の雪辱を

期して、ダラスを後

に す る こ と に な っ

た。（大瀧 英樹） 

加、守備では萌南、芽依、萌々花達がきちっと自分達

のポジションを守った。4回終了時点で4―2のリード。

ゲームは緊迫するも、この2点差を守りきれるかが勝負

となったが、Bチームにとって魔の5回裏が襲い掛かっ

た。ダラスチームの打線が突然爆発し、4失点。そのま

ま時間切れとなり、惜しくも4―6でまさかの逆転負けを

喫してしまった。自分に納得の行くプレーが出来ず

後に悔し涙を浮かべた選手は多かったが、監督･コー

チと共に猛暑の中練習をこなして来た選手達が本当

に得た物は、勝敗だけでは語り切れない、チームメー

ト間の深い絆であったと思う。中学1年生で初参加の

慈莉杏、沙彩、ゆいにとっては大きな経験だった。こ

の悔しさを胸に、来年のダラス戦必勝を誓おう！尚、

本年新たに加えられた女子B-Jr. の試合にはフレッ

シュな中学1年生が中心となり、猛暑の中6回1時間15
分間を闘い抜き17-12で大勝した。良く頑張った。お

めでとう！                   （安達 秀樹） 

Gulf    Stream 

 2009年の勝利のあと、2010、2011年と接戦の末連

敗し、コーチ陣の間では今年は必勝を誓って練習

を続けてきました。今シーズンは雨による練習中止

もほとんどなく、恒例となった岩崎コーチのスイカを

楽しみに、夏の暑い練習を乗り切りました。例年通り

8月になると、守備では2、3塁でフォースアウトを取

れるようになり、攻撃では三振の数がめっきり減り、外

野に飛ぶ打球も増えてきました。ただ例年に比べ参

加人数が少なく、 終のフルメンバーは2年生を含め

て12名と、ダラスの半分の人数での苦しい戦いとなり

ました。 
 試合は、1、2回の序盤は守備側でダブルプレーを

取るなどすばらしい動きで、0-1の接戦でスタートしました。

攻撃面では、ダラスの男子顔負けの好守備に阻まれてな

かなか得点できませんでしたが、4回には5連打で2点を奪

いました。その後、ダラスの小学生とは思えない鉄壁の守

備と豪快な打線の前に2-20の敗戦となりました。涙を流し

た6年生は、悔しさをばねに上位チームでがんばって、是

非来年は勝利して下さい。4、5年生は今年一年で随分上

手になったので、Cチームの主力としての活躍を期待して

います。2、3年生は、友達を誘ってもっとメンバーを増やし

ましょう！ 保護者の皆様、これからも応援とご協力をよろし

くお願いします！                （奥原 登志夫） 

 0-0での2回表ヒューストン。4番デイビッドソンの

ヒットを皮切りにチャンドラー、岩崎と続き、奥原の

レフト前ヒットで先制点！ 続く寺田も打点をあげ

る。中山知香も出塁、山田のライト前ヒットで3点

目。一尾も出塁し、4点目。更に佐藤のレフト前ヒッ

トで5点目、特別ルールで攻守交替となる怒涛の

攻撃でした。ダラスの攻撃は、ローバー古川の好

守等で0点に抑え、いい雰囲気。3回表、先頭の原

津が出塁、2アウト後に宮井のレフト前ヒット、荻島

のライトへのヒットで1点追加。4回表にも１点追加。

4回裏ダラスの反撃も、ショート中村を中心に固い

守備で1点のみに抑える。外野も、ライト中山眞弓

らの毎回の1塁カバー等隠れたファインプレーが

続く。5回表ヒューストン2点追加。5回裏 終回の

ダラス、2アウトからの打球は2塁ベース寄りの難し

いショートゴロ。キャプテン中村が飛びつき、1塁走

者を2塁でアウトにしてそのまま 9-1でゲームセッ

アストロマムズ観戦記  

ト。真夏の厳しい練習の成果を存分に発揮した

素晴らしい試合、チームワーク、そしてアストロマ

ムズ5年目での初勝利でした。当日欠場だった鈴

木選手、手作りグッズで応援してくれた原選手、

お疲れ様でした。投手の佐藤コーチ、原・岡崎両

ベースコーチ、皆様の熱い応援に深謝致しま

す。                                           （古川 聡） 

第９７回  山田康子   さん 

駐妻のヒューストン日記駐妻のヒューストン日記駐妻のヒューストン日記   

3年前の年末、先にヒューストンに赴任していた

夫が一時帰国した際に持ち帰った「Gulf Stream」。

ページをめくると、Texasの澄み切った夏空の下、目

深に帽子をかぶるも、いい色に日焼けした面々の

写真。前任の奥様から聞いていたTexasは、とにかく

暑くて日差しがきつい。夏場なんてとても外にいら

れないとのことだった。それなのに、子供達だけで

なく、ママ達まで・・・。その記事とは、「ヒューストンvs
ダラス 親善ソフトボール大会」。当時、屋内で運動

はしていたものの、太陽に弱く、運動会応援後は必

ずと言っていいほど頭痛に悩まされた私、この地で

ソフトボールをすることになるなど、考えもつかない

ことだった。 
その私が今年初めてアストロマムズに参加するこ

とになったのは、娘のソフトボールの練習後、友人

家族と食事に行った席でのこと。コーチが足りないと

のことで、夫にコーチをやれないかという話。日頃、

娘がお世話になっているので、そろそろお手伝いの

一つでもと、夫がコーチを引き受けることに。そうし

たら、「運動不足だし、どうせ暇なんだから、あなたも

やりなさいよ。」と夫。そんな具合で決まってしまった

のだった。 
5月半ばから始まった練習。3姉妹で育ち、野球

のルールもろくにわからない私は、監督の丁寧な説

明も頭に残らない。投げることも捕ることもままならな

い。ボールの飛距離は全く読めず、監督の言う忍者

走りもできない私は、フライの練習ともなれば、両手

を上げて、体は正面を向いたまま、あ～と見送ること

に。すかさず、「それが一番ダメです～。」と監督の

声。レフトを守る娘に、「ぼーっと突っ立ってちゃだ

めじゃない！」と何もわからずに言っていたことを

反省。試合形式の練習では、出塁後、とにかく走

るのか、打球を見届けてから走るのか、守備では、

捕ったら次はどこへ投げるのか。子供達が何気な

くやっているのに、おばさんは目の前のことで精

一杯、次が考えられないのだ。7月の一時帰国前

まで練習に参加するも、一向に上達する気配もな

く、やっぱり無理と落ち込むばかりだった。 
8月になり練習が週に2回となり、一時帰国して

いたメンバーも戻ってくると、限られた時間を有効

にと、監督の熱血指導もさらに熱くなり、みな必死

について行く。お互いに声を掛けあい、チームが

一つになって行く、学生時代に戻ったかのような

気分。そして、監督の「練習は裏切らない。」との

言葉を胸に、チーム一丸となって臨んだ試合、な

んと強豪ダラスに初勝利！メンバーの数々の素晴

らしいプレーに感動し、初参加にして勝利まで手

にするという幸運に恵まれたのだった。 
はたして運動音痴の私が難題を克服できる日

がやってくるのか分からないが、男子Aチームの

試合で聞こえてきたグローブの真ん中でキャッチ

した時の鋭い音を聞く日を夢見て、練習に励みた

いと思う。 
炎天下でソフトボールをするなんて、考えただ

けでも具合が悪くなると心配されている皆さま、

じっと応援しているだけよりも、自ら動いて汗を流

すほうが熱中症にもならないような気がします。補

習校ソフトに、商工会ソフト、なぜかソフトの盛んな

ヒューストン。家族みんなで参加すれば、ヒュース

トン生活もますます楽しいものとなることでしょう。 
後になりましたが、古川監督、岡崎コーチ、

佐藤コーチ、原コーチ、根気よく熱意あふれるご

指導、本当にありがとうございました。 

男子Ｂチーム 

男子Ｂチーム 

男子Ｂ-Jrチーム 

男子Ｂ-Jrチーム 

男子C-Jrチーム 

女子Aチーム 

女子Bチーム 女子BーJrチーム 

女子Cチーム 

アストロマムズ 
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 2013年度幼稚部入園・小学部1年入学説明会を下記の要領で実施い

