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 新年明けましておめでとうございます。 

 皆様におかれましては、つつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し

上げます。 

昨年を振り返ると、まさに歴史的な1年でありました。未曾有の被害をも

たらしたハリケーン・ハービーからの復興、そしてヒューストンコミュニティを

勇気づけてくれたアストロズの劇的なワールドシリーズ優勝。更に商工会

にとっては、発足50周年の記念式典並びに世界で活躍するヴァイオリニス

ト五嶋龍氏を招いての記念コンサートを盛大に開催することができました。

このように商工会における日々の活動だけでなく、特別なイベントも円滑に

取り進めるにあたっては、一重に皆様のご支援があってこそであり、厚く御

礼申し上げます。 

商工会では、昨年ハリケーン・ハービー被害に対する支援団体へ10万

ドルの義援金寄付、また都市計画を通じヒューストンを住みやすい街にす

べく支援をしているヒューストン大学のThe Community Design Resource 

Center (CDRC) of the Gerald D. Hines College of Architecture に対して

も、10万ドルの寄付をさせて頂きました。本年も商工会の皆様とともに地元

コミュニティとの結束を強め、次の50年を見据えて日本のプレゼンスの更

なる向上に努めていければと考えております。また、益々生徒が増加して

いく日本語補習校運営への支援にも注力して参りますので、引き続き皆様

のご支援、ご協力方何卒宜しくお願い申し上げます。 

 扨て、今年の干支は「戊戌（つちのえ・いぬ）」です。本文を読まれている

皆様のなかには戌年生まれの方もいらっしゃるかと思いますが、戌年生ま

れは、真面目な努力家で堅実かつ慎重、また義理人情に厚いと言われて

います。2018年を占うにあたり、陰陽五行説によると、「戊戌」は明暗がはっ

きりする年になるようで、今まで頑張ってきた人は、本年見事に花開くとの

ことです。会員各社並びにご家族の益々のご発展、ご健勝を祈念し、年頭

のご挨拶とさせて頂きます。  
平成30年正月吉日 

ヒューストン日本商工会会長  髙杉 禎   

ヒューストン日本商工会会長  在ヒューストン日本国総領事  

髙杉 禎   天野 哲郎  

明けましておめでとうございます。 

昨年は、ハリケーン・ハービーによりヒューストン地域に多大な被害が

発生しましたが、既に力強く復興され、良い平成30年の年明けをお迎

えのことと存じます。 

昨年は、トランプ大統領の新政権がスタートして1年目となりました

が、その間に安倍総理が、双方の直接訪問も含めてトランプ大統領と

多くの会談で率直な意見交換等を重ねられた結果、日米同盟はかつ

てないほど強固なものとなっています。今後も北朝鮮問題への対応に

代表される安全保障関係、更には日米双方の利益となる経済関係の

一層の進展が大いに期待されるところです。 

そうした中、日・ヒューストン関係も、一昨年に引き続き昨年も実り多

い年となりました。先ず、目白押しとなった各周年事業の筆頭は、5月2

日に挙行された日本庭園25周年祝賀式典で、これまでの関係者の皆

様のご努力により完成された冠木門と枯山水が披露されました。一層本

格化した日本庭園が、日・ヒューストンの相互理解の更なる促進に役立

つことが期待されます。また、千葉市との姉妹都市45周年では、熊谷市

長が千葉市議会議員の有志の方々と共に10月9～12日にわたりヒュー

ストンを公式訪問され、ターナー市長を始め市の関係者の方々からの

温かい歓迎の中で、両市の更なる関係強化が約束されたところです。

更に、商工会の50周年では、11月11日に来賓のターナー市長より、

ヒューストンのみならず日米経済関係への商工会のこれまでの貢献が、

今回のハリケーン・ハービー復興基金及びヒューストン大学への寄付事

業と共に改めて賞賛されました。また、記念公演として世界的に有名な

日本人バイオリニストの五嶋龍氏によるバイオリンコンサートも行われ、

今後の新たな50年に向けた商工会及び会員企業の取り組みへの期待

が高まったことと思います。一方、文化関係でも、前述の姉妹都市45周

年記念の一環としてバレリーナの楠崎なおさん及びヒューストンバレエ

の有志の方々が、千葉市とヒューストン双方で「夕鶴」のバレエ公演を

実現し、日・ヒューストンの文化交流促進の上で大きな評価を得ました。

今後も、経済や文化双方でこうした関係強化が継続されていくことが大

いに望まれます。 

最後に、総領事館としては、本年も皆様にとって更なる御発展の年と

なられるよう心からお祈り申し上げますと共に、そのために少しでもお役

に立てるよう館員一同引き続き精進してまいる所存ですので、何卒宜し

くお願いします。 

平成30年正月吉日 

在ヒューストン日本国総領事 天野哲郎 

ヒューストン日本商工会 理事委員会 
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平成29（2017-2018）年度 12月度 商工会理事委員会 議事録 

