
 ヒューストン日本商工会は2021年4月21日、2年3ヵ月ぶりに完全対面型での定例講演会を開催しました。本稿では、講師であるジェトロニュー

ヨーク調査部の方々からの米国経済、米国進出日系企業の経営動向に関する解説のポイントをご紹介します（データは講演会開催時点のもの）。 
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 4月18日（木）13時よりUnited Way of Greater Houstonにて、4月度常任委

員会が開催された。2020年の初春に新型コロナウィルス感染症が来襲し、

同年3月にヒューストンでStay Homeの勧告が発令されて以降、商工会の

すべての会議が急遽オンライン形式に移行されたため、実に2年3ヵ月ぶり

の対面開催となった。 

 今回は感染予防のためUnited Wayで一番大きい会議室であるFull Au-

ditoriumを使用し、6人掛けのテーブルに3名のみ着席して十分なSocial 

Distanceを保つことを考慮した会場設定であった。また、参加者の皆様に

はマスク着用や手指消毒にご協力いただき、飲み物はボトルに入ったお

茶とお水のみを提供した。 

 常任委員会と定例講演会の前後には歓談の時間を設けた。久しぶりに

対面でのネットワーキングの機会となったこともあり、会話が弾み、名刺交

換も進んだ。Zoomの画面上では何度かお会いしていても、やはり直接会

うことで人の温かさを肌で感じたり、意外な発見があったりして親近感がわ

くことを参加者各位が実感されたからではないだろうか。 

 随分長い間、コロナ禍による対面開催制限があり対面ではないオンライ

ンでの活動の良い点もあった。今後はポストコロナの状況を踏まえた開催

方法を検討していく必要がある。当商工会がユニークで素晴らしい点は、

良好な協力体制に欠かせない、会員の皆さんの顔が見えるこの絶妙な距

離感ではないだろうか。この特徴を活かせば、ポストコロナの新たな運営

方法に行きつくであろう。ハリケーン、コロナ、大寒波も一丸となって乗り越

えてきたJBAHは、きっとこの新たな課題にも立ち向かえる。引き続き会員

の皆様のご支援・ご協力をお願い申し上げたい。       （事務局） 

＜米国経済の現状と見通し（ジェトロニューヨーク 宮野氏）＞ 

• 米国経済の全体像： 景気は現在拡大期にある。コロナを契機とする景気後

退は2020年3月から4月の2ヵ月で終了。これまで急激な回復をとげてきたが、

インフレ等により今後の景気後退懸念が高まっている。GDPは既にコロナ前

を超えたが、2022年は21年に比べて緩やかな3％程度の成長となり、景気の

軟着陸に向けてFRBや政府が腐心している状況。 

• 個人消費： 小売売上高は2022年3月時点で6,657億ドルと、コロナ前の2020

年2月（5,258億ドル）を既に超えている。但し、小売売上高は今年3月に前月

比0.5％増だったが、ガソリンの売上を除けば前月比0.3％減。消費の“2本

柱”と言えるインターネット販売、自動車・同部品が各々マイナス寄与となり、

今後の消費動向に陰り。 

• 鉱工業生産：  半導体不

足、サプライチェーンの混

乱が長引き、生産の回復

は消費に比べると弱い。原

油価格は一時期13年8ヵ月

ぶりに130ドル超の水準を

超えた。ウクライナ情勢に

端を発するエネルギー高

は生産現場に負の影響。 

• 住宅価格： 中古住宅価格

指数は2021年、統計開始以来最高の伸び率前年比18.8％増。歴史的な住

宅ローンの低金利、リモートワークの普及による住宅購入増の一方、建築業

界の人手不足で供給が追い付いていない。FRBによる金融引き締め策で、

歴史的な低金利水準から抜け出してきた状況だが、さらなる金利上昇を見越

した需要により、2022年も10％程度の住宅価格上昇が見込まれている。一般

的には住宅価格の上昇は資産効果で消費を押し上げることから悪いことで

はないが、目下の住宅価格高は家賃等の上昇による物価高、さらに住宅に

手が届かず格差を助長するといった負の側面がある。 

• 物価の見通し：   

今年3月の消費

者 物 価 指 数 は

前 年 同 月 比 で

8.5％ 上 昇 と 約

40年ぶりの高い

伸びになった。

特 に 家 庭 用 食

品、ガソリン、新

車、中古車、住

居 費 で の 上 昇

が顕著。特に家

賃 等 住 居 費 は

物価指数のウェ

イトのうち32.7％

を占めており、

今年3月に前年

同月比5％増となったことは、ラフに言って物価全体を1.5％押し上げる効果

がある。ただし、消費者物価指数のうち変動の大きい食料品やエネルギーを

除くコア指数を前月比でみると、3月が0.3％増と2月の0.5％増から減少し、よ

うやくピークを迎えたのではないかと言われている。 

 

30年固定住宅ローン金利 
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令和3年度（2021-2022）4月度 商工会常任委員会 議事録 

会員限定 



 