たします。 
 なお、お知り合いにもご希望がありましたら、本件をお伝え頂ければ幸

甚です。 

＜入園・入学について＞ 
1. 以下の3点についてのご理解をいただいた上で説明会にお越しく

ださい。 
（1）当校は日本語が既に使える適齢児を対象にしており、日本語の

会話指導は行いません。  
（2）学校生活を継続する上での日本語力が十分かどうかを見る為に

入園希望児・ 入学希望児の面談等を行い、その結果によって入

園・入学の判断を致します。 
（3）当校はＪＥＩＨ補習校運営委員会が設立・運営する私立学校であ

り、校内パトロール等、各保護者の皆様がボランティア精神をもっ

て学校運営に積極的に協力・参加して頂く事をお子様の在学の

前提条件としております。 

2. 以後の手続き等について 
2013年度の幼稚部・小学部の運営、入園・入学の面談（来年1月26
日予定）等の詳細については、説明会にてお知らせいたします。 
尚、園児・児童数が定員に達した場合、定員に空きが発生するまで

の期間は入園・入学待ちとなる場合がございます。  

＜入園入学応募対象・説明会日程について＞ 
1. 応募対象者   

（1）入園適齢児：2007年4月2日から2006年4月1日までに誕生した者 
（2）入学適齢児：2006年4月2日から2007年4月1日までに誕生した者 

2. 説明会  
（1）入園説明会：2012年12月1日（土） 午後2時00分～2時45分  
（2）入学説明会：2012年12月1日（土） 午前9時～午前9時45分  

3. 会場：補習校借用校舎  
Westchester Academy for International Studies 
901 Yorkchester, Houston, TX 77079   Tel.（713）973-0659  

 
＜その他 ＞ 

 就学年齢は現地校では9月1日を基準としていますが、本校では日本

国内と同じ4月1日としております。 
 不明な点がありましたら、直接当校事務所へお問い合わせ下さい。

（日・月曜閉所） 

【連絡先】  

補習校事務所  

Tel. （281）531-6743  

Emai：  

 jlssh@jeihouston.org 
   

2013年度 ヒューストン日本語補習校 

   入園・入学説明会のご案内  

幼稚部 星組の皆さん 

婦人部便り 

 長い夏休みも終わり、気分一新の9月15日土曜

日、久しぶりに「絵本読み聞かせの会」が開催さ

れました。初めて参加してくれた子供達も多く3歳

以上の部、3歳未満の部それぞれたくさんのお友

達と一緒に絵本を楽しみました。 
 『アンガスとあひる』では「ウーワンワン！」「ガー

ガーゲックガー！」という子犬アンガスとあひるの

やりとりを楽しみました。『ぼく、お月さまとはなし

たよ』ではお月様に話しかけるくまくん。山びこを

お月様の言葉として会話するくまくんの純粋な行

動にお父さん、お母さんもほのぼのとした気持ち

になられたようでした。子供たちが大好きな絵探

しの絵本、『きんぎょがにげた』では競い合うよう

に絵の中に隠れた金魚を探していました。動物

のユニークな表情を写真と楽しい言葉で紹介し

た『いいおかお』。みんなでいいおかおを作るの

は難しかったかな。動物たちをつぎつぎに背中

に乗せて散歩する『ぞうくんのさんぽ』。不思議な

散歩の仕方に子供たちの想像も膨らみました。

「しろくまくん、しろくまくん何がきこえる？」こんな

風にして次々と動物に聞いて回っていく『しろくま

くんなにがきこえる？』では見開きいっぱいに描

かれた色鮮やかな動物とその鳴き声を楽しみま

した。 
 10月に入り、いよいよ“読書の秋”です。じっくり

聞くお話、参加するお話、次回もまた楽しい絵本

を準備していますので、是非ピーカンルーム「読

み聞かせの会」にいらしてください。 
 

今後の開催予定 
＜あそぼーかい＞  

11月3日（土） 9時30分～  
11月9日（金） 10時30分～  
12月1日（土） 9時30分～  

＜絵本読み聞かせの会＞ 
10月13日（土） 
11月10日（土） 

12月8日（土） 

いずれも、10時～ 3歳以上、 

10時30分～ 3歳未満  

 変更がある場合もございます。三

水会センター内ポスターやヒュース

トンなびでもご確認ください。 
 スタッフは、随時募集中です。ご

興味をお持ちの方やお問い合わ

せは、次のアドレスまでご連絡下さ

い。お待ちしております。 
 
あそぼーかい    
  mama_asobokai@yahoo.co.jp 
読み聞かせの会  
 houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

 

ヒューストン日本商工会ヒューストン日本商工会ヒューストン日本商工会   会社紹介会社紹介会社紹介   
す。ヒューストン市の印象については、石油・石油

化学産業の中心地、NASAジョンソン宇宙セン

ター、テキサス医療センターの存在から先端技術・

工業都市のイメージがとても強かったですが、実際

に生活を始めてみると美術館・博物館が集まるミュ

ジーアムディストリクト、演劇・オペラ・オーケストラ・

バレエが定期的に上演されるシアターディストリクト

等の存在から、文化水準も非常に高い洗練された

都市であるとの印象を持ちました。また、地理的に

近い中南米系のみならずアジア、中近東等の様々

な地域からの移民が暮らしている全米でも有数の

国際都市であるということも感じております。  

３．その他、個人的な関心事（趣味等）について 

 日本ではなかなかお目にかかる機会が無いテキ

サス料理や南部の料理を楽しめるレストランを探し

てみたいと思っております。アウトドアスポーツと旅

行が好きなので釣り、トレッキングなどでテキサス

内、ロッキー地域なども行ってみたいと思っておりま

す。また、ヒューストンは中南米へのアクセスも非常

に良いので日本からはなかなか旅行で行けないこ

れらの国々への旅行などができればと考えておりま

す。  

１．会社の業務内容等について 

 MMGS社は、Mitsui E&P USA社がペンシルバニア

州に権益を保有しているマーセラスシェールから産出

される天然ガスの米国市場での販売を目的として、三

井物産による100％出資で2011年3月に設立された会

社 で す。オ フ ィ ス は Mitsui  E&P  USA 社 と 同 じ

Greenway Plazaのビル内にあります。設立後、諸準備

を進め、年初から本格的な営業活動を開始しました。

また、天然ガス販売活動とは別に三井物産が米国

Anadarko社と進めている東アフリカのモザンビーク国

での液化天然ガス開発事業に関連する業務に従事し

ている社員もおり、2012年9月時点で、日本人8名（天

然ガス販売事業4名、モザンビーク事業4名）と米国人

4名の12名の体制となっております。  

２．ヒューストン／テキサス州の印象について 

 初めてヒューストンを訪れたのは2011年夏でした。

米国にはNY、ボストンなどに訪問経験がありますが、

これらの都市と比べると、テキサス州の第一印象は、

とにかく広く！そして暑い！ということでしょうか。日本

人の感覚から見ると巨大なピックアップトラックを皆が

軽快に乗りこなしている姿も強く印象に残っておりま

矢沢 和峰 さん 

 

 

＜今日のランチはマクドナルド＞ 

 学校によって規則が違うかもしれないが、うちの娘

の学校では、ランチタイムに親が訪問して、子どもと

一緒に昼食を食べることが許されている。その際に親

は子どものランチを外から買って持ち込むこともOK
だ。 

 現地校編入後、持参した冷たいお弁当を毎日食

べ、また温かい食事をカフェテリアで買う勇気もない

子どものため、学校での様子の見学を兼ねてよく足を

運んだ。ランチビジター専用のテーブルで食べるの

だが、そこで驚いたのは親の持ち込むランチの種

類。本当に何でもあり！の世界。マクドナルドのハッ

ピーミールは超王道。各種ファーストフード店からの

キッズメニュー。昼から豪華な中華のTo Go。サンド

イッチ、ピザ。 初、テーブルにずらりと並ぶＭの赤

いスマイルボックスにびっくり仰天！今では

それにも慣れ、横目でちらちら他の人のラン

チを覗き見てきたおかげで、いろんな店の

キッズメニューに詳しくなったかも。（Mさん） 

あるある へ～ 

 