会員限定 
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駐妻のヒューストン日記 

第１60回 飯田加奈子 さん 

～20年ぶりの北米生活に思うこと～ 

2016年8月、主人の転勤により、15歳の長男、9

歳の長女を伴って、ヒューストンにやって来まし

た。二人の子どもたちが長期海外生活するのは、

今回が初めて。一方、妻である私は、学生時代に

カナダの大学に留学して以来、20数年ぶりの北

米生活です。 

現地校登校初日、クラスメートには日本人が全

くいないことから、子供たちが外国人として差別を

受けないかが親としては心配でした。『箸』を使っ

ただけで差別を受けたという友人の経験から、ラ

ンチにフォークを持っていくように勧めたのです

が、必要ない、という強気の返事。午後、学校から

帰宅した娘にランチの様子を尋ねると、『私が箸を

使うのが面白いらしくて、クラスメートたちがフォー

クやストローを2本使って私のマネを始めたの。で

も、上手くつかめなくてボロボロこぼすから、みん

なで大笑い。楽しかった！』とあっけらかんと答え

ます。親としては少し拍子抜けしましたが、その

後、行事で学校に行く機会が増えて、その理由が

分かりました。娘、息子の学校とも、実に多民族多

様性に富む学校だったのです。もちろん国内出

身者が過半数を占めていますが、それ以外

は、生徒の両親の出身地がパキスタン、イン

ド、モロッコ、中国、メキシコ、ヨーロッパ、エジ

プト等、世界のあちこちであることが分かりま

した。20数年前は人前で英語以外の言語を

話すのはタブーという雰囲気がありましたが、

子供たちの同級生は2言語、3言語話せる生

徒も多く、外国語や異文化に対してとても寛

容な雰囲気があり、アメリカ社会のこの数十年

の大きな変化を感じさせられました。 

他にも、アメリカに来て気付いたのは、言語

としての英語の変化です。Unfriend（アンフレ

ンド）, tinder（ティンダー）, ghost（ゴースト）な

どITを中心とした新しい言葉やスラングが当

たり前のように使われ、一方で古いイギリス英

語から派生した英単語を使う人が減って来て

いる、という印象を受けました。先日はアメリカ

人の友人と話している時、『I’m not keen on 

studying Spanish. スペイン語は熱心に勉強し

ていないの。』と言ったら、keenが今のアメリカ

ではほとんど使われていないことを指摘され、

驚きました。私が住んでいたカナダはイギリス

単語やイギリス発音が一般的に使われる一

方、テレビを付ければアメリカのテレビ番組が

流れるという折衷環境で、昔は間違いなく誰

もが使っていた言葉だったのですが、言葉は

どんどん進化するのですね。（笑） 

先日は娘のガールスカウトで母親のボラン

ティアが必要ということで声をかけられ、パネル

ディスカッションのパネラーを務めることになりまし

た。トピックは『女性が社会で果たす役割』です。

参加した19人の小学五年生女子の『将来の夢』を

聞きましたが、出てきた答えが『医師』『宇宙飛行

士』『海洋生物学者』『エンジニア』と、まるで男児

の夢と同じなのに、驚きました。ちなみに現在の日

本の小学生の女の子の夢は、パティシエ（ケーキ

屋）、アイドル、学校の先生、が上位を占めてい

て、アメリカの女児たちが求める、自立した女性像

とは随分異なることを実感しました。ディスカッショ

ンでは、『あなたのロールモデルは誰でしたか？』

『仕事する上で、挫折したことやあきらめたことは

ありますか？』と、大人顔負けの質問が飛び、とて

も興味深かったです。このような環境で教育を受

けられる娘を羨ましい、とさえ思います。 

駐在1年が経ち、おかげさまで息子はサッカー

部、娘は合唱団とガールスカウトを通じて多くの友

達に恵まれ、家や食事に招いたり、招かれたりと

いう機会も増えてきました。家族とは常々、ヒュー

ストンに来たことで多様な価値観や新しい考えに

触れる機会があって良かった、と話しています。

ヒューストンでの新たな出逢いや好機に感謝しつ

つ、今後も家族で充実したヒューストン生活を送り

たいと思います。 

会員消息 ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞ 

会員限定 
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ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

 VALQUA NGC, INC 

     吉田 亘さん 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

弊社はパッキン・ガスケット・メーカーである日本バルカー工業株式会社

が2017年3月にＭ＆Ａで傘下に加えたふっ素樹脂のライニングタンク・メー

カーです。 ライニングタンクとは、石油化学、一般化学、半導体産業等に

おいて多くの化学薬液が使用されますが、金属製のタンクではこのような化

学薬液に耐えられないためにタンク内面に樹脂をライニング（貼り付け）して

耐薬液性を付与して加工されたタンクのことです。特に高純度化が進む半

導体産業ではなくてはならない設備のひとつです。弊社がライニング加工

を施す際には耐薬液性、耐熱性、純粋性では最強の「ふっ素樹脂」を使用

しています。  

弊社は設立30年以上の歴史を持ちHoustonの北部Tidwell Rd.沿いに位

置する工場には、現在日本人4名が駐在しています。 

 

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。 

ヒューストンはとにかく広々とした土地に産業が栄えた中南部アメリカの

典型的な都市のように感じました。 

食べ物に関しても、ステーキ、ハンバーガーなどのアメリカ料理から隣接

するメキシコのメキシコ料理以外にもベトナム料理、ケイジャン料理などの

様々な種類があり、これから少しずつこちらの料理を堪能していきたいと思

います。 

 人々も礼儀正しい方が多く、私のような日本人にとっても親近感が湧きま

す。  

 