• 雇用： 失業率は3月が3.6％と新型コロナ前の水準をほぼ回復。職業を選別しなけ

れば希望する方は働ける状態、時給は伸びているが、それが物価高に拍車をか

けている側面もある。一方、物価の伸びは時給の伸びを上回るため、実質賃金で

はマイナス。非労働力人口をみると今年3月で9,904万人と、コロナ前の20 20年2

月9,505万人と比べると、まだ約400万人が職場に戻ってきていないことになる。コ

ロナ後、企業は少人化、オートメーション化は進めたがカバーしきれない。人手不

足が時給、さらには物価高につながる。 

• 金融政策： 転換点を迎えている。今年3月のFOMC（連邦公開市場委員会）でゼ

ロ金利政策を解除。今年7回ある全てのFOMCでは利上げが見込まれている。

FRBは量的緩和策を3月で終了し、9兆ドルの資産を3年程度かけて3.5兆ドル程

度縮小する見込み。これによる長期金利の押し上げ効果は1％程と見込まれてい

る。 

＜米国進出日系企業の経営動向（ジェトロニューヨーク 米山氏）＞ 

在米日系企業経営実態調査（実施時期2021年9月、12月発表。851社回答）の概要

は以下のとおり。 

• 2021年営業利益見込み： 黒字を見込む企業の割合は59.2％。前年47.1％から

12.1ポイント回復。新型コロナ前、黒字割合は7割程度だったのに比べると、回復

はまだ道半ば。食料品、エレクトロニクス、運輸、金融・保険業等で米国内市場の

活況等を背景に黒字割合が7割以上に上る一方、旅行・娯楽、自動車・同部品な

どでは赤字を見込む企業が5割超。(右図参照） 

• 今後1～2年の事業展開の方向性： 米国事業の「拡大」を検討する企業の割合は

48.1％と、前年の39.1％から回復。ちなみに日本の本社側は一層米国での事業

拡大に前向き。本社を対象に実施した2021年度「日本企業の海外事業展開に関

するアンケート調査」（調査時期2021年11～12月）によると、今後海外で事業拡大

を図る国・地域では、ベトナムや中国を抑え、米国と答えた割合が同調査で初め

て首位になった。 

• 現地従業員数の変化：過去1年では「横ばい」と回答した企業が48.8％と最も多

く、「増加」は21.1％と前年の17.8％よりは回復。今後については、「増加」が44.8％

と、前年33.2％よりも拡大。 

• 日系製造業による原材料・部品の調達先：調達比率は「米国内」が51.5％、「日

本」が30.8％、「中国」が5.0％。今後については、特に米国の地場企業や進出日

系企業など、米国内からの調達を拡大すると答えた企業が多かった。 

• サプライチェーンにおける人権問題：「経営課題として認識している」との回答が

58.5％。特に自動車等やゴム・窯業・土石、電気・電子機器部品での認識が高

い。人権尊重に関する方針を持つ企業は49.9％に上り、人権侵害リスクに対する

予防策としては、新規調達の選定に際し、品質を含めて現地製造工業に赴いて
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1．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

 三洋化成工業は京都に本社がある1949年創業の化学メーカーで、「企業を

通じてより良い社会を建設しよう」をモットーに、お客様が必要とする機能を発

揮する様々な化学品を製造・販売しており、現在その製品の数は約3000種類

にも及びます。Sanyo Chemical Texas Industriesは、三洋化成の北米ビジネス

を統括するSanyo Chemical America (Pittsburgh, PA)の子会社で、2006年操

業以来、自動車内装材用の熱可塑性ポリウレタンビーズを製造しています。高

会社紹介 

▲下段左が渡邊さん 

級車を中心に自動車のインストルメントパネルの表皮材料として使用されてお

り、ユーザーからは高触感かつ高い品質に好評頂いています。 

 従業員数は13名と少人数で運営しており、家族経営のような仲の良い雰囲

気が魅力です。 
 

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。 

 やはり全ての景色が広大に感じます。2019年末に赴任して、早くも2年半が

経ちましたが、いまだに日々感動が多いです。昨年家族で行ったヒュースト

ン－アマリロでのカートリップで往復約2000km運転しましたが、後で調べると、

この距離は日本でいうと北海道の知床岬から鹿児島の種子島までの距離と同

じということで、非常に驚きました。アメリカでテキサス州外でも魅力的な場所は

もちろんたくさんありますが、テキサス州は休みを利用して気軽にカートリップ

で、多くある州立公園をめぐって広大な自然に触れることができるのが大きな

魅力に思います。 

 テキサスの他の印象としては、テキサスの人は陽気でフレンドリーに感じま

す。他の州と比べて様々な人種が多いからか、私のラフな英語にも寛容に接し

てくれます。 

 家族共々、これぞアメリカと感じれるこのテキサスでの生活を日々楽しんでい

ます。  
 

3．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

 ヒューストンに赴任してから新しくできた趣味は、テレビでのNBA観戦です。

日本ではNBAは有料番組でしか観れない、かつ時差のせいでリアルタイムに

観るのが難しいですが、アメリカでは簡単にテレビで観れるのが魅力に思いま

す。地元Houston Rocketsは、2019年の赴任当時は、James Hardenが在籍して

いたこともあり上位にいたのですが、最近は2年連続での最下位が定着しつつ

あるので、なんとか上を目指して欲しいです。COVID-19も落ち着いてきたの

で、そろそろToyota Centerに足を運んで生で観戦したいなと考えています。  

部品や工程を確認したり、児童労働に依拠した原料を使用しない、紛争地域から

の鉱物資源を含む材料を調達しないなどの対応を講じている。一方、米国の納品

先企業からサプライチェーンにおける人権尊重に関する方針への準拠を求めら

れたことがある企業は31.0％に上る。 

Sanyo Chemical Texas Industries, LLC 

（Subsidiary of Sanyo Chemical America Incorporated）  

正団体会員 渡邊真司さん 

米山 洋（よねやま ひろし）氏 

ジェトロニューヨーク 次長（調査担当） 

1997年、ジェトロ入構。ジェトロ北海道、ジェトロ・マニラ事務所、海外調

査部国際経済課長などを経て、2020年9月から現職。  

 

宮野 慶太（みやの けいた）氏 

ジェトロニューヨーク 調査担当ディレクター 

2007年内閣府入府。内閣府では、GDP統計、経済財政に関する中長

期試算の作成などに従事。中小企業庁や金融庁にも出向。2020年10

月より現職。 

講師紹介 



 コロナ禍による2度の中止を乗り越え、3年ぶりとなるヒューストン日本商工会主催のソフトボール大会が4/17

（日）、Cullen Parkにて開催されました。前回2019年から大幅なメンバー交代を余儀なくされたチームも多い中、

優勝したのは強豪Astros（アストロズ）。準々決勝の住友ダッシュ戦では2-2のまま試合時間の60分をオーバー

し、最後はジャンケンで勝利をもぎ取る勝負強さも見せました。 

 会場には各チームの選手のご家族ご友人や同僚・上司も多数応援に駆けつけられ、1日を通して大きな盛り

上がりを見せました。スポーツイベントの醍醐味である選手・応援団の一体感を久々に味わったという方も多

かったでしょう。 

 そして忘れてはならないのが大会を実現させた裏方の努力。コロナの感染状況を睨みながら運営に当たった

大会事務局のみなさんや負傷者への応急処置を務めていただいたドロリンガー真紀先生（写真右）など、様々

な関係者の協力によって大きな成功を収めることができました。本大会を先駆けとして、今後ますます多くのイベ

ントが復活するのを心待ちにしたいですね。 
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▲閉会式でのトロフィー贈呈 ▲決勝戦。アストロズの攻撃 

▲決勝戦。Rookiesの攻撃 ▲準々決勝のアストロズvs住友ダッシュ 

  延長戦の末、ジャンケンで決着 

▲故障者の応急治療にあたるドロリンガー先生 

数字は得点。 

（）内はジャンケンの勝ち数 
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 2012年、ロンドンオリンピック年に優勝、2016年、リオのオリンピック年で