＜シ、シラミ？！＞ 

 学校から息子が持ってきた一枚のお知

らせ。見たことのない単語が並ぶ中、辞

書をひきひき解読すると、「頭シラミ？！

（head lice）が発生」。なんと、クラス内で

頭シラミが発生したというのだ。戦後の日

本ではあるまいし、なぜこの先進国アメリカで？と思っ

たが、実際は不潔というイメージとは関係なく学校生活

においてはよくあることらしい。シラミ持ちの人と頭髪が

接触したり、ジャケットなどの衣服から移ることが多いそ

うだ。人から人への感染は予防できず、貰ってきたら

ウィルスと同じで「運が悪かった」で済ませるしかない。

クラス内で発生が確認されると、ナースがシラミの蔓延

を防ぐため1週間ほどクラス全員の頭皮検査を行い、も

し見つかれば、登校を禁止され、学校で指定される駆

除方法（専用シャンプーなどでの駆除）を行わなけれ

ば再登校できない。しかし、感染者の名前は秘匿され

完全にプライバシーが守られており、それをきっかけに

いじめが始まることはないのでご安心を！（Sさん） 

 

＜ザ・土足文化＞ 

★当然のことながら？学校には上履きに履

き替える習慣がなく下駄箱もない。上履

きを洗う手間がなく便利かもしれない。 
★先生がたまによく頑張ったご褒美として

「教室にて素足で過ごしてもいい日」を与えてくれる

ことがある。これは特典なのかどうか、まったく理解

できない。 
★幼稚園や低学年では土足で歩いていた床にナップ

マット（昼寝用の布団）を敷き、靴を履いたまま昼寝  

＜車で送迎のプチセレブたち＞ 
★車での送迎。 初のうちは子ども

達は先生達などにドアを開けて乗り

降りさせてもらえることに大喜び。目

をきらきらさせセレブ気分を味わっ

ていたが、学校に慣れてくると、バ

スでわいわい登下校したいと言い

始めた。それは助かる！明日から

でも乗ってって。 
★アメリカ人は体も大きいが乗り付

ける車も大きい！小型車で行くと大

型車に挟まれて窮屈で肩身の狭い

思いがする・・・。 
★カープールの列で、動き出した

車列で、もたもたしていてなかなか

動かない車が一台。その車の前に

空いたスペースにクラクションを鳴

らしながら車が数台割り込んでき

た！マナーの悪い車にびっくりする

とともに、間は空けてはいけないも

のだと実感。翌日、割り込まれた車

は反省からか怒りからか、気合を入

れて一番乗りでした・・・。（Fさん他） 

＜ピクチャーデーはおめかしで＞ 

娘の学校でPicture Dayというイ

ベントがあるのを忘れ、当日、普通

の動きやすいラフな格好＆髪型で

登校させたら、大失敗。実はそこ

で撮られる個人・集合写真は、年

度末に配布されるYear Bookという

学校全体の集合アルバムに掲載

されるということでした。どうりで送

りに行く際に「今日はみんなきれ

いな格好をしているなぁ」と思った

のでした。もっと早く気づいてあげ

ればよかった・・・。(Ｉさん） 

～ その３ ～ 

 好評連載中の現地校体験談の第３

弾です。読者の皆様の中で貴重な、

面白い体験がありましたら、下記アドレ

スまで是非投稿ください。編集部一同

お待ちしております！ 

Email: GS-kiji@gmail.com 

する。セーフティーの理由から（緊急事態にすぐに逃げ

られるように）と説明されたが、未だに私はその光景に

慣れず違和感がある。しかし子どもにとってはあまり関

係ないらしく、すぐに慣れたらしい。 
★学校から帰ると、近所の子ども達はよく素足で芝生の上

で遊んでいる。アリ（ファイヤーアント。噛まれると酷く腫

れ痛む）や、犬の○○を踏んだりしないのだろうか・・。

汚れた足のまま家に入るのもすごいが、子どもを呼び

にきた母親も素足だったのには驚いた。（Mさん他） 



Gulf    Stream 4 Gulf    Stream 9 

編集委員会では医療の 前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターにリレー方式でご登場頂き、健康に関する話、 

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の多根井智紀先生から消化器外科がご専門の西田尚弘先生にバトンが移りました。 

 第97回 
‘ 

入院患者さんの日常 
 

   医師 

（現MD Anderson Cancer Center研究員） 

西田尚弘   

 大阪から研究のためMD Anderson Cancer 
Centerに来ております、西田尚弘と申しま

す。日本では消化器外科医として医療に従

事しておりました。こちらアメリカに来て、MD 
Andersonをはじめ、多くの病院を見学する機

会があり、日本の医療現場について考えるこ

とが多くなりました。そこで今回は私が日本で

出会った、入院患者さんたちの日常につい

て書きたいと思います。私はこちらアメリカで

は研究のみで、医療に携わったことはありま

せんので、これは日本の現状という事でご理

解いただければと思います。 
 
①個室と大部屋 
 入院ほど気が重い外泊というのは、そうな

いのではないでしょうか。残念ながら多くの病

院で入院部屋の設備はお世辞にも充実して

いるとは言えないと思います。入院する部屋

は大きく個室か4-6人部屋（大部屋）に分かれ

ますが、個室は追加料金が発生する病院も

多いため、大部屋を選択される方も多くおら

れます。ほとんどの方にとって、大人になって

から他人と大部屋で寝るというような体験は、

入院の時以外にはあまりないのではないで

しょうか。この生活になじめず、個室に移られ

る患者さんもまれにおられますが、逆に一人

では淋しいので、大部屋でないとだめ、と

おっしゃる方もおられます。病院によって

は“特室”とよばれる、少し設備のととのった

広い個室も用意されています。普通の個室よ

りも高額の追加料金がかかるため、裕福な

方、VIP、場合によっては芸能人や政治家が

入院していることもあります。 
 

②女性は社交的 
 これは一般的な傾向ですが、女性は社交的

で、男性は一人が好きな方が多いという印象

です。6人部屋などの女性患者はベッドを仕

切っているカーテンを開け、時には部屋中の

人たちが全部友達のようになっている事もあり

ます。一緒に病気を戦っているという団結感

がそうさせるのでしょうか。彼女達の友情は強

く、部屋の中の誰かが、これから手術に行く、

という時などには激励の言葉をかけたり、抱き

合ったりされているという光景も見かける事が

あります。一方で、男性の部屋は総じてカー

テンを閉め切っていて、お一人で本を読んで

いたり、テレビを見たりされている方が多いよ

うに思います。男性は孤独を愛するのでしょう

か。もちろん男性でも社交的な方もおられま

す。 
 
③便秘と不眠 
 消化器外科の患者さんの訴えのベスト1＆2
は便秘と不眠です。便秘は、消化管の病気

があるという事以外に、理由は定かではありま

せんが、入院中はあまり身体を動かす機会が

ないことも原因しているのではないかと思いま

す。不眠の原因としては、入院生活では日中

に運動しないこと、また日常生活とは違う消灯

時間などが影響していると思われます。特に

手術前夜、多くの方は緊張で、不眠を訴えら

れます。病院にもよると思いますが、不眠を伝

えると、たいていは睡眠薬が処方されます。

睡眠薬に対しては、よくないイメージを持たれ

ている方もいるかも知れませんが、 近のも

のは効き目がシャープで目覚めもいいものが

多く、あまり使うのをためらう必要はないかとも

思います。一睡もしなくても多くの場合手術に

差し支えありませんが、緊張のなか、夜を明

かすのは精神的によくないかとも思います。 
 
④入院のメリット 
 入院が長期におよぶことは患者さんにとっ

て、必ずしもデメリットばかりではないようで

す。ほとんどの方が一刻も早く退院したいと思

われている訳ですが、中には、いくつかの理

由で入院している方が快適であるという風に

感じられている方もいるようです。一番は体調

が悪くなったときにすぐに対応してもらえるこ

と、それ以外には日常の仕事から解放される

こと、家庭から解放される事で肩の荷が下り

る、というようなお話もうかがった事がありま

す。また医療保険の中には入院1日につきい

くら交付、というような保険もあるため、その場

合には入院すればするほど得、ということもあ

ります。しかしながら当然、医学的に妥当な理

由以外の入院は認められません。 

⑤入院患者さんと医療スタッフ 
 少しだけ会って帰る外来患者さんとは異

なり、一つ屋根の下、毎日顔をつきあわせ

ていると、入院患者さんと医療スタッフの間

には、自然に人間的な交流が生まれてきま

す。これは共同生活をしているようなもので

すので、サービスを受ける側とサービスす

る側という関係ではなくて、お互いを気遣

い合うような精神が現れてきます。以前私

が忙しくて連日24時間病院に詰めていたと

き、自分が病床にありながら、私の身体を

心配してくださる患者さんさえおられまし

た。看護師さんのなかには、担当していた

患者さんと恋に落ちて、結婚までいったと

いう事例もあります。もちろんトラブルも日

常茶飯事です。しかしそれらの多くはコミュ

ニケーション不足に起因すると考えられる

もので、十分な説明、話し合いの機会を持

てば、解決に導けるケースも多くありまし

た。 
 

 以上、私の私感を交えながら、入院患者

さんの日常について書きました。医療は、

命を預かっているのですから、のっぴきな

らないような真剣勝負の場である事に間違

いはありませんが、そのなかでも医療スタッ

フと患者さんとの穏やかな心の交流がある

ことが、私の仕事のやりがいとなっていま

す。 
 

◇◇◇◇◇◇ 

 