３．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

この度、新しく赴任して参りました。米国は、東海岸(New York)と西海岸

(Mountain View)に住んだ経験がありますが、ここ米国の心臓部ともいえる

テキサス州ヒューストンに赴任することができてこれからが楽しみです。特に

自慢できるような趣味はございませんが、せっかくテキサスに参りました以

上、音楽はカントリーミュージックをはじめ現地の音楽や地ビール、テキサス

ワイナリーなど機会があれば探索してみたいと思っております。皆様、よろし

くお願い申し上げます。 

Vol.43 No.4 January 2018  

右から2番目が吉田さん 

親会社である東芝三菱電機産

業システム（株）（略称: TMEIC（呼

称はティーマイク））は、2003 年に

（株）東芝と三菱電機(株)の産業

部門を統合した合弁会社としてス

タートしました。TMEIC 社のグ

ロ ー バ ル 戦 略 の １ つ と し て、
TMEIC Power Electronics Prod-

ucts Corporation 社（略称: TMPE）

は、TMEIC 社のパワーエレクトロニクス技術を用いた製品の北米製造拠点として、2014 年に

設立しました。設立当初、ヒューストン市を拠点にモータを駆動するドライブ装置の製造を開始

し、その後、太陽光発電用パワーコンディショナの生産を開始しました。この度、太陽光発電用

パワーコンディショナの増産を含め、パワーエレクトロニクス製品の供給拡大のため、新たに

Houston 市に隣接する Katy 市に Katy 工場を開設しました。メガソーラ（1,000kW 以上大規模

太陽光発電施設）に適用される太陽光発電用パワーコンディショナの需要は、環境問題の改

善策の一つとして、今後も期待されています。新工場は、ヒューストン西地区、皆さんご存知の

Katy Mills や Typhoon Texas から北に車で 5 分ほどの環境の良い場所を選びました。 

 開所式は、2017年11月2日、まさにテキサス日和の快晴の中行われ、天野総領事様、ヒュー

ストン日本商工会髙杉会長様、並びに、地元Katy市を含めた政府関係の皆様、日頃よりお

世話になっている企業の皆様、そしてTMEIC社およびTMEIC社の両親会社並びに北米拠

点のグループ関係会社の皆様にも列席いただきました。開所式前後には、“テキサスらし

さ”を標榜する弊社に相応しく、テキサンカウボーイ・カウガール達が来場し、参加者とのダン

スや記念撮影など、会場を盛り上げました。また式中においては、ヒューストンアストロズが合

わせたかのように前日ワールドシリーズの優勝を決めたこともあり、TMEIC社長が優勝Tシャ

ツで挨拶に登壇した際には、スタジアムにいるかのような熱気につつまれました。この勢いそ

のままに、北米の環境改善に貢献する製品を供給すべく、頑張ってまいります。  
（文責：TMEIC Power Electronics Products Corporation 吉村 誠）  

TMPE 工場開所式 

リボンカッティング 

左から天野総領事、TMEIC日本法人 山脇社長（Tシャツに 

注目！）、髙杉商工会会長  

米国人従業員もカウガールと大盛り上がり！  

弊社太陽光発電用パワーコンディショナ製造ライン  
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 ヒューストン補習校の伝統となりつつある水ロケットの打ち上げが、今年も行

われました。理科の授業の一環として、中学部2・3年生が、JAXAのボランティ

アサポートの方々と一緒に行っているものです。今年はハリケーン・ハービー

の影響で水ロケットの授業ができなくなるのではと心配しましたが、ハリケーン

の被害を吹き飛ばすかのような結果になりました。（結果については本文後半

で）例年は中学部2・3年生の合同授業で、前年に経験のある中3の生徒達

が、初参加の中2をリードするパターン(リードしていくことが中3の目標の一部

でもあった)でしたが、今年は授業時間の都合と人数の都合により、学年別で

のロケットの作成と打ち上げとして、さらにチーム編成を少人数（中3は各チー

ム4～5人）にして臨みました。 

 中2は初めての体験なので、ある程度完成した設計図を基に、各グループ

同じ規格のロケットを作ることに。中3は去年の経験をもとに、よく飛ぶように改

良した各グループ独自の設計と材料設定（翼の材料など）を行うことにしまし

た。 

 ロケットの設計と作成は各学年2時間（設計1時間、作成1時間）。参加いた

だいたJAXAのボランティアの方々の、いろいろなアドバイスを皆真剣に聞い

ていました。少人数のチームにしたため、一人一人の仕事量は増えたもの

の、皆が責任をもって各担当業務を行い、家に持ち帰って部品を作った生徒

達もいたようで、チームワークと任務完遂の大切さを学んでくれたようでした。 

 打ち上げ日は運動会の翌週の11月4日。打ち上げ当日は雨も心配されまし

たが、曇りのち晴れに少しの横風と、極寒の運動会とは対照的な、水ロケット

打ち上げ日和となりました。またこの日はTV JAPANの撮影も予定されてお

り、いつもとはどこか一味違う打ち上げ日となったのでした。 

 午前中は中学2年生。打ち上げの手順と、安全確認の手順をおさらいし、機

体の最終調整が終わったチームから打ち上げ台に向かい、カウントダウンで

新記
録続

出！
  

ヒューストン日本語補習校ヒューストン日本語補習校    

水ロケット実験水ロケット実験20172017  

発 射！最 初は打ち

上げ角度が悪かっ

たり、燃料と重りの位

置 の バ ラ ンスが 悪

かったりと飛距離が

なかなか伸びません

でしたが、毎回微調

整 を繰 り 返 し、80m

以上飛ばすチームも

出てきて皆の笑顔が

こぼれていました。

今回の経験を来年の授業に活かしてもらいたいです。 

 そして午後は中学3年生の出番。カメラクルーの他にも補習校の小

学部や幼稚部のギャラリーも付き、生徒たちは（気持ちは）さながら

スーパースターか、宇宙に上がる前の宇宙飛行士の様。準備時間に

はちびっ子たちが大きなお兄さんお姉さんたちのロケット調整を間近

で見たり、設計についての質疑応答になる場面も。さすがは中学3年

生、やはり去年一度経験しているだけあってここは余裕の対応。打ち

上げの手際も良く、何度も何度も打ち上げを繰り返すごとにいろいろ

な微調整が加わり、中には風向きを利用しようとするチームも現れま

した。（これは新しい発想でした。）気体の一部が破損しても予備パー

ツを持ってきているチームがあったり、その場で改良を施すチームが

いるなどの、経験者ならではの臨機応変な対応が光りました。 

  終わってみれば中学3年生は（学校新記録だと思われる）90m以

上飛ばすチームもでるなど、皆満足する結果となりました。どちらの学

年も中学1年生から見てきた生徒達なので、その成長ぶりになにより

感動しました。またハリケーンの影響を受けた生徒も多くいた中、ハリ

ケーンが残した嫌な空気もこの水ロケットが見事に晴らしてくれたよう

でした。また来年も新中学3年生が記録を更新してくれるのではと期

待が広がります。       （文責：中学部理科担当 宮城健一） 
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Q. 補習校に勤められたきっかけ