優勝、次も又2020年、東京オリンピック年に優勝、と縁起を担いで臨んで

いましたが、何とコロナ禍で2020年、2021年と大会自体が中止になってこ

れまでかと思っていましたが、北京オリンピックの年に優勝出来ました。こ

れで優勝6回、初回から参加している自分としては感無量です。 

 今年はトーナメント方式ということで昔に戻ったわけですが、組み合わせ

抽選でいつもながら籤運の弱い自分はやっぱり強豪チームの集まる側に

入り、今年もきつい試合を強いられるなあと思っていました。 

 初戦は、下から勝ち上がってきたロードランナーズ。過去に初戦負けを2

度ほど喫しているFC JAPANが上がって来るだろうと予測していたのです

が、何とそのFC JAPANに圧勝したロードランナーズが相手、嫌な予感が

しました。それでも初回からこつこつと点を重ね、何とか逃げ切りました。 

 次は予想通りの住友チーム、過去何度も対戦してきて毎回ドラマを生ん

できた相手です。堅い守りで6回まで零点に抑えていましたが、やはり最

終回に追い付かれました。2対2の同点。時間もあったので延長戦に突

入、それでも両チーム得点することが出来ず、8回終了でジャンケン。過去

にジャンケンで負け準決勝に進めなかった記憶が蘇り、今回もか、と不安

がよぎりましたが、3人ずつのジャンケン対決、若い3人が積極的に挑戦、

結局3人まで行かず最初の二人が勝ち、何とかこの試合をものに出来まし

た。あとの打ち上げでやっぱり住友チームとの一戦が今回も一番きつかっ

たというのが皆の意見でした。 

 いよいよ準決勝、相手は予想通りの居酒屋和チーム、それまでにキャプ

テンの上田は肉離れで離脱、自分(監督)もこの試合で早々と追うようにし

て肉離れで離脱。女性も入れて14人しかいないチームから二人抜け、12

人での対戦、果たしてどうなるかなと不安気味も、ピッチャー王子の好投と

完璧な守備陣に守られて、なんと4対0の完封勝ちを収めることが出来まし

た。 

 そして迎えた決勝。大方の予想を裏切って対戦相手はAstrosとの合併も

一度は考えたRookies。それまでの厳しい戦いに比べて和気あいあいと出

来、比較的にリラックスした試合運び。それまで緊張のせいか長打がなか

なか出ず、苦しんでいた近藤の外野越えのホームラン、これで決まりでし

たね。  

一番： セカンド 上田、キャプテン 

流し打ちが得意も肉離れで第1試合途中で離脱。早く治して来年の大活

躍を祈りましょう。 

二番： サード 實 

過去のアストロズのサードで守備力No.1じゃないかな？とにかくどんな球

でもキャッチして確実にアウトを取って来る。残念ながら来年の大会時に

は既に帰国かな？ 

三番： センター  石崎俊樹 

チーム内で一番若いUHの現役学生。今回は気負い過ぎてなかなか打て

ず、それでも数少ないヒットを足で稼ぎ得点に結び付けてくれました。 

四番： ショート 近藤 

期待の新人。深く守るも強肩を活

かしてアウトを取って来る。今回は

もう一つだったが来年は長打の連

発を期待出来るでしょう。最後に

一発大谷級の飛距離のホームラ

ンを打ってくれました。 

五番： レフト 沢野シェーン 

ジュニア時代から佐藤流と一緒に

出ていたまだ若いが古株の一人。

打撃は今年はスランプ状態でした

が、ファインプレーで何度も危機を

救ってくれました。  

六番： ライト 西田 

どこでも守れる万能プレーヤー。打率も常に1、2番。近々事務所がNew 

Jerseyに移るため来年の参加は微妙。でも出張してくれるでしょう。 

七番： ファースト 王子 

過去、自分と交代でピッチャーをやったり、ファーストをやったり。でも今回

は2試合目以降は全部投げてもらいました。全ての試合でナイスピッチで

した。本来は4番バッターの才能の持ち主ですが、やはり自分の次に年を

取っているので今は他の若い人たちに主力になってもらっています。 

八番： DH 清家 

良く打ち良く守るオールマイティーのプレーヤー。今回は守るところを与え

られずDHかファーストでもったいない起用しか出来ませんでした。来年

は、實が帰国後サードの予定。 

九番： ピッチャー 佐藤 

王子と交代で2試合ずつ投げる予定でいたのですが、ロードランナーズ戦

で張り切り過ぎの三塁打を含む3打数3安打、走り過ぎて、次戦で肉離れ

で離脱。それでも初戦の勝利に貢献出来て大満足でした。 

十番： キャッチャー 近藤祐理子 

毎週の練習や練習試合で確実に実力を付けてきて、外野までヒットを飛

ばしていました。相手の飛びついて取るファインプレーでアウトになってし

まい、もう一本ヒットが取れたのに、と悔しがっていました。来年は更に成長

して活躍してくれることでしょう。 

十一番： ローバー 實加那子 

やはり大成長してくれて、もっと練習を積めば更に成長してくれるでしょう。

しかしながら来年は帰国かな？本人はもっとヒューストンにいて来年以降

も一緒にソフトをしたそうでしたが。 

牛嶋： 

やはり守りも打撃も出来る万能プレーヤー。途中からセカンドをずっと守っ

てもらいましたがサードもショートも守れるでしょう。しかしながら2度目の

ヒューストンの駐在で来たばかり、重ねる年齢との戦いは自分と同じ。今年

は出来ませんでしたが丸紅にチームが出来ると抜けられてしまうかも。 

沖： 

主にライトを守ってもらいました。良く打ってくれました。ファインプレーの

ナイスキャッチもありました。来年も残れるというので更なる活躍を期待致し

ましょう。 

酒井： 

数少ない打って守れるシニアーメンバーの一人。決勝は、とにかくもう一

人故障者が出るとアウトなのでベンチで我慢してもらいましたが来年も有

力シニアーです。  

 

 来年以降も人集めで苦労しなくてはならないチームのようですが、次の

オリンピックは、2024年のパリ大会ですね。今からその年の優勝を目指し

て練習を積んで行きます。でも2023年も優勝してしまったらごめんなさい

ね。 

                                  （監督 佐藤文昭）  
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 2016年に幸田名誉監督によってRookiesが結成されて以来この大会が