 

 次回は、消化器外科がご専門の喜多芳

昭先生です。（喜多先生とは同じ研究室で

お仕事させていただいております。鹿児島

出身で、九州男児の男気があり、またとて

も気さくな先生です。）  

 近年、米国での企業環境は、日本の商習慣にない新しいコンプライアンスや規制が

義務化される傾向にあります。その中で、正しい情報の収集は企業経営にとって欠か

せないものになって来ております。ヒューストン商工会は、8月22日（水）に人事雇用関

係セミナーを開催し、二人の講師の方に雇用環境にかかわる 新の動向とケーススタ

ディをお話していただきました。 

第一部 「進化する雇用前バックグラウンド調査」 
（American Databank. CEO 秋山利泰氏） 

 
 雇用前バックグラウンド調査は、日

本の商習慣にないプラクティスです。

それゆえ、しっかりとしたプロセスの理

解と雇用ポリシーを持つことが非常に

大切です。 
 今回のセミナーでは、応募者がどの

ように雇用前バックグラウンド調査で

ネガティブな情報が出ないようにして

いるか、また隠蔽することに腐心して

いるかを切り口に話を致しました。応

募 者 は、自 分 の 名 前 の フ ァ ー ス ト

ネームとミドルネームを入れ替えたり、誕生日の年月を替えたり、

倒産した会社や存在しない会社を経歴にいれたり、大学の卒業

証書をねつ造したりと、いろいろな手口で自分たちの経歴を偽っ

て入社を試むようになりました。応募者はツイッターやブログでそ

ういった手口を容易にシェアできるようになっているのです。雇

用前バックグラウンド調査が進化し複雑になっていることを理解

して頂き、雇用者側もその実態に則した知識を得ておく必要が

あるのです。 
米国ビジネスでの 大のリスクは、訴訟による損害です。訴訟

になるだけでも非生産的なエネルギーを費やすことになるばかり

でなく、敗訴に至れば、その賠償金額が日本の何十倍という巨

大なものになります。大企業なら耐え忍ぶ体力があるかもしれま

せんが、中小企業では会社存続にかかわる大惨事になりかねま

せん。  
 雇用前バックグラウンド調査は、その問題の芽を事前に摘みと

るためのプロセスと考えることができるでしょう。このプロセスは人

事管理の中で行われる合法的で、かつ有効なリスク回避の手段

です。もちろん、雇用前バックグラウンド調査は任意のステップで

すから、やらなければ罰則があるというわけではありません。しか

しながら、このステップを踏むことで得られる利益はお金には換

算できない価値があります。特に、犯罪者やドラッグ中毒者を間

違って採用しないだけでも大きなベネフィットになるはずです。

その他にもたらす利益は、優秀な人材の確保、安全な職場、離

職率の低減、怪我や事故の減少（ドラッグによる）、労働災害保

険の低減（ドラッグ）などです。その上、万が一訴訟になった場

合、ドラッグテストや雇用前バックグラウンド調査を行っていること

で、しっかりとしたデューデリジェンス・プロセスを踏んだ会社とし

て、御社自体を守る防御策としても役に立つことになります。弁

護士や賠償金にかかる費用より、はるかに低い投資金額で会社

のリスクを大きく減らすことができるのです。 
 
お問い合わせ： American Databank 秋山利泰 
           E-mail: ta@americandatabank.com 

 

 人事雇用関係セミナー 

 Business Seminar 

第二部 「訴訟を避ける為の採用手続きと人事プロセス」 

（HRM Partners, Inc. Vice President/Partner 上田 宗朗氏） 

 

 本セミナーでは、①各人事ポリシー上の免

責条項を理解し実践する、並びにAt-will （任

意雇用契約）が無効となり得る言動に注意す

る。例えば就業規則上に『これは契約書では

ない』『会社のトップだけがポリシーを変更す

る権利を持つ』『いつでも理由のあるなしにか

かわらず会社と従業員は関係を終わらせるこ

とができる（At-will employment）』などの免責

条項が盛り込んであるが、これらに反した言

動をとることにより要らぬ問題が発生したり、

従業員に対し口頭で告げた事が契約とみな

され得る為、将来について約束や確約はしないこと、及び就業規則が

労使間の契約書であるかのように言わぬこと。②オファーレターは細

心の注意を以って作成すること。つまりこれを安易に作った場合、もし

かすると内定通知と受け取られ、本来の目的からずれた別種の雇用

契約があると解釈され、延いてはAt-will契約を凌駕する為、解雇する

際の足枷になるので注意が必要なこと。③Eメールを書く上でも不利

な証拠を残さない。近年の訴訟ケースでは電子メールが動かぬ証拠

となる為、たとえ日本語でも書き方にはくれぐれも気をつけ、他方、従

業員がやりとりしたメール記録は問題を未然に防ぐべく定期的にモニ

ターすることが人事コンプライアンスの観点からも大切なこと。④守秘

義務条項や社内恋愛条項を謳う際には記述に注意を払うこと。諸々

の規則や同意書を設ける場合にNLRB (全米労働関係委員会) が指

摘する「従業員同士が話し合う権利」を犯すことなきよう文章を構成す

べきであること。⑤段階的懲戒を実践する際はAt-willが無効とならぬ

よう言動に注意すること。段階的懲戒を実施する際に社則を厳格に順

守するあまりAt-willと矛盾する行動を雇用主自らがとってしまうことが

ある為、口頭注意の際や提示する書類作成にはくれぐれも注意するこ

とが大切であること。⑥携帯電話の取り扱いには厳格なポリシーを備

え且つ遵守すること。従業員が職務絡みで運転する際は絶対に携帯

電話を使わせないポリシーを備えて実践せねば、事故の際に「使用

者責任の見解の下」企業の責任とされてしまうこと。以上、6項目に集

約し 新の米国事情に基づき訴訟を避ける為の留意点を解説した。 
尚、これらは人事管理上の一片に過ぎず、今尚多くの管理職が自

身の知らぬうちに為しているが、絶えず注意を払えばリスク回避の面

から大きな成果が得られる分野でもある。従って貴社の人事管理書類

を定期的に見直すこと、並びに『米国労働法・労働慣行』や『部下の

管理』を扱ったトレーニングを管理職に対して定期的に行うこと、これ

らを実行することが訴訟を避ける肝心の策と言えよう。 
 
お問い合わせ： HRM Partners, Inc. 上田 宗朗 
                             E-mail: Mueda@hrm-partners.com 

秋山利泰氏 上田 宗朗氏 
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ここ数年の不況を反映してか、フードトラッ