は何ですか。  

A. 小学校低学年の頃から私は

小さい子の面倒を見るのが大好

きでした。1983年にヒューストンへ

来たとき主人の日本語の先生で

あられた仲本先生にお会いし、補

習校で9年間勤務しました。当時1

年目は無我夢中で教えていまし

たが、年数を重ねるごとに補習校

の先生の重要性を感じるようにな

りました。今回、また日本の未来を支えていく補習校の子

ども達のお手伝いができたらと思い、戻っ

てきました。  

  

Q. どのような教員を目指していますか？  

A. 子ども達が喜んで補習校に通えるこ

と、そして、笑顔のある学級を目指してい

ます。週一回の貴重な補習校ですから、

一日の授業が有意義に楽しく過ごせるよ

う、4年生の場合、特に「実践」と「時間配

分」に気を配っています。  

 

 Q. 現在何を教えていらっしゃいますか。 

A. 国語と算数です。  

 

Q. 補習校での、教員としてのやりがいや

喜びを感じた経験を教えてください。 

A. 補習校では、教師・子ども・親の三者が

一体となって取り組んだとき、テストなどで

良い点を取るケースを見かけることが多い

A  ＋ 

 大津京子先生 

勤務年数：3年目 

ビザの種類：グリーンカード 

Q  

ヒューストン 

日本語補習校 

教員 

募集中 

 今年で46年目を迎えるヒュー

ストン日本語補習校では、今後

児童生徒の増加が見込まれる

ため、現在教員を募集中です。 

 現場の教員の方に登場して

いただき、職場としての補習校

について、教員の立場からの

体験や思いをお伝えしてまいり

ます。 

 これを読んで、ひとりでも多く

の魅力あ る先生が 仲間に加

わってくだされば幸いです。第

1７回目は、大津先生にお聞き

しました。 

のです。そんな時、ベートーベンの第九『喜びの歌』を

流して歌いたい気持ちになります。  

 

Q. 補習校で大変だったことを教えてください。また、そ

れをどのようにして乗り越えましたか。 

A.今回勤め出したのが六十歳を越えていましたから、

当初は一日中立っているのが辛かったのです。とはい

え、授業をするには立っていなければなりません。五時

間目位から足がつり始め、身動きができない状態のと

きもありました。そんな時、4Aの子達は、「先生、そんな

に僕達（私達）の机の周りを回らなくても大丈夫だよ。

心配しないで。」と、私をかばって一生懸命勉強してい

ました。またある先生は、「たくさ

ん水を飲んでください。」と教え

てくださいました。前校長先生

からは時には座ってもと言われ

ましたが、そうはいってもあまり

座ることなく子ども達や先生方

に支えられながら、足がつるの

を無事乗り越えられました。 

 

Q. これから応募される方への

メ ッセー ジ をお 願い い た しま

す。 

A. 補習校には、忍耐強くて親

切で優しい先生方がたくさんい

ますから、是非、補習校の職員

室に入って共に子ども達と成長

できる仕事を経験してみません

か。  
1㎡新聞の中の4B 

 小学部3年生にとって、社会科授業の一環として実施される工場見学は、

通常の学校日課から離れ、工場の内側とそこで働く人々に接することがで

きる特別な行事です。本年度は11月11日、ダイキン北アメリカ社のご厚意

により、小学部3年生ならびに校長・教員4名の総勢60名余りがダイキン・テ

キサス・テクノロジー・パークを訪れ、工場見学をさせていただきました。 

 児童たちを温かく出迎えてくださったダイキン社の皆様の案内で、「安全

道場」では安全確保の大切さ、「工場ツアー」では生産工程の様子、そして

「ショールーム」では種々のエアコン製品の機能や特徴を学びました。アメ

リカ国内の生産拠点としては2番目の広さを誇るダイキン工場の規模と設備

に驚かされるだけでなく、工場で目の当たりにした生産・品質管理技術に

感嘆の声が上がる場面もしばしばでした。机上では得ることのできない

数々の貴重な体験から、児童たちはエアコンについての知識を深めると同

時に、工場の役割りとそこで働く

人々とのつながりを認識すること

ができ、この経験を今後の社会

生活と各々の将来の構築に向

け、幅広く役立てていくものと確

信いたします。 

 12月16日には、ダイキン社より

蛭子取締役社長はじめ6名の社

員の皆様がご来校、「お礼の会」

に席を連ねてくださいました。 

 各クラス代表者が各々の感謝

ダイキン北アメリカ社工場見学 

「お礼の会」 

の気持ちと驚きや感想を綴ったお礼

文を読み上げた後、児童との質疑応

答の時間とさせていただきました。一

日の製品製造数、世界に亘る工場

数、就労人員数、今後の開発、製品

価格についてなど、児童たちの興味

がうかがえる数々の質問が上がりまし

た。ダイキン社の皆様からは一問ず

つ丁寧な回答をいただき、大変楽し

く有意義な時間を過ごすことができ

ました。 

 贈呈を担当するクラス代表が全員

のお礼文と工場見学の印象をもとに

制作したポスターを蛭子社長に手渡

した後、ダイキン社の皆様から「開業

以来、初めての補習校見学で非常

に印象に残っている」「物をつくるだ

けでなく、ダイキン社がどんなことを

しているのかを皆に知ってもらいたい」「これを機会にエアコンに興味を持っ

てくれたらうれしい」「興味のある部門を勉強しよう」「工場だけでなく、日常生

活でもきれいに整頓していれば安全」「掛けがえの無い経験を活かして学び

遊んでください」との感想や励ましのお話をいただきました。 

 本年度の社会科見学の実現は、お忙しい中での事前打ち合わせ、当日

の準備およびご教示、そして、お礼の会にご出席くださった皆様の誠意あ

ふれるご対応とご尽力によるものと、この場をお借りし、改めて厚くお礼申し

上げます。 

ヒューストン日本語補習校 小学部3学年担任教員一同 

 
ヒューストン 
日本語補習校 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.misaki.rdy.jp%2Fillust%2Fwaku%2Fhon%2F4%2Fsozaitext%2F102.htm&ei=qj99VI_eGIqpNojkgLgG&bvm=bv.80642063,d.eXY&psig=AFQjCNH-6kViAOvZw9qW3eRGX