始まるまでの間、我々Rookiesはこのソフトボール大会で1勝しか挙げたこ

とのないチームでした。今年はCovid-19によってしばらく自粛していた活

動が漸く再開され、鈍った体に怪我だけはしないようにと2月後半から

ゆっくりと練習を再開させ、3月より徐々に練習試合を組み始め対戦を重

ねたのですが、とにかく毎試合苦戦を強いられてきました。焦りが募る一

方、メンバーの過半がシニアというチーム事情もあり、無理せず我慢をし

ながら大会当日を迎えました。 

 初戦の三井マリガンズさんは練習試合でも互角の戦いをしたチームで

あり、とにかく勝たなければならない試合。我々の1番バッターは緊張で

顔面蒼白。どうなることやらでプレイボールとなりましたが、チームは一丸

となって声を出し続け、これまでに無い一体感が生まれていました。(声を

出し続けた女性プレイヤーは、翌日の朝会でハスキーボイスを披露して

いました。) 投打がかみ合ったRookiesは5-1で見事勝利。次戦はJERA 

Huntersさん。シードチームであり選手の皆さんと応援の皆さんのユニ

フォームがバッチリ揃っており雰囲気に呑まれそうになりましたが、初戦の

勢いのままチーム全員で25点を奪う猛攻撃を見せ25-0で2勝目。 

 3戦目は強豪コメッツさん。練習試合でも勝てなかった相手で、我々の

快進撃もここまでか？と一瞬脳裏を過ぎるも、我々のエースの快投と堅い

守備でリズムが生まれたRookiesは打線が繋がり、見事5-2で準決勝に進

出。準決勝まで時間が空き昼食の時間となったのですが、ここまで残ると

予想していなかったのか、ランチが無い！？ここは応援に駆け付けて頂

いた皆さんの差し入れや買い出しのサポートを頂き、腹も心も満たされて

準決勝に臨みました。相手はClear Lake Unitedさん。暑さと疲れで試合

内容の記憶が定かでは無いのですが、コメッツ戦同様に固い守備からの

連打で得点を重ね、まさかの優勝決定戦へコマを進めることになりまし

た。 

 Astrosさんには2018年大会予選で2-3と惜敗しており、今日のRookiesの

勢いで何とか勝ちたい、ここまで来たら優勝したいという想いで決勝のグ

ラウンドへ向かいました。満身創痍のRookiesは前半に5点を取られる展

開から、一時は3点を返し食らいついたものの、最後は引き離され3－8で

試合終了。最後の試合で負けはしたものの、チームメンバーは皆、最高

の笑顔を見せていました。チームメイトと応援して頂いた皆で手にした準

優勝は忘れられないヒューストンでの記憶となります。 

 最後に、2020年大会より中断を余儀なくされ、会場の変更等々お忙し

い中開催に漕ぎ着けて頂いた関係者の皆様には心より御礼を申し上げ

ます。  

                               （監督 赤松 裕一郎）  

 過去幾度も選手の実力は十分あると言われた中で毎回初戦敗退、「本

番に打てない」とチーム内でも自信を無くしての3年ぶりの大会。今回は

チーム一丸となって、絶対に諦めない、みんなで試合を勝ち取るという気

持ちが選手一人一人にありました。10歳から60歳までの年齢差50歳チー

ム。スターティングメンバーの半分以上はオーバー40歳。体は20歳代の

ままと思っているおじさんたちは2ヶ月前の練習試合から故障者続出。監

督（私）に至っては4月恒例の通風で痛み止めを飲みながらの参加とな

り、チームが体調万全でない中、団結して勝ち取った3位でした。 

 第1試合のStormsは長打力、機動力が半端なく、もたもたしている間に

すぐに走られてしまい、6-2で4点差をつけられ「いつものパターンか」と。

しかし今年加入の2人の長打力メンバーがStormsに負けない打力を発揮

し何とか接戦を勝利。2試合目はシードの強敵三菱Red Diamonds。試合

開始の整列の際、大きな選手を見てIzakaya Waの子供選手たちは「う

わー」と圧倒されていましたが、絶対チーム力で勝つと心に決め、ヒットと

7個の四球で少しずつ点を取り、クリーンナップの1発を警戒して外野は4

人で守るなどシフトを変え最後まで気を抜かず勝利することができまし

た。3試合目に勝てば準決勝に行き、必ず2試合できるので登録した20人

の選手を全員出すことができる。何としてでも次は勝たなければと監督と

しての使命を感じましたが、それ以上にチーム内の雰囲気が「絶対に勝

利する」との気迫にあふれ、ENEOS ブルーボネッツに13-2で勝利しまし

た。準決勝はお互い手の内が知れてる常勝チームAstros。皆がポジショ

ンの役割を理解し、そつない打線のAstrosはやはり強かった。3位決定戦

も気の抜けない強敵Clear Lake United。5試合目で体が動かないオー

バー40を横目に20歳代の元気なショート、ルイスとローバー、ミックは1試

合目かのようにボールをさばきアウトを稼いでいきました。まさにチームで

勝ち取った3位でした。 

 恒例の打ち上げでは1人1人反省と来年の抱負を述べ、その中で子供

たちが「ポジションを狙って練習する」と言ってくれたのは大変うれしいこと

でした。 

 5試合1人で投げ切った浅野兄、4人交代でホームベースを守ってくれた

直人、ケンケン、優斗、遥希、肉離れをしながら1番ファーストをこなしてく

れた穴見君、セカンドでのハッスルプレー連発の晴美ちゃん＆スーザン、

首の痛みを抑えながらの強打者あきさん、新加入で守備も打撃も期待通

りこなしてくれたルイス、5試合やっても一番元気でグランドを最後までか

き回して走り回ったミック、肩の痛みを押してレフトを守ったひろさん、

チーム内での首位打者イチロー君、外野の全ポジションを動き回ってくれ

た甲斐ちゃん、来年はDHでなくポジションを取りに行くと意気込みを見せ

てくれたりょうさん、コータロー、しゅうちゃん。そして、チームを盛り上げて

くれた応援団長こうさん。皆さん本当にありがとうございました。 

 最後に3年ぶりの大会でグランドの変更や大会の運営などを取りまとめ

て頂きました幹事会社様及び関係者の皆様、ありがとうございました。 

                                  （監督 浅野 陽） 
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石油・天然ガスの 

 先日、初めての

ロードトリップに出ま

した。テキサスでは

サッカーロッドポン

プを道端で見かけ

ることとも珍しくない

ですね。シェール革

命の後、アメリカは

石油の輸出国にな

り 、昨年12月には

LNGの輸出もオー

ストラリア・カタール

を抜いて世界一に

なりました。脱炭素化やエネルギートランジションが叫ばれている一方

で、石油・天然ガスの需給がひっ迫して、油価・LNG価格も大きく変動し

ています。価格の安定には、供給量の安定が重要であり、今後も一定

程度の石油・天然ガスの探鉱・開発は重要な事業です。 

 さて、そんな風に身近な石油・天然ガスの井戸ですが、皆さんはどのよ

うに掘っているか、ご存じでしょうか。実は坑井掘削技術の基本は、19世

紀末から20世紀初頭にかけてアメリカで確立されてから、大きく変わって

いません。もちろん、シェール革命で取りざたされた水圧破砕（フラッキ

ング）技術などの、より効率的に掘削・生産するための技術は日々開発

されています。本稿では、石油・天然ガスの掘削技術の基本的な考え方

をご紹介したいと思います。 
 
 

 

 
 

 ビット（刃先）を回して地面を削る方法です。ビットには歯が付いている

ので回せば地面は削れますが、削りカス（掘りくず）が穴の中に溜まれば

掘り進めません。そこで、パイプの先に穴の開いたビットを付けて、パイ

プの中から水を流し、ビットから噴射させます。水は、穴の底でビットから

噴射して掘りくずと一緒にパイプの外側（アニュラスといいます）を通って

地上に戻ってきます。 

 ただの水では石などの重い掘りくずは上がってこないので、泥水という

加重剤や増粘剤などの薬品を混ぜた流体を使うことで、効果的に掘りく

ずを回収できますし、地上に戻ってきた泥水を篩で濾すことで掘りくずと

泥水を分ければ、泥水は再利用できます。また、深く掘るためにパイプ

をどんどん繋げていくとパイプの重みでパイプ自体が座屈してしまいま

すし、ビットにも過剰な荷重がかかってしまいます。そこで、パイプを吊り

下げると、パイプのほとんどは引っ張りの状態になって座屈しないし、

ビットにも適切な荷重をかけることができます。 

 このような方法と装置（掘削リグと呼びます）で、どんどん深く掘れるよう

になりました。 
 

 