クと呼ばれる、移動式のトラックやカートで軽

食を売るお店がアメリカ全土で人気になって

います。ヒューストンでも以前からトルティーヤ

やタコを売るメキシコ人のトラックはありました

が、最近は、ちょっぴりお洒落なドーナツやグ

ルメバーガーを売るトラックも増えてきました。

今回は、前回ご紹介したお店が少し高めだっ

た反動ということで、5ドルで満足できる、お財

布に優しいお店を紹介したいと思います。 

場所はダウンタウンの近くで、Westheimer 
とMontroseの交差点から少し東に走った右手

にある空き地。今回のお店は、半畳ほどのス

ペースでフレンチクレープを焼いてくれる屋

台です。狭い屋台のスペースに、2台の焼

台、果物や野菜が効率よく並べられていま

す。2年半前からこの屋台を始めたという、とっ

ても賑やかなお兄さんが大声で何事か喋りな

がら、器用に生地を広げ、ひっくり返し、色々

な具を乗せていく様はちょっとしたエンターテ

イメントです。焼きあがりはパリパリなのです

が、少し食べ進んでいくうちにしっとりとした生

地になり、2つの食感が楽しめます。具材は、

フレッシュフルーツを使ったチョコバナナや蜂

蜜りんごなど甘いものはもちろん、食事になり

そうなアボカドやズッキーニ、チーズのお惣菜

クレープもあります。一番高級なモンスターク

レープ（9ドル）は、SweetとSavoryの2種類があ

り、それぞれその日にある「沢山の甘いもの」

と「沢山のお惣菜」を載せたものです。一番人

気は、朝食がわりに利用する人が多いので、

ハム＆チェダーチーズだそうです。メニューは

日々変わるようです。また、隣のスペース

に、かき氷屋さんのトラックが停まっているこ

ともあります。サラサラの雪のような氷にシ

ロップをかけて頂くかき氷は、ひととき、

ヒューストンの残暑を忘れさせてくれるでしょ

う。 

屋台なので、小さなお子さんが大声で騒

いでも大丈夫ですが、Westheimerの交通量

の多いところなのでお気をつけ下さい。車

はクレープ屋さんのある空き地に数台停め

られます。座席はないので、車の中で具を

落とさないように食べるか、わずかな木陰で

食べることになります。美味しいお食事で幸

せな時間を過ごして下さい。 

403 Westheimer Rd Houston, TX 77006  

Melange Creperie  
月、木~金 7 am - 1 pm 

土、日 10 am - 2 pm  

価格帯： $5～  

No.55

レストラン紹介 

Vol.30 
Ikuko Murakami 

新 

 

第第第543543543回回回   テキサス会テキサス会テキサス会   

 去る9月23日（日）、第543回テキサス会「ユナ

イテッド杯」がヒューストン北東にある Tour 18 
Golf Club で開催され、総勢63名が参加されま

した。当日は、天気に恵まれ、汗ばむものの爽

やかな秋空の中で開催することができました。

今回の会場となりました Tour 18 Golf Club は、

世界各地の有名ゴルフコースの中から人気のあ

るホールをピックアップし再現したコースである

ということもあり、ゴルフ好きの血を熱くさせ随所

に素晴らしいプレーが見られました。 
 本会はダブルペリア方式で争われ、優勝は前

回に引き続き連覇となるYokogawa Corporation 
of  America  の田辺さん。女性の部では JGC 
Energy Development (USA) Inc.  の平野さんが

優勝されました。また、ベストグロスに輝かれた

のはスコア87 にまとめた Japan Machine Tools 
Corp.  の山地さんでした。皆様本当におめでと

うございました。 

 賞品につきまして、今回も商工会各社を始

めとした多数の皆様より大変バラエティーに

富んだ沢山のご寄付を頂きましたこと、厚く

御礼申し上げます。 
 尚、今回の「ユナイテッド杯」の優勝賞品で

ある航空券をご提供頂いたユナイテッド航空

の赤松様、本当に有り難うございました。ま

た、今回幹事を務めた弊社メンバーがゴル

フの素人であったこともあり、運営において

各方面の皆様に多大なるサポートを頂きまし

た。皆様に感謝申し上げます。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。  
 
（Sekisui Specialty Chemicals America   

幹事一同） 
 

総合優勝 田辺さん 

女性の部優勝 平野さん 

★よろしく！～新規入会です  

●正個人会員入会 

 ＊Kuraray America, Inc. 加藤利典（和歌子）     
 ＊MCFA  木村啓明／馬場康充（弥菜子）  

 ＊Teikoku USA Inc. 加減孝司 ＜Philadelphia 駐在＞ 

＊Yokogawa Corporation of America  
   渡邉貴章／渡辺健    

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

●正個人会員退会 

 ＊Fuji Electric Corporation of America 武田渉 

 ＊JAXA   水野浩靖 

 ＊MCFA   春田光一（澄子） 

    三輪明義（京子） 

 ＊Sumitomo Corporation of America 一ノ瀬浩司（恵美） 

 ＊Teikoku USA Inc.  中村嘉治 

 ＊Yokogawa Corporation of America 元木大介 

●替わりました  ～ メモのお願い 

●常任委員新旧交代 
＊Fuji Electric Corporation of America  

   （旧）武田渉 →（新）渡部幸平 

＊Teikoku USA Inc.   （旧）中村嘉治 →（新）加減孝司 

 

 

 

      

会 員 消 息会 員 消 息  ＜敬称略、（＜敬称略、（  ）内は配偶者名＞）内は配偶者名＞    Showing Japanから 

 七五三写真撮影会のお知らせ 

 今年も「七五三写真撮影会」を企画しました。 
 お子様の成長の節目を写真で残しませんか？ 3歳と7歳前

後の女の子、5歳前後の男の子が対象です。ご両親の着付け

も承ります。 

   日時： 11月3日（土）・11月17日（土）予約制 
   場所： 三水会センター  

        （12651 Briar Forest Dr. Houston, TX 77077） 
   参加費：着付けのみ／10ドル 
              髪セット／5ドル（3歳児） 

              10ドル（7歳児以上） 

詳細及び予約はShowing Japanホームページをご覧ください。 
    http://showingjapan.wordpress.com/  
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石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 

 1851年にロンドンで初めて開催された万国博覧会。これまでに万博が行わ

れた場所は、パリ、ウィーン、シドニーなど、その国の中心都市であるだけで

なく、観光都市としても名高い。ニューヨークを始め、アメリカ国内には10箇所

ほどあるのだが、テキサスにもそのうちの一つがある。人口では州第二の都市

で、毎年1,000万以上の人が訪れる全米有数の観光都市サンアントニオだ。

古くからメキシコやスペインなど多くの国の文化の影響を受け、異国情緒あふ

れるこの町の魅力をご紹介したい。 
 サンアントニオでまず目を惹くのは、へミスフィアパーク内にあるTower of 
the Americasという塔だ。パリのエッフェル塔、大阪の太陽の塔のように、万博

を機にランドマークとなった建物だ。サンアントニオ市内を俯瞰したり、どこま

でも延々と続くテキサスの大地を望むのに最適の場所なので、観光の最初や

締めに上るといいだろう。しかし、

サンアントニオの観光の拠点は、

なんと言ってもダウンタウンにあ

る The  Alamo（ア ラ モ 砦）。こ こ

は、テキサスの歴史を語る上で

最も重要な戦争が起こった場所

で あ る。1835 年、メ キ シ コ 領 土

だったテキサスに「アメリカ」から

入植した人たちは、メキシコの政

策を不服としてその支配から独

立すると宣言し、戦争が始まっ

た。翌36年、サンタ・アナ将軍率いる総勢4,000人のメキシコ軍に対して、テキ

サス側はアラモ砦のわずか189人。13日間の攻防の末全員が戦死したが、そ

の決死の戦いはメキシコ軍に大きなダメージを与え、その後サム・ヒューストン

率いるテキサス軍が勝利をおさめ、テキサスの地はアメリカ合衆国となった。

189人の兵士の名が刻まれた壁をじっくりと眺めているアメリカ人の姿を見て

いると、アラモが自由・誇り・愛国心を象徴する場所なのだ、と改めて感じる。

戦いの舞台になる前は伝道教会であった建物の内部には兵士たちの遺品が

展示され、付属のミュージアムではアラモやテキサスの歴史を学ぶことができ

る。また、アラモ砦のすぐ隣には、歴史と伝統を誇るMenger Hotelがある。南

北戦争を戦ったリー将軍やシャーマン将軍、歴代の大統領らが宿泊した格式

あるホテルながら、気軽に立ち寄り中庭やギフトショップなどをのぞくことがで

きる。少し俗っぽいが、周辺にはたくさんのギフトショップやミュージアムがあ

り、多くの観光客でにぎわっている。 
 サンアントニオらしい風景といえば、River Walk（スペイン語ではPaseo del 
Rio）もある。一般道路より一段下に建設された約3マイルの川沿いの散歩道