Gulf    Stream 9 

 

 

ピーカンキッズ今後の開催予定 
 

 ＜あそぼーかい＞ 

2月1日（木） 10時30分～ 

2月3日（土） 9時30分～ 

  

＜読み聞かせの会＞ 

2月10 日（土） 9時30分～  

三歳以上のお子様向け 

10時00分～  

三歳未満のお子様向け 

  
＊変更がある場合もございます。三水会セ

ンター内のポスターやコミュニティーサイト：

ヒューストンなび＜hounavi.us＞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 

せんね。いえいえ、この本はシーズンオフのサンタ

さんがサンタの国で何をしているかを教えてくれる

本です。皆さんも知りたくありませんか? 
 

「バムとケロの空のたび」 島田ゆか作 

 バムとケロのシリーズをご存知ですか? 細部にま

で丁寧に描かれた絵は何度読んでも新たな発見が

あって、親子の会話が広がる楽しい本です。図書館

にはシリーズ5冊の全てが揃っています。 

 

「ねえ、だっこして」 竹下文子作 

赤ちゃんにお母さんのお膝を取られてしまった飼

い猫の切ない独り言。弟や妹ができたお兄ちゃん

お姉ちゃん、そしてだれよりもママに読んでもらいた

い一冊です。   

  「本というものは、時に子どもに安定の根を与

え、時にどこにでも飛んでいける翼を与えてくれる

もののようです。」これは美智子皇后の有名なお

言葉です。 
 

 IT化が進んでも、子どもには本を読んでほしいも

のです。そして、その第一歩は大好きなお母さん

やお父さんの膝の上で読んでもらう絵本だと思い

ます。 
 

 家庭で使われる日本語は限られています。絵と

文で言葉を学べ、想像力を高められる読み聞か

せに勝る教育はありません。特に日本語に触れる

機会が少ない外国では、意識してたくさん読んで

あげてください。三水会センター図書館には素晴

らしい絵本が数多く揃っています。 

 

 今月は、古本市の売り上げから購入した読み聞

かせスタッフ一押しの書籍をご紹介します。 
 

「学校勝ち抜き戦 実験対決」 ゴムドリco.作 

 小学生に大人気のサバイバルシリーズに続く科

学本、実験対決。あかつき小学校実験クラブの仲

間たちが毎回現れるライバル校とテーマ別に面白

おかしく実験対決します。サバイバルシリーズより

理科的要素の深い内容で、理科大好きっ子にお

すすめです。今回は1巻から10巻までの購入で

す。 

 

「あのね、サンタの国ではね…」 嘉納純子作 

 １月号なのになぜサンタ?と思われるかもしれま

 

 