 
 

 石油・天然ガスは、可燃性の流体で、それが地下に大きな圧力をもっ

て存在します。一般的には、地下数千mの背斜トラップと呼ばれる地下

構造（図「背斜における石油鉱床の概念図」参照）にある貯留岩に溜

まっていますが、数千m分の岩石の荷重がかかっているので、貯留岩内

の流体はその荷重分の圧力を持っていることになります。そこに穴をあ

けるのですから、適切に制御しないと石油・天然ガスが穴から噴き出し

大きな事故となります。前述のとおり、泥水には加重剤を添加して、適切

な比重を保ちます。これにより、泥水の圧力で地層から流体が井戸の中

（アニュラス）に入ってこないようにする機能も発揮します。 

 とはいえ、地下の石油・天然ガスがどれだけの圧力を持っているかは

わかりませんので、泥水の圧力よりも高い場合にはアニュラスに侵入して

きます。通常、地下の流体は石油か天然ガスか塩水なので、泥水よりも軽

いです。軽い流体がアニュラスに入ってくると、アニュラスの泥水の見かけ

の比重がどんどん下がります。泥水比重が下がると圧力も下がりますの

で、より多くの地層の流体が侵入してくることになります。最後には、ア

ニュラスは地層の流体で満たされ、穴から噴き出し、それが可燃性の石

油や天然ガスだった場

合には、地上は大火災

に発展、消火活動も相

当難しくなります。 

 このような大災害を防

ぐのが、ウェルコントロー

ルと呼ばれる手法です。

簡単に言うと、少しでも

地層流体がアニュラスに

侵入してきたら直ぐに検

知して、BOP（Blow Out 

Preventer：暴噴防止装

置）という井戸の地上部

分に取り付けられた装

置を使って、井戸を密

閉する方法です。一旦

密閉することに成功す

れば、井戸の底へも密

閉した地上の圧力が伝わって、それ以上は流体が侵入してこなくなりま

す。後は、圧力のバランスを保ちながら、井戸の中の泥水を適切な比重

の泥水に入れ替えるだけです。 

 但し、地下の状態は見えませんので、如何に地上の情報から地下の状

態を想像できるかがカギになります。飛行機の計器飛行に似ているかもし

れません。掘削装置をコントロールするドリラーは、飛行機のパイロットの

ように様々な情報を読み込み、常に地下の状況を的確に理解して操作・

指示を与えます。ドリラーが機器を運転しながら一人で比重の調整などの

作業をすることはできないので、井戸の状況を適切に維持するために、

チームに様々な指示をするわけです。 

 皆さんも車の運転をするために、運転免許証を持っていらっしゃいま

す。井戸を掘るドリラーや掘削のチームも同じように、ウェルコントロール

の講習を受け、試験をパスしないと得られないウェルコントロールの免許

証を持っています。これを持っていないと、掘削事業に従事することはで

きません。JOGMECでは、ウェルコントロール講習会を開催、免許の発行

を行っています。 

 

 
 

 

 

 

 以上のように石油・天然ガスの掘削には、大きな装置が必要です。使用

する材料や消耗品の量も莫大ですので、かかる費用も大きくなります。よ

く言われるのは、シェールガスの井戸で一本数億円程度、陸上の石油の

井戸で数十億円程度、海洋の石油の井戸では、数十から数百億円かか

ることもあります。掘削にかかる時間が短くなれば（早く掘れれば）、当然

費用は安く済みます。但し、急がせてしまったばっかりに、大きな事故を

起こしてしまえばその対応には莫大な費用が掛かってしまいます。安全

確実に、できるだけ早く掘ること、これが肝要です。 

 テキサスには、ヒューストン市内の自然科学博物館、ガルベストンの

Ocean Star、ボーモントのSpindletop Museumなど、掘削技術に関わる博

物館がいっぱいあります。皆さんも、ご興味があればぜひ行ってみてくだ

さい。また、石油の井戸を掘るときは、どうぞ、安全第一で。 

（JOGMEC 元ウェルコントロールインストラクター 稲田徳弘） 

ロータリードリリング 

石油掘削と事故、ウェルコントロール 

掘削費用と安全 

▲ 道端のサッカーロッドポンプ 

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/termlist/1001560/1001710.html
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/termlist/1001560/1001710.html
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/termlist/1001458/1001464.html
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/termlist/1001458/1001464.html
https://www.jogmec.go.jp/news/event/event_k_10_000190.html
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    「データでみるヒューストン」シリーズには、「学校編」「オフィス編」「治安