は、独特の雰囲気。岸辺にはカラフルなレストランがずらりと立ち並び、お店

をのぞきながらそぞろ歩くのも楽しいし、一周約40分のリバーボートに乗っ

て、川から岸辺を眺めるのもおつなもの。木漏れ日が川面をきらきらと輝かせ

る昼間も美しいが、最もにぎわいを見せる夜もいい。深夜までライトアップされ

た岸辺には多くの観光客が行き交う。屋形船さながらに、リバーボートに乗っ

てディナーを楽しむのもよし、ディキシーランド・ジャズなどの生演奏を聞きな

がら食事するのもよし、どこからともなく漂ってくるバーベキューの香りもテキサ

スらしい。しかし、サンアントニオといえばTEX-MEX（テキサス風メキシコ

料理）ははずせないだろう。River Walkにも多数あるが、Acenarというレ

ストランは適度におしゃれ、適度にカジュアルで、料理もおいしいのでお

薦めだ。 
 メキシコやスペインの影響だけでなく、ダウンタウンの南側には、19世

紀にドイツ人が住み始めたKings William Historic Districtという閑静な

エリアがある。そこには、地元の人や観光客に大人気のGuenther House
がある。1860年代製粉工場を創業したドイツ人のお宅が今では当時の

歴史を語るミュージアム兼レストランとなり、朝7時からオープンしている。

週末ともなると、日当たりの良いパティオのテーブル席は1時間待ちのこ

とも。待ち時間にミュージアムや庭が見られるし、ふんわりとやわらかい

バターミルク・ビスケットや自慢のキッシュ料理は本当に美味しいので、

待つ価値は十分にある。 
 歴史に興味がある方な

ら、郊外のミッション・トレイ

ルを訪ねるのもいいだろ

う。ミッションとは、先住の

インディアンをキリスト教に

改宗させることを任務とし

て18世紀にスペインから

やってきたフランシスコ会

修道士の伝道の場。4つの

ミッションは貴重な歴史的

建造物として公開されてい

るとともに、今も地元の人

の教会として利用されている。最古のミッションMission Conceptionで

は、日曜のお昼にMariachi Mass（マリアッチ・ミサ）という独特なメキシコ

風のミサが行われて、観光客でも参加することができる。古い素朴な石

造りの教会で聞くトランペットとギターの演奏は、なぜだか心に染み入

る。 
 サンアントニオには、家族で楽しめる場所もたくさんある。全米第3位の

規模を誇る動物園San Antonio Zoo & Aquarium や、世界最大級の

シー・ワールドSeaWorld San Antonioなど、テキサス・サイズのアミューズ

メント・パークが充実している。そして10月末からはサンアントニオで最も

人気のあるスポーツ、バスケットボールが始まる。NBAのSan Antonio 
Spursはプレーオフ常連の強豪チームで、地元で絶大な人気を誇る。

ヨーロッパや南米など外国出身の選手も多く、国際色豊かなチームだ。

この都市を訪れる前に、試合のある日をチェックしておきたい。  
 サンアントニオは、歴史的に様々な意味で国際都市なのだと私は思

う。スペインからの伝道師のやってきた18世紀、メキシコ人とアメリカ人が

争った19世紀、産業の発展の著しかった万博の20世紀、そして世界中

から観光客のやってくる今。テキサスの中で、いや、アメリカの中でも劇

的なまでの運命を辿って来たこの場所は、2－3日かけてじっくりと見て

みたい。昔も今も変わらず燦燦とふりそそぐテキサスの太陽を浴びなが

ら。 

The Alamo 

 

San Antonio, Texas 

The Alamo - Crockett and Travis 

Misson Trail 

River Walk 

Guenther House  

Tex-Mex 

国際観光歴史都市 国際観光歴史都市 国際観光歴史都市    

サンアントニオサンアントニオサンアントニオ            

日  時：平成24年9月19日（水）11：30～13：15 
場  所：住友商事社 会議室（10階） 

出席者：名誉会長、理事委員12名、正会員1名、次期幹事、事

務局長  

欠席者：理事委員8名（会長委任8名） 

司 会：竹田直樹幹事 

１．商工会会長連絡（上野真吾会長） 

現体制での最後の会議となったが、一年間に亘る各位の献身

的な貢献をいただいたお陰で全ての行事・会議を滞りなく終

了できたことに感謝を申し上げる。10月からの新体制でも引

き続き商工会活動を盛り立てるべくサポートしていきたい。 

２．総領事館連絡（山本条太総領事） 

山本総領事より下記4点の連絡があった。 

①商工会現執行部への活動支援への謝意 

②商工会新執行部への今後の経済各団体・外国系商工会との 

 交流希望について 

③日米草の根交流北テキサス・サミットの開催報告 

④当地を含む全米での中国の日本に対する抗議行動の説明と 

 注意について 

３．特命理事・委員長任命（岡野夏井次期会長） 

商工会会則第五条第三項及び五項に基づき、岡野夏井次期会

長が7名の委員長（内1名が副会長兼任）と特命理事3名を任命し

た。【詳細はJapan Business Association of Houston Organizational  
Structure（商工会組織図）を参照】 

４．新企画調査委員長による部会長任命（次期企画調査委員長） 

上記3項で会長から次期企画調査委員長を任命された木村企画

調査委員長が、商工会会則第五条第三項に基づき、各部会長に

推薦された次期部会長5名を任命した。【詳細はJapan Business 
Association of Houston Organizational Structure（商工会組織図） 

を参照】 

５．JBAH及びJBAHF財務状況に係る報告（加藤信之会計幹事） 

①商工会（JBAH）及びJBA Houston Foundation, Inc.（JBAHF） 

 財務状況について 

加藤会計幹事より、10月度常任委員会決議を諮る前段階として

JBAH及びJBAHFの2012年9月期の財務見込報告があった。

JBAHでは、会員増加による会費の収入増に加え、ガルフスト

リーム発行部数の抑制、通信費や事務費などの節約により、9月

期見込のNETは約$15,837の黒字が見込まれる。JBAHFについ

ては、任意寄付金の支払減少があったため、同期見込はNET
で約$9,607の赤字見込となる。JBAHの見込NETは黒字見込と

なったが、JBAHFでは年初の赤字予算より更に約$2,600の赤字

増が見込まれ、商工会全体として将来的には楽観できない情況 

である。 

②商工会前期・後期分会費の全納について 

＜説明＞商工会では定款に基づいて毎年10月と4月に会費を請 

 求しているが、本社などへの申請業務が煩雑なため、正団体会 

 員の中では年初の10月に会費の全納を希望するところもある。 

 これまで事前に正団体会員の会員登録人数を確認したうえで会 

 費請求をしてきたが、全納とした場合での期中の登録会員数の 

 増減による会費の取り扱いについて検討いただきたい。 

＜結論＞現状の定款条文に2期分全納のオプションを盛り込むこ 

 と、全納した後に会員数が増減しても会費の追徴・返金はないも 

 のとすることを、10月度常任委員会に諮る方向である旨を説明し 

 たところ、反対意見はなかった。 

６．Space Seminar 2012について 

（酒井純一特命理事・山上武尊正会員） 

＊第5回宇宙セミナー開催について 

9月30日（日）午後1時から、スペースセンターヒューストンにおいて

「君も宇宙飛行士になれる！」を開催する。家族・グループ単位で

の参加型イベントとし、宇宙飛行士選抜試験相当の課題へのチャ

レンジしてもらい、宇宙飛行士をより身近に感じていただくことを目

的とする。なお、当日NASA JSC側が開催するイベントと予定が重

なることが判明し、当初予定のJAXAツアーを急遽中止せざるを得

なくなった。宇宙セミナーは引き続き次年度も実施の方向で検討。 

７．委員会・部会関連事項 

①企画調査委員会（木村誠企画調査委員長） 

「人事・雇用関係セミナー」終了報告について 

8月22日の商工会常任委員会終了後、DataBank Americaの秋山 

利泰氏が「管理職が知っておきたい雇用前バックグラウンド調査と 

ドラッグテスト・コンプライアンス」、HRM Partners, Inc.の上田宗朗 

氏が「訴訟をさけるための採用手続きと人事プロセス」をテーマに 

講演。採用手続き前後のバックグランド調査に関する最新動向や

ケーススタディーなどを解説していただいた（内容詳細について 

はガルフストリーム10月号一面参照）。 

 ②スポーツ委員会（藤井一彦スポーツ委員長） 

第543回テキサス会開催について 

9月23日（日）に第543回テキサス会「United杯」が Tour 18 で開催 

される。現在、63名の参加予定。 

８．正団体会員入会申請について（竹田直樹幹事） 

IHI E&C International Corporation社の古見氏から入会申請があり、

理事委員会の全会一致により承認された。 

●申請社名：IHI E&C International Corporation 
 連絡先：3010 Briarpark Drive, Suite 300, Houston, TX 77042 
 申請者名：古見嘉夫様  