 USTAサマーリーグ（全米で行われるテニス大会女子

チーム戦）に昨年もMと出場した。チーム内11人中、日本

人は私達だけ。このチームは地区大会優勝、シティプレー

オフで準優勝し、ダラスでの州大会出場権利を得た。そこ

で準決勝まで進んだが惜敗した。残念ながらあと一歩のと

ころで全米大会に進むことは出来なかったが、この夏はと

ても思い出に残るものとなった。 

 日本人選手は機動力があり、ミスが少なく、コートマナー

が良い為、ダブルスのパートナーとして人気がある。私達

はキャプテンに「この夏はずっと私達を組ませて欲しい。」

とリクエストしていたが、快諾されなかった。そこで、練習時

から上下お揃いのウェアーを着て一体感をアピールし続

けた。努力の甲斐あり、私達はほとんどの試合でペアを組

むことができた。 

 一番印象深い試合

は、シティプレーオフ3

日目のベスト4進出時

だった。気温95F、湿度

たっぷり。午前10時に

もかかわらず、日差し

が肌に突き刺さる。対

戦相手は背が高く手足

が長い黒人のペア。ま

るでウィリアムズ姉妹。

Mはそれに比べてかわいい柴犬にしか見えない。もっ

と小さい私はリス。「最初は普段どおりで様子を見よ

う。」と声を掛け合い試合開始。 

 相手はどんな球も軽々と走って取ってしまう。逞しい

腕を振り上げて球をとらえ足元にたたきつけてくる。トッ

プスピンがかかった球をベースラインぎりぎりに出して

きたかと思えば、ネット際にドロップショット。スライスは

切れがあり球を返すだけで精一杯。あっという間に1-6

で第1セットを落とした。「相手が上手すぎる。歯が立た

ないね。こうなったらロブしよう。」とMと相談し、泥臭く

ねばることに決めた。 

 第2セット、2人とも最初からベースラインに下がり、トッ

プスピンロブで相手のベースラインに深く返すことに集

中した。敵は、もっと強烈なトップスピンを私達のバック

ハンド側に返してくる。スライスやドロップショットを織り

交ぜて走らせ撹乱させる。フットワークのいい芝犬と小

回りのきくリスは全力で球を追いかける。ロブだけの

ゆっくりなテンポに相手は苛々し、ミスが目立つように

なった。シーソーゲームで5-5。長い試合だ。息が苦し

い。喉が乾く。足がしびれる。6-5。汗が目にしみる。力

を振り絞り丁寧にロブを上げ続ける。あと少し。やっ

た！7-5で取った！ 

 第3セットは10点先取のタイブレイク。相手も私達も体

力の限界だった。Mは氷水を頭からかぶった。ネット前

に絶好の球がきた。走って叩けば１点。でも力が出な

い。角度をつけてドロップショット。決まったと思ったら、

# 18  テニス  原津 明子 

ウィリアムズ姉が猛獣のように走ってきて体勢を崩しながら

それを拾う。緊迫した試合が続く。私達はお互いに声をか

けあって丁寧に打つ。相手の球がベースラインを超えてア

ウト。ぼーっとしている私にMが笑顔で抱きついた。「明

子、勝ったよ！10-8！」やった～！！ガッツポーズ！！ 

 試合後、相手の応援団に「あなた達のウェアーとても素

敵。どこで買ったの？」と聞かれた。アピール作戦用ウェ

アーが試合会場で注目され、連日声を掛けられた。 

 この灼熱のテキサスで日焼けも忘れ、テニスに没頭する

なんて、と人は思うかもしれない。しかし、テニスを通して人

と出会い様々な感情を共有しながら毎日を過ごせている

事に感謝している。これからも楽しく続けていきたい。 

 この記事を書き終えた頃に、M

の日本帰国が決まった。日本で

の生活が落ち着いた頃、彼女が

この記事を読んで、ヒューストン

を懐かしく思い出してくれたら嬉

しい。今までありがとう。（涙） 

…という訳で、只今パートナー

大募集中（やる気のある人に限

る）！  

Vol.43 No.4 January 2018  

読み聞かせの会  ～新着図書紹介～ 
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皆様、はじめまして。University of Texas Health Science Center at Houston

で脳腫瘍の研究をしている、大谷理浩と申します。日本では脳神経外科医と

して勤務しており、2017年6月にヒューストンへ移ってまいりました。脳腫瘍と

いうと馴染みのない病気に聞こえますが、実は小児がんの中では白血病に

次いで2番目に頻度の高い病気です。手術だけでは治すことが出来ない脳

腫瘍も多く、現在は脳腫瘍に対するウイルス治療の研究を行っています。 

日本では脳腫瘍以外にも脳卒中や頭部外傷などの病気も診療していまし

た。さて、患者さんが脳神経外科外来を受診される理由として多い症状の一

つに頭痛があります。怖い頭痛というとクモ膜下出血や脳腫瘍などが思い浮

かびますが、これらの原因を有する頭痛は二次性頭痛と呼ばれます。一方、

これらの原因を有さない頭痛は一次性頭痛と呼ばれ、片頭痛や緊張型頭痛

などが含まれます。一次性頭痛を患っている人は多く、日本人の5～10%の

人が片頭痛を、約20%の人が緊張型頭痛を持っているという報告もありま

す。今回はこの一次性頭痛についてお話をさせて頂きます。 

 

 

片頭痛 

 その名の通り頭の片側が痛くなる頭痛と思いがちですが、実は痛みが片側

のみの方は約60%で、残りの方は頭の両側の頭痛を訴えられます。20～40

歳代の女性に多く、30代女性では5人に1人が片頭痛を持っているとも言わ

れています。片頭痛は月経周期とも関連しています。約半数の方は頭痛がく

る前に、目の前がキラキラするなどの症状(前兆)を伴うことがあり、また頭痛に

伴い、嘔吐や光過敏(光がまぶしい)、音過敏(周囲の声などが響く)などの症

状を伴うことも片頭痛の特徴です。 

 片頭痛をお持ちの方で、お母様も片頭痛があったとおっしゃる方がおられ

ます。片頭痛は遺伝要因が関係していることが分かっていますが、確実な原

因遺伝子についてはまだ確定していません。 

 治療法には、頭痛時に使用する薬(痛み止め)と、頭痛の発生を抑える薬

(予防薬)の2種類があります。痛み止めはロキソニンなどの一般的な鎮痛剤

以外に、トリプタンなどの片頭痛に特化した薬もあり、片頭痛の重症度に応じ

て使い分けられます。また、生活に支障がでるような片頭痛が月に2回以上

 

医師  (現University of Texas Health Science Center博士研究員)  

                                                                 大谷 理浩  

第159回 

      私の頭痛はどのタイプ？     

  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。 

 前回の奥村隆志先生から脳神経外科がご専門の大谷理浩先生にバトンが移りました。 

ある場合は予防薬の検討が勧められるため、この様な方は病院で相談し

てみてください。これらの薬の中には妊娠中に服用できないものもありま

すが、幸い、妊娠中には片頭痛発作は軽減すると言われています。 

 

緊張型頭痛 

 締め付けられるような頭痛で、片頭痛の様に強い嘔吐などを伴うことは

少ないとされています。一次性頭痛の中で最も多く、日本人の約20%にみ

られる頭痛です。詳しい理由についてはまだ十分には解明されていませ

んが、悪い姿勢などにより頭や頸の筋肉に緊張が加わることが原因の一

つとされています。また、心理的ストレスも原因とされています。このため、

緊張型頭痛の治療には通常の痛み止め以外にマッサージや鍼灸なども

有効とされています。頸の後ろや後頭部の筋肉を中心に様々なツボがあ

るため、是非ご自身にあった場所を探してマッサージしてみてください。ま

た、片頭痛同様に頻回の頭痛に対しては予防薬を使用することもあり、原

因に応じて抗うつ薬や筋肉の緊張を抑える薬などを使い分けて治療を行

います。 

 

それ以外の一次性頭痛 

 上記の片頭痛、緊張型頭痛以外にも、群発頭痛や咳嗽性頭痛(咳をし

たときにおこる頭痛)、睡眠時頭痛(睡眠時におこる頭痛、別名「めざまし

頭痛」)、寒冷刺激による頭痛(アイスクリームを食べた時におこる頭痛等)

などの一次性頭痛もありますが、頻度は少ないとされています。 

 

 頭痛は多くの方が経験される症状だと思います。「頭痛は仕方がない」

と諦めていられる方もおられますが、治療により上手くコントロールするこ

とが出来る病気です。日常生活に支障が出る様な頭痛をお持ちの方は、

是非一度病院で相談してみてください。 

 また、一次性頭痛とは異なり二次性頭痛には治療を要する病気が潜ん

でいることが多くあります。➀突然の頭痛、②今まで経験したことのない頭

痛、③頻度や程度が増していく頭痛、④50歳以降に初めて発症した頭

痛、⑤頭痛以外の神経の症状(手足が動かしづらいなど)を伴う頭痛、⑥

発熱などを伴う頭痛は二次性頭痛の可能性があるので、この場合は検査

を受ける様にしてください。 

  