編」があり、数年ごとにアップデートして改訂版を掲載しています。今回は

2014年8月号と2018年11月号に掲載された「オフィス編」のアップデート版

として、当地におけるオフィス事情について商工会会員企業の所在地

データを交えてご紹介します。                                              （編集部） 

  図①は、商工会会員のなかでヒューストン大都市圏にオフィスを構える

企業101社のデータ（2022年3月現在）をZip Codeで7つの所在地区に分け

た地図で、各地区ごとに業種別にグラフ化したものが図②となっています。

これによると、過半数の企業がWestとUptown地区に集中していることが分

かります。日本人が多く居住し、商工会事務局や補習校の借用校、日本食

料品店などがあるWestには、オフィスが最も多く31社となっており、全体の

30.7%を占めています。次に多い地区はUptownのギャラリア近郊で、ホテ

ルやアパート、レストランなどが徒歩圏内にあり利便性も高い人気の商業

地区となっており、28社がオフィスを構え、全体の27.7%を占めています。 

 業種別の分布を見てみると、鉄鋼業界の企業はそのほとんどがWestにオ

フィスを構えており、物資・化学品業界の企業は港に近く工業地帯のある

Southeast に、そして機械・電子業界の企業は主にNorthwestやSouthwest

に多く、工場を設置している企業が見られます。Downtownにオフィスを持

つ企業は全て運輸・サービス・金融・貿易業界に属しており、同業界に属

する企業はUptownやWestにも多くオフィスを構えています。また、エネル

ギー業界の企業については、Uptownを中心に、Westにも数社オフィスを

持っています。そして、Northは空港に近いことから、運輸系の企業などが

数社拠点を構えています。 

 次に、図③では過去約40年間に各地区に所在する会員企業が全体を占

める割合を示しており、このデータによりオフィス所在地の動向を推測する

ことが可能となります。最も顕著な変化が見て取れるのはDowntown地区

で、1979年には会員企業の過半数（58%）が市内の中心部に集中していた

にもかかわらず、その後20年の間に急速に減少し、過去10年余りでは全体

の10%以下の割合になっています。1978年当時についてデータをさらに詳

しく見てみると、Downtownにオフィスを持っていた44社のうち10社は銀行、

6社は商社でしたが、2022年現在はDowntownにオフィスを持つ8社のう

ち、銀行は2行、商社は1社のみとなっています。 

 UptownとWest地区については、この30年ほどの間に徐々にオフィスを構

える会員企業が増加しており、過去にDowntownにオフィスを持っていた企

業がこれらの2つの地区に移転していることが分かります。Uptownは人気

のオフィス所在地ではあるものの、最近は交通渋滞が深刻化しており、就

学年齢のお子さんを持たない駐在員は、渋滞を回避するため同地区内の

高層アパートなどに住むケースが増えているようです。 

  一方、West 地区については、かつては現地のエネルギー関連企業が

集中していたEnergy Corridorが会員企業の間でも人気でした。しかし、

2015年頃から始まったExxonMobilキャンパスのヒューストン北部地区への

移転や、2017年のハリケー

ンによる大洪水の被害によ

り、多くの企業がオフィス移

転を余儀なくされたこと等が

影響を及ぼし、図③でもわ

かるように過去10年間の増

加率がやや落ちています。

ただし、最近は同じWest地

区内のBeltway 8沿いにある

CityCenterやCityWestPlace

周辺にも新しいOffice Com-

plexの開発が進んでおり、

同地域に拠点を置く会員企

業も増えつつあります。 

              (9ページへ続く） 

データでみるヒューストン 

 

図① 

https://339e19be-a0a2-4218-8da0-f5c256046686.filesusr.com/ugd/66ffda_bdd426602b474202a76a795ed4699139.pdf
https://339e19be-a0a2-4218-8da0-f5c256046686.filesusr.com/ugd/66ffda_09d8662632624c79827492bbc3e58893.pdf
https://339e19be-a0a2-4218-8da0-f5c256046686.filesusr.com/ugd/66ffda_96828458ee5e447b8224a8063f03fe9a.pdf


 Gulf    Stream 9 Vol.47 No.8 May 2022  

 

 

(8ページから）  

    

   ここで会員の生の声をご紹介しますと、West地区に勤務する方は、「オ

フィス賃料がDowntownよりは安く、利便性も高い」、「渋滞によるストレスも

中心部と比べれば少ない」というコメント等でした。また、Downtown のオ

フィスに勤務している会員によると、「アパートや商業施設が多く単身者・独

身者の通勤や生活には便利だが、オフィスから離れたエリアに住むと通勤

時の交通渋滞や駐車場の混雑などのデメリットがある」ということでした。居

住区にもよりますが、Westの郊外にオフィスがある方が日々渋滞に悩まさ

れることが少ないという点は、共通認識のようです。 

 他方、これとは全く逆に、Downtownにオフィスを持つ利点を支持する大

変興味深いデータも出ています。全米で第4位の人口を誇るヒューストン大

都市圏は、同時に最も人口増加率が高くミレニアル世代が住みたい都市

の第5位にも挙げられています（参考文献1&2）。 そして、このミレニアル世

代の間で最も人気がある居住地域は、再開発が進んでいるMidtownや

Downtown地区であるということです（参考文献3）。今後、この世代の優秀

な現地人材を確保するためには、逆にDowntownにオフィスを構えることが

利点になる可能性も出てきました。 

 さらに、新型コロナウイルスの感染拡大が当地のオフィス事情に大きな影

響を及ぼしていることは言うまでもありません。過去2年間に感染防止を目

的とし、通勤やオフィスでの人々の接触を抑制するために多くの会社がリ

モートワークを導入しました。実際に、お話を伺った会員企業に勤務する

方々も、「在宅勤務の増加によりオフィスに通う頻度が少なくなった」と仰っ

ています。 

 AVISION YOUNG社がまとめた資料によると、このような勤務形態の変化

に伴い、ヒューストンにおけるオフィスの空室率はパンデミック以前と比べて

増加傾向にあり、賃料と不動産価値も下がりつつあります（参考文献4）。ま

た、大手コンサルタント会社Gallup社の調査によると、2021年9月時点で全

米の正規雇用者の45%がリモートワークをしており、コロナ禍が収まった後

もリモートワーク率は一定水準を維持するとの予測をしています（参考文献

5）。これにより、今後はオフィスを構える必要性が低下し、拠点の分散化や

縮小化も視野に入れてオフィス選びをしてゆくと予想されます。 

 これまで、バブル全盛・崩壊期

など日本経済が辿ってきた歴史

や、当地の経済成長や人口増

加、またそれに伴う交通渋滞、

市の都市開発計画、果ては天

災（ハリケーン、パンデミック等）

に至るまで、様々な要因が影響

を及ぼしてオフィス事情は変化してきました。数年後に本記事をアップデー

トする頃には、さらなる変化が商工会会員企業のオフィス所在地データにも

反映されていることでしょう。     ＜詳細は添付資料参照＞ 

 地味にスゴイ！ボランティアにご興味のある方は、老若男女問わず募   

集中ですのでぜひご連絡ください。 

連絡先： 商工会事務局  sansuikai@jbahouston.org 

 （生活・情報委員長 根本真樹子） 

三水会センターに到着し、その山積みに

なった箱の中身を大まかに確認。古本市の

候補にあがるのは、図書館で重複したり古く

なった本、あまり貸し出されていない本、そ

して本帰国を迎えた会員の皆様から寄付さ

れた本が大多数を占める。まずは子供用、

大人用に仕分けをする作業からスタート。

ジャンル別に箱詰めし、箱の中身を示す

Sticky4Noteを貼っていく。大人用はここから

文化的な本、実用的な本に分けていく。そこ

からさらに作者を「あいうえお」順に並べ替えていき、著作の多い作者はひ

とまとめに整理していく。その作業の中でページが変色していたり、古い活

字の本を発見すると、処分または無料配布の対象として在庫を別スペース

に保管。 

古本市を開催した翌週にはどきどきしながら三水会センターに到着。少

なくなった古本の在庫を見たとき、この仕事の達成感を感じるという。古本

市のあとは次回の改善に生かせるよう、反省点をリストアップ。「フレキシブ

ルなスケジュールで、自分のペースで、本を手にする人にとって見やすい

ようアイデアを出しながら、自由に作業できるこの仕事が気に入っていま

す。」 

古本市は年間2回のイベント。その舞台裏に年間を通して日々作業しつ

づけるボランティアの田中さんの姿がみえる。「古本を整理するとありとあら

ゆる本が目につく。その中には日本で話題になった本もあります。」まる

で宝物を探し当てたようなちょっとしたしあわせ感があるようです。 

   本年度1回目の古本市を4月2

日(土)に、ボランティアの皆様や

事務局のご協力により、三水会セ

ンター会議室に於いて、無事開

催することができました。今回の

収益は、売り上げ($1,254) と寄付

($100) を合わせて$1,354 となりま

したこと、ここにご報告申し上げます。古本市にご来場いただいた皆様、

ボランティアの皆様、また貴重な本をご寄付くださった皆様にはこの場を

お借りして心よりお礼を申し上げます。      

古本市のご報告 

「日本人として社会に貢献したい。」退職を迎えた田中さ

んが強く願ったこと。日系コミュニティーの中心的存在として

既に確立されていた、ヒューストン日本商工会。いつしか商

工会運営の図書館の受付として、働くようになったという。や

がて、図書館の受付から古本市の係りに移行。週一回2時

間の古本市のボランティアが始まった。 ボランティア・田中さん 

クローズアップ！古本市の舞台裏 

～地味にスゴイ！古本市ボランティア～  

仕分け作業中 

     
 