 登録希望会員数：1名  

 登録希望部会：エネルギー部会 

９．事務局関連事項（ライブロック祐子事務局長） 

①会員消息 

正個人会員入会4社（6名）、正個人会員退会6社（7名）、常任委 

員新旧交代2社の連絡（詳細は別項「会員消息」欄参照）。 

②2012‐2013年商工会年間行事予定表の一部日程修正連絡 

③2012‐2013年商工会会議予定表修正版の連絡 

１０．その他 

●次年度10月度常任委員会・年次総会関連について 

（竹田直樹幹事） 

来る10月24日（水）に次年度10月度常任委員会及び年次総会が 

Four Seasons Hotel において開かれる。時間帯は常任委員会が17 
時から、年次総会が18時からの予定。旧理事委員には年次総会に 

おいてそれぞれ担当される行事・委員会の年間活動報告をしてい 

ただくため、ご準備をお願いしたい。 

 

 

 

平成平成2424（（20122012）年）年99月度月度    商工会理事委員会 議事録商工会理事委員会 議事録  



塁打、これでノーアウト2、3塁。ここで6番バッ

ターの古川がライト前にヒット。ダラスの守り

のミスもあり、2点追加。フライが続き2アウト。

その後、“ソフトは2アウトから”のお手本のよう

に、9番バッターの奥原がランニングホームラ

ン（本人生まれて初めて）を打ち、2点追加。

結局7回表に5点を追加得点。 
7回裏の守りに入る前に、浅野監督から、「最

後まで安心するな！」の声。それに応えるよ

 試合前は各選手かなり緊張気味で、緊張を紛らわすため

に、自主的に練習をしたりしていた。男子B-Jr. 男子Bが負け

てしまったことで、Aチームが勝たないと3タテでダラスに負け

てしまうというのは、みんな口には出さないけれど、心のなかで

同じ気持ちを持っているようだった。 

 試合は緊張感あふれる好ゲーム。6回裏までの得点は、4回

表に赤松（弟）の三塁打と、続く3番バッター荻島がセンター前

にタイムリーでの1点のみ。その裏にはダラスに1点を取られ、

同点で最終回7回表へ。試合中には、両チームのコーチから、

「エラーをしたほうが負けるぞ！」と掛け声がかかる緊張感ある

試合展開。      

 最終回、浅野監督から、「1点でも点数を入れるとこの試合勝

てるぞ！」との檄。7回最初のバッターボックスは荻島。今まで

調子が悪かったが、それを挽回する流し打ちのライトオーバー

のランニングホームラン。これで選手たちにスイッチが入り、4
番キャプテンの岩崎が気合の内野打、5番岡崎がライト線に二

Gulf    Stream 12 

 

発行 ： ヒューストン日本商工会 

発行責任者 ： 岡野 夏井 

編集委員長 ： 市川 真 

構成 ・ 編集 ： 前田 正子 

印    刷 ：  Sel-Fast Printing Copies 
        & Laminating 

         （713） 782-2000  

Volume 38 No.  1Volume 38 No.  1 

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

October  2012October  2012 

1 
目 

次 

ライブ音楽 

(Metal, Rock & Pop) 
House of Blues Houston 888-402-5837 
Oct. 15, 8pm: Metric 
Oct. 15, 9pm: Father John Misty with La Sera and 
Jeffertitti’s Nile 
Oct. 18, 9:30pm: Matt Wertz 
Oct. 19, 9pm: Matt & Kim 
Oct. 20, 8:30pm: Texas Tease-A-Thon 
Oct. 20, 11:30pm: The Masquerade 
Oct. 22, 10pm: Matthew Dear with Light Asylum 
Oct. 23, 9pm: Rodriguez 
Oct. 25, 8pm: Galactic & JJ Grey and Mofro 
Oct. 26, 9pm: The Temper Trap 
Oct. 27, 7:30pm: GWAR 
Oct. 28, 9pm: Justice 
Oct. 30, 8:30pm: The AP Tour Featuring Miss May 
I, The Ghost Inside, and Special guests 
Nov. 1, 8:30pm: Delta Spirit 
Nov. 1, 7pm: Alesana 
Nov. 3, 7:30pm: Taking Back Sunday 
Nov. 3, 9pm: Macklemore 
Nov. 6, 7pm: All Time Low 
Nov. 11, 8pm: Gaelic Storm 
Nov. 12, 8pm: Joshua Radin 
Nov. 14, 8:30pm: The Wailers 
Nov. 15, 8:30pm: Asia 
Nov. 16, 9pm: Great White 
Nov. 20, 8pm: Matisyahu 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Oct. 27, 8:30pm: Ian Anderson   
Oct. 28, 7:30pm: Alanis Morissette 
Oct. 30, 8pm: The Script  
Nov. 4, 8pm: A$AP Rocky   
Nov. 7, 8pm: Jackson Browne 
Nov. 9, 7:30pm: Snow Patrol & Noel Gallagher’s 
High Flying Birds 
Toyota Center 713-758-7200 
Oct. 20, 7:30pm: Red Hot Chili Peppers 
Oct. 24 & 25, 8pm: Madonna 
Oct. 30, 7pm: Justin Bieber 
Reliant Park 800-745-3000 
Oct. 30, 7pm: Twins of Evil Tour 
Miller Outdoor Theatre 281-373-3386 
Nov. 10, 7:30pm: David Broza 
(Soul, R&B & Jazz) 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Oct. 20, 8pm: Norah Jones   
Nov. 10, 8pm: John Legend 
(Classic) 
Jones Hall 713-224-7575 
Oct. 18& 20, 8pm: Lang Lang Plays Beethoven  
Oct. 21, 2:30pm: Lang Lang Plays Beethoven  
Oct. 25&27, 8pm: Berlioz’ Symphonie fantastique  
Oct. 26, 7:30pm: Berlioz’ Symphonie fantastique  
Oct. 28, 2:30pm: Berlioz’ Symphonie fantastique  
Nov.1&3, 8pm: Tchaikovsky’s 5th 
Nov.4, 2:30pm: Tchaikovsky’s 
Nov.16&17, 8pm: Beethoven & Liszt 
Nov.18, 2:30pm: Beethoven & Liszt 
Nov.23&24, 8pm: Bond and Beyond 
Nov.25, 7:30pm: Bond and Beyond 
Toyota Center 713-758-7200 
Nov.28, 7:30pm: Andrea Bocelli 
(Latin) 
Toyota Center 713-758-7200 
Oct. 26, 8pm: Vicente Fernandez 
(Country and Folk) 
The Cynthia Woods Mitchell PavilionOct. 26, 
7pm: Jason Aldean 

(Rap/ Hiphop) 
Reliant Park 800-745-3000 
Nov. 24, 7:30pm: Wiz Khalifa 
(World) 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Nov. 11, 8pm : Celtic Thunder 

Alley Theatre (615 Texas Avenue) 713-220-5700 
www.alleytheatre.org 
Death of a Salesman (~Oct. 28) 
Hobby Center (800 Bagby) 800-952-6560 
www.thehobbycenter.org 
Jekyll & Hyde (~Oct. 21) 
Main Street Theater – Chelsea Market (4617 
Montrose Boulevard) 713-524-6706 
www.mainstreettheater.com  
Life Is a Dream (~Oct. 21) 
Duck for President (~Oct. 26) 
Stages Repertory Theatre (3202 Allen Parkway) 
713-527-0220 www.stagestheatre.com 
2 Pianos 4 Hands (~Oct. 28) 
Wortham Theatre Center – Brown Theatre – 
Houston Grand Opera (501 Texas Avenue) 713-
546-0200 www.houstongrandopera.org 
La bohéme (~Nov. 10) 
The Italian Girl in Algiers (Oct. 26~Nov. 11) 