 2018年が始まりましたが、皆様が頭痛に悩まされることなく、素敵な1年

になりますようお祈り申し上げます。 

 

  次回は、同じくUT Healthに勤務されておられる小林先生です。 

長年アメリカで勤務されており、いつも色々なことを教えて頂いてい

ます。家族一同大変お世話になっています。  
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グレーターヒューストン日本人会 

クリスマス会開催 

 グレーターヒューストン日本人会の毎年恒例のクリスマス会が、12月3日（日）

に市内北西にあるプライベートクラブPine Forest Country ClubのBallroomで開

催されました。 

 会場の入り口にはクリスマスデコレーションが施され、クリスマスの華やかな雰

囲気を盛り上げていました。ゴルフコースを見下ろす会場で、日本人会の武智

会長の挨拶と来賓の天野総領事からのお言葉を皮切りに、参加者はワインや

ビールを飲みながら同じテーブルの人たちと歓談しつつ、定評のあるロースト

ビーフ、パスタ、オムレツ、サラダバーやデザート等のSunday Brunch Buffetを

楽しみました。 

 食事が終わると席を移動させて金屏風の前に集合。今年のイベントはまず、

日本から来られた古今亭菊志ん師匠の師走の落語で開始。古典落語「初天

神」で観客を笑いの渦に。菊志ん師匠のヒューストン公演は6年目になります

が、年々グレードアップし、師匠からも「今回が一番楽しかった」とのコメントを頂

きました。次はヒューストングランドオペラ等で活躍中の戸田輝彦さんによるピア

ノ伴奏で、ヒューストングランドオペラのプロの歌手2名がグリム童話の「ヘンゼ

 

ルとグレーテル」を迫力のある歌声で熱唱。他では

めったに経験できない間近での生のオペラを堪能

しました。落語・オペラともにプロの方を会場にお

招きしての公演は、日本人会のクリスマス会ならで

はです。最後に、恒例のラッフルが行われ、高級

ベルギーチョコレート、ANAの景品のほかに、今年

の特別商品として、来賓として参加された元コンチ

ネンタル航空上級副社長、鶴田国昭氏執筆の自

伝「『サムライ』、米国大企業を立て直す!!」も提供

頂きました。 

  

 全員の集合写真を撮り、日本人会の一年の締めくくりであるクリスマ

ス会は無事終了しました。2017年も日本人会の執行委員を始め、多く

のボランティアの方の尽力で多くの楽しいイベントが実施出来ました。

2018年も日本人会では1月20日の新年会を皮切りに、様々なイベント

を予定しているので、多くの皆さんに参加して頂きたいと思います。新

年会では餅つき、凧揚げ、豪華景品が当たる福引が行われます。場所

は望月文化センター（11403 Regency Green Drive, Cypress, TX 

77429）で3時から受付開始。事前予約制になっていますので、参加ご

希望の方はjagh.mail@gmail.comまでご連絡下さい。 

（グレーターヒューストン日本人会広報部） 

サマーキャンプ体験談をご紹介 
 

Y子さん（10歳と6歳（息子）のママ） 

■Houston Rockets サマーキッズ バスケットボールキャンプ（5歳-） 

「ロケッツのコーチによるちょっとスパルタ系の本格バスケキャンプ。レベル別

に分けられ、結構上手な子が多いです。参加費の中にロケッツのTシャツや

バスケットボール、試合のチケットも含まれていておトク感満点。」 

■The Memorial Park Golf Courseサマージュニア ゴルフプログラム（6-16歳） 

「メモリアルパーク内で開催の午前のみの3日間キャンプ。初心者向けです

が、最後の日はコースに出ます。参加するとマグカップとキャップがもらえま

すよ。」 

■The Zone サマーブレイクキャンプ（5-13歳） 

「バスケやサッカー、キックボール、ドッジボールなどスポーツづくめ。それ以

外にも映画鑑賞、ゲームなど一日中たっぷり遊べます。半日と全日コースあ

り。」 

■YMCA サマーキャンプat Y (5-15歳） 

「ヒューストン内の各YMCAで開催される夏のキャンプ。ここの良さはお手頃

価格なのにキャンプ時間が7-18時と長いこと（笑）！アートやクラフト、サイエ

ンス、テクノロジー、水泳、課外活動など、年代別のアクティビティが満載で

す。」 

■The Houston Museum of Natural Science サマーキャンプ（6-12歳） 

「うちの息子は恐竜キャンプに参加しましたが、年齢別、テーマ別で、多彩な

サイエンス体験ができます。」 

■Camp CHO-YEH Camp (G1-G11) 

「ヒューストンから車で約１時間半のリビングストン湖で開催されるクリスチャ

ン・サマーキャンプ。5日間のお泊まりキャンプですが、かなり楽しかったよう

で2度参加しました。1部屋に約15人の同年代の子どもが居住を共にし、2-3

人のカウンセラーが付くので安心です。プログラムはクリスチャンの教えなど

を盛り込みながらも、プールやツリーハウス、トランポリンなどアウトドアアクティ

ビティも充実。」 

 

J子さん（14歳（娘）と12歳（息子）のママ） 

■The Kinkaidサマースクール (PK-G12) 