  独立記念日ホリデーに伴い三水会センター(図書館、商工会事務局)が

下記日程で休館になります。なお、休館に伴い図書返却日も一部変更さ

れます。 

休館期間 : 2022年7月4日(月)～7月9日(土)       

貸出変更 ： 2021年6月21日（火）～6月25日（土）  

      3週間の貸し出し 

 

   

   延滞金を計算する際には、休館日も含まれますのでご

注意ください。悪天候などによる図書館の急な閉館等、

詳細については商工会ホームページをご確認ください。  

三水会センター ホリデー休館日及び図書返却日のお知らせ 

 

データでみるヒューストン 

https://339e19be-a0a2-4218-8da0-f5c256046686.filesusr.com/ugd/66ffda_96828458ee5e447b8224a8063f03fe9a.pdf
https://339e19be-a0a2-4218-8da0-f5c256046686.filesusr.com/ugd/66ffda_96828458ee5e447b8224a8063f03fe9a.pdf
https://339e19be-a0a2-4218-8da0-f5c256046686.filesusr.com/ugd/66ffda_96828458ee5e447b8224a8063f03fe9a.pdf
https://339e19be-a0a2-4218-8da0-f5c256046686.filesusr.com/ugd/66ffda_96828458ee5e447b8224a8063f03fe9a.pdf
https://339e19be-a0a2-4218-8da0-f5c256046686.filesusr.com/ugd/66ffda_96828458ee5e447b8224a8063f03fe9a.pdf
https://339e19be-a0a2-4218-8da0-f5c256046686.filesusr.com/ugd/66ffda_96828458ee5e447b8224a8063f03fe9a.pdf
https://www.jbahouston.org/
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急ってどんなとき？」というパンフレットに私のお話したいことが全部書い