<The Museum of Fine Arts Houston>  
(713-639-7300 visitorservices@mfah.org 
www.mfah.org 木曜は入場無料) 
@Audrey Jones Beck Building 
*American made: 250 years of American Art at the 
Museum of Fine Arts, Houston  -Jan.1 2013 
*Constructed Dialogues: Concrete, Geometric, and 
Kinetic Art from Latin American Art Collection –
Jan.6 2013 
@Caroline Weiss Law Building 
*Scandinavian Design  -Jan.27, 2013 
*Jennifer Steinkamp   -Jan.1 2013 
@Glassell School of Art       
*There is no archive in which nothing gets lost  -Nov.25  
<Contemporary Arts Museum Houston>
(www.camh.org) 
*Perspectives 179-Alvin Baltrop: Dreams Into Glass 
-Oct 21 
*Jane Alexander:(Surveys)  -Nov.4 
*Your Land/My Land: Election’12    -Nov.6 
<Houston Museum of Natural Science> 
(713-639-4629 www.hmns.org) 
*Gems of the Medici   from Oct.26 
*Maya 2012: Prophecy Becomes History Oct.26～ 
*Gemstone Carvings 
<The Menil Collection> 
(713-525-9400  http://www.menil.org  入場無料 
Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm) 
*Silence    -Oct.21 
*Dear John & Dominique: Letters and Drawings 
from the Menil Archives  -Jan.6 2013 
*Class Oldenburg: Strange Eggs   - Feb.3 2013 

NFL/Houston Texans @ Reliant Stadium (http://
www.houstontexans.com) 
Oct. 21 (Sun) 12:00pm Baltimore Ravens 
Nov. 4 (Sun) 12:00pm Buffalo Bills 
Nov. 18 (Sun) 12:00pm Jacksonville Jaguars 
MLS/Houston Dynamo @ BBVA Compass 
Stadium (http://www.houstondynamo.com) 
Oct. 20 (Sat) 6:30pm Philadelphia Union 
Oct. 23 (Tue) 7:00pm Olimpia 

劇・エンターテインメント 

美術 

スポーツ 

その他のイベント 

７...ソフトボール観戦記 

８...婦人部便り・補習校次年度案内 

９...テキサス・メディカル最前線 

１０...食ぅすとん・知っとん物語 

１１...Travel in the U.S.A. 

１２...Houston Walker・編集後記 

４...人事雇用関係セミナー 

５...会社紹介・現地校体験談 

６...ソフトボール観戦記 

１...商工会新会長ご挨拶 

２...商工会理事委員会議事録 

３...会員消息・テキサス会 

ヒューストン日本商工会 会長就任ご挨拶ヒューストン日本商工会 会長就任ご挨拶ヒューストン日本商工会 会長就任ご挨拶   
米国三井物産株式会社   岡野 夏井 

て見直されつつあることを感じます。一方、会員あっての商工会で

すが、前身のヒューストン貿易懇話会の設立1967年から45年を経た

中、商工会の位置づけも時の環境変化とともに、会員皆様方の

ニーズに応えていない点もあるのではないかと感じることがありま

す。こうした商工会の立ち位置に就きましても、今後皆様の声に耳

を傾け協議をしていきたいと思います。 
 私は昨年4月末にニューヨークからの異動でヒューストンに着任。

当地での生活は未だ1年5ヶ月です。ニューヨークから転勤の際、娘

の米人保護者仲間から「え、テキサスに引っ越すの！」とやや揶揄

するような笑みで送られましたが、いざ居を構えると住みやすい環

境に家内ともどもヒューストンの日常を大変にエンジョイしています。

雪かき不要の暖かさ・懐にやさしい物価水準・隣人達の人懐っこさ

に、我が家にとってはずっとHomeにしたいと思える街です。 
 宮仕えの身、残念ながら限られたヒューストン駐在期間ではありま

すが、商工会を通じての皆様とのご縁、巡り合いを大切に致し度い

と存じます。 
 この1年のご支援をよろしくお願いいたします。 

男子Aチーム（総領事杯）観戦記  

熱い戦いの続きは６－７ページに・・・ 

男子Ａチーム 

うに、選手たちは最後まで緊張感を維持

し、7回裏を0点におさえ、6対１でダラスに

勝利。浅野監督はヒューストン補習校チー

ムの監督4年目にて初勝利。当日夜は、お

いしいビールをいただけたはずです。  

                  （大瀧 英樹） 

 皆様こんにちは。米国三井

物産の岡野でございます。 
 こ の 度 2012-2013 年 度 の

ヒューストン日本商工会会長職

を拝命いたしました。このような

大役を仰せつかるには、まこと

に微力でございますが、役員

各位ならびに会員皆様のご助

言、ご協力をあおぎ、頑張って

まいります。どうぞよろしくお願

い申し上げます。 
 さて、近年の米国オイル＆ガ

ス開発伸張をきっかけとした米

国産業復興の兆しに、メッカとなるヒューストンは米国経済牽引の中

心地として、地域総生産・雇用増加何れも全米トップ水準の数値を示

しております。こうした当地のビジネス機会拡大に呼応するように、当

商工会の会員数もこの1～2年緩やかに増加しております。本拠地を

同じくする日系企業のネットワークとしての商工会の存在が、あらため

Oct. 20-21 Pet Festival @Old Town, Spring.  
Admission  is  free.  foods,  contests,  unique 
stores,  friendly  doggies  on  street!!   http://
www.oldtownspring.com/events.htm 
Oct. 6 – Nov.25  Texas Renaissance Festival 
in Plantersville テキサスにいながらルネッサンス

時代にタイムトリップしてみませんか？チケットは

日 に よ っ て 値 段 が 違 い ま す。詳 し く は http://
www.texrenfest.com/  
Oct.  27  Texas  Mushroom  Festival 
@MADISONVILLE TX  different  kinds  of 
mushrooms  including  SHIIITAKE!  http://
www.texasmushroomfestival.com/ 
Sep.26 –Nov.  4  Ghost  Walk  (Downtown, 
Houston) by Discover Houston Tour. $15. こ

ちらのツアー(徒歩)は大人のみになります。ヒュー

ストンのダウンタウンにあるレストラン、バー、ホテ

ルそれぞれにまつわる伝説、過去にあった奇怪な

出来事などをなどを歩きながら、発見することがで

きます。www.discoverhoustontours.com/ 
Oct.  15-16 Wings Over Houston Airshow 
@Ellington Field, Houston, Texas Produced 
by the Commemorative Air Force. エリントン空

港で開催される航空ショー。飛行機のエアー

ショーと地上展示があり、地上展示の飛行機は機

内を見ることもできます。：チケット又は詳しくは 

http://www.wingsoverhouston.com/ 

編  集  後  記 
 
 引き続き編集委員長をすることになりました、宜しく

お願い致します。 

 と言いながら、委員長、今月は所用があって編集会

議に出ていません。ただ、それでも何事もなくGulf 
Streamは出来上がっていきます。ずっと当誌の編集

に携わってこられている委員の方々の熱意と御尽

力にはいつも感謝しております。 

 さて編集後記には何を書こうかと、原稿をぱらぱら

見ていますと、石井さんの記事が目に留まりました。

さ来週サンアントニオに出張なので、校正するときよ

りもしっかりと読んで、River Walkに行くことに決め、

事務所の秘書からも情報を取って、準備は万端。今

月は読者に徹してしまいました。             (市川 真) 

 日本との文化、習慣の違いに驚いた人事雇用セミ

ナー。郷に入っては郷に従え、ルールを守ることが自

分を守ることになる。そういえば先日、大道の並びの

イタリアンベーカリーのおじちゃんが「週末、たくさん

の日本人がうちの外のテーブルでタバコを吸ってい

るんだよ。自慢のエスプレッソも買わずにね」と言っ

ていた。知らず知らずルール違反をしがちな“外国

人”だからこそ、万国共通の小さなマナーから気をつ

けようと思う。                 （藤岡博子） 

 遂に2012年のアメフトシーズンが開幕しました！メ

モリアルパークへゴルフの練習に行ったはずなの

に、いつの間にか隣接するお店でテキサンズの試

合をテレビ観戦していました。未だ完成度が低いプ

レーが散見されるものの、開幕2連勝。ラウンドを終

えてお店に入ってくるなり、「今日、テキサンズは

勝ったの？」と試合結果が気になってしょうがないゴ

ルファーもいました。スーパーボウルに向けてGO 
TEXANS！！！               （松本晋） 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 