「英語や数学、科学などの教育系他、アート、スポーツなど好きな科目を自由

に組み合わせることができます。うちは読む力を強化するために午前中は

リーディングクラス、午後はバスケクラスを受講。屈指の名門私立校とあって

先生の質も高く、夏休み期間中苦手教科を克服するのに最適です。」 

■John Newk’s Tennis Ranch サマーアカデミー (8-18歳） 

「通算7回の優勝歴を誇る、豪出身の元男子テニス選手ジョン・ニーカム主催

のアカデミーで、テニスキャンプならここ！と地元のママからも定評がありま

す。年代別、レベル別で朝夕毎日5-6時間びっちりテニス、希望者は近郊の

ウォーターパークなどにも連れて行ってもらえますが、うちの息子はテニス三

昧でした。１週間単位の宿泊型で、長期ステイの子どもも多いよう。」 

                                                           （文責：編集部 グラント里香）  

夏休みを利用して、体験し、学ぶ！ 

子どもを成長させる、サマーキャンプ選び  

長〜いアメリカの夏休みが近づいてくると、子どもに何させよう、どう乗り切ろう、と頭を抱えるママも多いのでは？でもアメリカはサマーキャンプの発

祥地！ ヒューストン在住中に、スポーツやアウトドア、アート系など、当地ならではの様々なキャンプに子どもを参加させて、学校では味わえない貴重

な体験をさせる絶好のチャンスです。通常サマーキャンプの募集は2-3月頃から始まりますが、人気のキャンプはすぐ埋まってしまうので早めの行動

がベター。 今回駐在歴が長いママY子さんとJ子さんに過去のサマーキャンプ体験をシェアしてもらいました。子どもを地元のキャンプに入れるのが

不安なママも、ぜひ参考にしてみてください。 

mailto:jagh.mail@gmail.com


ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

By 
Kumiko 

No.117 

編  集  後  記 

 新年あけましておめでとうございます。今年最初のガルフス

トリームです。皆様、ホリデー・シーズンはいかがでしたか？十

分リフレッシュできましたか？昨年は12月8日に雪が降るなど、

寒い日がありました。まだ寒い日もあるかと思いますが、皆様お

体ご自愛ください。 

さて、今号のガルフストリームは、髙杉商工会会長と天野総

領事による新年のご挨拶を1面に、「商工会議事録」、「会員消

息」「駐妻日記」、「TMPE工場開所式」「会社紹介」、「50周年

記念イベントアンケート結果」、補習校の「水ロケット発射実

験」、補習校の「会社見学お礼」、「先生体験記」、「気ままな

フォトアルバム」、「課外活動（テニス）」、「ピーカンキッズ」、「テ

キサスメディカル」、日本人会の「クリスマス会」、2-3月に募集開

始もあるサマーキャンプ選びの参考に「サマーキャンプ体験

記」、「ヒューストン知っとん」、そして、「Houston Walker」になり

ます。 

改装中だったヒューストン自然史博物館のエネルギーの展

示が11月下旬にリニューアル・オープンしました。場所を1Fか

ら4Fに移し、展示も広く大胆に、また、映像説明も多くなってい

ました。お勧めです。商工会のホームページが12月21日にリ

ニューアルしました。より、美しく見やすくなったと思いました。

アドレスは変わらず、会員専用ページが新しく設けられました。

「ガルフストリーム」へのアクセスも、上段メニューの「商工会に

ついて」の中からできます。こちらも、お勧めです。ぜひ、覗い

てみてください。 

今年も、「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）  
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■Jan27/ Feb 10,11 Monster Jam @ NRG Park (1 NRG Park, Houston, TX77054) 

 世界クラスのドライバーによる四駆コンペティション。大勢の観客の目の前で繰り広げられ

る、モンスタートラックレースとフリースタイル競技はスリルと興奮の連続！チケット：$15~ 

www.monsterjam.com/trucks 
 
■Jan28 The Hot Chocolate 15K/5K Run Racing @ Sesquicentennial Park  
(400 Texas Ave. Houston, TX77002) 

 快適に安全にランニングができるよう最善を尽くしてデザインされたコース。コース内にはベ

ストチョコレートが食べられるスイートステーションが随所に設けられている。チョコチップやマ

シュマロ、また食物アレルギーの人にも安心なグルテンフリー、ナッツフリーチョコもあり。15K

ラン参加者全員にHot Chocolate Houstonメダルも配られる！参加費：$74（15K） $49（5K）
www.hotchocolate15k.com/houston 
 
■Jan30~Feb4 School of Rock-The Musical @ Sarofim Hall, The Hobby Center  
(800 Bagby St. Ste 300, Houston TX77002)  

 「オペラ座の怪人」や「キャッツ」など数多くの名作を生み出した、アンドリュー・ロイド・ウェ

バーの作曲によるブロードウエイミュージカル。2003年に公開されたヒット映画が原作で、ロッ

クスターを夢見るデューイー・フィンの様子を描いた物語。チケット：＄35〜 

https://houston.broadway.com/shows/school-rock-baa 
 
■Feb8 Houston Sports Awards @ Hilton Americas-Houston  
(1600 Lamar St. Houston, TX 77010) 

 ハリス郡ヒューストンスポーツ局主催の、ヒューストン初となる「スポーツアワード授賞式」が開

催される。ヒューストンスポーツコミュニティで、昨年度最も優れた成績と功績を残したアスリー

トやコーチ、チーム、イベントなどに贈られる賞の数々。ヒューストンきってのスターが集まる、

最もエキサイティングなレッドカーペット＆ディナーイベント！ 

https://houstonsportsawards.com/attend 
 
■ Feb24 Rodeo Run @ DownTown Houston (Walker St.&Bagby St. Houston, TX77002) 
 1988年にスタートした、ヒューストン最大の祭典「ロデオヒューストン」の恒例プレランニング＆

ウォークイベント。5K/10Kから選べ、始点と終点はダウンタウンのWalker &Bagbyの角。レース

後はEleanor Tinsley Parkにて開催されるFUNポストパーティーに参加できる。ファミリーゾーン

にはフードや、キッズ向けのエンターテイメントもあり家族みんなで楽しめるはず。参加費：$30 

www.rodeohouston.com/Visit-the-Show/Pre-Show-Events/Rodeo-Run 
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