てあります。無料でダウンロードもできますのでぜひご活用下さい。こちら

には「熱が出た時」、「せき・息が苦しい時」、「ぜんそく発作が出た時」、

「下痢をした時」、「嘔吐（おうと）をした時」、「おなかが痛い時」、「けいれ

ん（ひきつけ）を起こした時」、「発疹（ぶつぶつ）が出た時」、「頭をうった

時」、「やけどをした時」、「耳や鼻に異常がある時」、「誤飲・誤食をした

時」について、非常にわかり易く書いてあります。小児科医が外来診療で

保護者に説明・指導する内容がそのまま載っており、内科医や家庭医の

先生にも読んでもらいたい内容です。お子さんの調子が悪い時にどうした

ら良いかインターネットでなんとなく検索するよりも、間違いなく正確かつ

速いと思います。例えば「熱が出た時」の項目を見ますと、「生後3ヶ月未

満の赤ちゃん、脱水症状のある場合、呼吸がおかしい場合は早めに受診

しましょう」と記載がある一方で、「熱が40度ある場合はすぐに受診しましょ

う」とは書いてありません（体温が一時的に40度前後になることは珍しくあ

りません）。けいれんや重度のアレルギー症状など、実際には保護者が冷

静に対応することが極めて難しい状況ではすぐに病院に駆け込んだり救

急車を呼ぶことは全く否定されることではありませんが、体調不良時の基

本的な対応を一度学んでおくことは、大変な子育てをしていく上でとても

有用です。 
 

＜病院にかかる時＞ 

 小児科に限らず、病院にかかるのはできるだけ平日の日中とすることが

原則です。平日の日中とそれ以外ではスタッフ数やできる検査の種類に

大きな差があり、時間外の受診は最低限の対応となることが多いため、診

療の質が決して十分ではありません。また、乳幼児は別ですが、小学生

以上の場合には緊急の受診が医学的に必要な状況は急性虫垂炎（いわ

ゆる盲腸）を疑う強い腹痛など非常に限られています。 

 病院を受診する場合に心がけてほしいことは、①できる限りかかりつけ

を受診する、②かかりつけ以外を受診する場合は普段受けている処方の

内容が分かるものを持っていく、③できれば学校など周囲での感染症（水

ぼうそう、おたふくなど）の流行状況を確認する、などがまず大事です。正

確な診断や治療には問診や事前の情報が極めて重要であり、身体診察

のみで判断できることは多くありません。また、そのお子さんの家族背景

（保護者がどの程度病気や治療を理解しているか、兄弟が多いか、協力

できる祖父母がいるか、シングルマザー/シングルファーザーか、など）も

考慮した上での現実的に継続可能な治療を行う必要があることから、より

詳細な情報を知っているかかりつけ医のメリット・役割は大きいです。他に

も、「こどもの病気はとりあえず全部小児科に行く」は患者さんの二度手間

になることも多いため、皮膚科・耳鼻科・眼科・整形外科などの専門科の

病院も積極的に活用するようにしましょう。 
 

＜終わりに＞ 

 基本的・常識的なことをつらつらとお話ししてしまいました。小児科医の

私でも自分のこどもが発熱したり体調を崩すとヒヤリとしますので、そのよう

な状況で保護者の方が冷静さを欠くのも当然かと思います。備えあれば

憂いなしとは簡単に言えないのが病気ですが、今回のお話が日々の大

変な子育てに少しでもお役に立てば幸いです。 

 初めまして、2021年10月に群馬大学小児科から勉強に来た原勇介と申

します。元々は小児の血液・腫瘍科医（白血病や脳腫瘍等の診療）として

働いていました。現在はBaylor College of Medicineの中田大介先生の研

究室でお世話になっており、急性骨髄性白血病や骨髄異形成症候群と

いった血液腫瘍のマウスモデルを用いた研究を行なっております。何もか

もが私にとっては新しく、世界の広さやアメリカの強さ、また日本の良さを

感じる日々です。 
 

＜小児科診療について＞ 

 今回は私の専門分野から少し離れて、一般的な小児科での診療につ

いてお話しします。非常に基本的な内容ですが、お子さんの体調が良く

ない時に適正な小児科受診ができるよう、今回のお話が参考になれば幸

いです。アメリカの医療事情にそぐわない点もあると思いますがご容赦下

さい。 

 一般小児科診療の中心は感染症（風邪、胃腸炎、皮膚感染症等）、ア

レルギー（ぜんそく、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎等）、便秘や夜尿

症、予防接種、また救急対応としてはけいれんや頭部外傷等が主な対象

になります。また、不登校のお子さんへの対応や性格・発達に特性のある

お子さんの相談など、医療だけでは解決ができない問題にも直面し、学

校と連携して診療にあたることもあります。いずれにしても、患者さんや保

護者との良好な関係性を築くことが質の高い診療を提供するためには必

須になります。 

 こどもの診療は成人のそれとは異なる点が多く、「こどもは小さな大人で

はない」ことを理解する必要があります。良く「こどもはしっかり話や説明を

することができないから診断や重症度の判断が難しいのではないか？」と

言われますが、こどもは嘘をつかないですし（親御さんは別ですが…）、

合併症が少ないため、成人の患者さんと比較すると診断はスムーズにつ

くことがとても多いです。また、赤ちゃんや生まれつきの病気を持った子

は別ですが、こどもの病気への抵抗力は非常に強く、多くの疾患は経過

観察やちょっとした対症療法薬、生活指導のみで治ってしまいます。ただ

し、数週間〜数ヶ月など根気強く経過を見ないといけないものや、成長と

ともに自然と改善する症状も多々あるため、その説明をしっかり行い本人

や保護者に納得・協力してもらうことが非常に重要です。 
 

＜病院にかかる前に＞ 

 宣伝になってしまいますが、 私の出身の群馬県が作成した「子どもの救

Gulf    Stream Vol.47 No.8 May 2022 

今月号は尾崎弾先生から小児科がご専門の原勇介先生にバトンが移りました。 

 次回は九州大学臨床・腫瘍外科ご出身の相良亜希子先生です。現在

はMD Anderson Cancer CenterのDepartment of Translational Molecular 

Pathologyで膵臓の研究をされています。私と同時期に渡米され、お互

いまだ落ち着かない時期に知り合いました。大分県ご出身で、「どげんか

せんといかんですね！」と私が言ったら、「それは宮崎県です」と優しく？

突っ込んでくれました、その節は大変失礼しました。  

医師（現Baylor College of Medicine 研究員)  

原 勇介   

こどもの病気と受診の仕方について   

https://www.pref.gunma.jp/03/d1010006.html
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 4月7日、ヒューストンの地に立ちまし

た。空から見たヒューストンは、どこまでも

地平線が続き、その広大な光景に圧倒さ

れました。空港では運営委員の松﨑文

吾様の温かいお出迎えを受け、新天地

での不安が払拭される思いでした。

ヒューストン日本語補習校第16代校長と

して着任しました岡林健児（おかばやし 

けんじ）と申します。3月末まで、山梨県

甲府市の公立中学校の校長として勤務していました。甲府市は山梨県の

中央部に位置し、南に富士山、西に南アルプス連峰、北に八ヶ岳連峰を

仰ぎ見ることができる風光明媚な町です。海のない山梨県ですが、3,776m

の高さを誇る富士山をはじめとして、豊富な自然や美しい水に支えられた

農産業や工業など様々な日本一があり、天然水、ぶどう、桃、すももなどの

出荷量はその代表としてあげられます。近年、シャインマスカットは世界中

で注目されている品種であり、山梨の誇る一品です。また、昨年は戦国武

将、武田信玄の生誕500年にあたり、様々イベントを通して、郷土の英雄、

信玄公の魅力について再考する機会となりました。 

ヒューストン日本語補習校 

校長 岡林 健児 

2022年度 ヒューストン日本語補習校 

小学部新入生代表 

リーグで活躍するエンジェルスの大谷選

手に例え、日本とアメリカの言語と文化を兼ね備えたリアル二刀流として

世界で活躍する人になって頂きたいとの期待と共に、生徒たちの成長を

誠心誠意サポートしたいと決意を述べられていました。 

 入園・入学式は中学部・高等部、幼稚部、小学部の3部に分けて執り

行われ、それぞれの式の雰囲気は違ったものの、これから学校生活を共

にするクラスメイトを隣に、少し緊張しながらも期待に胸を膨らませている

様子は皆さん同じでした。今年からはこれまでCOVID-19の影響により

制限されてきた様々な行事が再開され、より充実した学校生活が送れる

よう心より願っております。 

（ヒューストン日本語補習校運営委員会） 

在外教育施設への勤務は、今回で2度

目となり、1999年から2002年までの3年

間、オーストリアのウィーン日本人学校で

勤務しました。「音楽の都」と呼ばれる

ウィーンは街全体が、美術館であるかのよ

うな美しい街であり、騒音を嫌う静かな街

でした。当時小学校2年生だった娘は、登校初日、学校と運転手との連

絡ミスにより、帰りのスクールバス下車後に迷子になってしまいました。誰

にも相談することができず、ランドセルを背負ったまま一人泣いている娘

の姿を想像すると今でも心が痛みます。そんな娘を救ってくれたのは、国

籍と言葉を超えた温かい心でした。現地の老人達が次々と娘を取り囲

み、抱きかかえるようにして、バイリンガル（ドイツ語と日本語）の女性が勤

める薬局へと誘導してくれたのでした。あれから20年、娘は今、日本に住

む外国人をサポートするための仕事に携わっています。 

本校の新年度は教育目標「自ら未来を切り拓き、グローバル社会づく

りに貢献できる子」を掲げ、4月9日より始まりました。入学式では、ヒュー

ストン総領事、村林弘文様よりご祝辞をいただき、その中で「テキサスは

今、アメリカで最も元気のある州です。そのパワフルな雰囲気の中で、思

う存分挑戦してください。そして、今の苦労は必ず将来に生きます」との

励ましの言葉をいただきました。 

「出会いは必然」と言われます。日本から約1万㎞離れたヒューストンで

の出会いには、一人ひとりにとって、必ず何らかの意味があることを信じ、

私たち教職員は一丸となって、在籍生徒453名（4月1日現在）の成長を

サポートする決意です。運営委員会の皆様はもとより、保護者の皆様、関

係者及び関係機関の全ての皆様方に、本校の教育活動へのご理解とご

協力をお願い申し上げ、着任の挨拶とさせていただきます。 

 4月9日、令和4年度第51回ヒューストン

日本語補習校入園・入学式が補習校

オーディトリアムにて執り行われました。

ヒューストンの夏の始まりを告げるような雲

一つない青空が、幼稚部49名、小学部52

名、中学部20名、高等部10名の皆さんの

門出を祝っている様でした。 

 来賓の村林総領事からは、補習校と現

地校の両立は大変ではあるものの、今ア

メリカの中で一番元気で勢いのあるテキ

サスのこの補習校で是非、先生方や先輩

方と一緒に有意義な学校生活を送ってい

ただきたいと祝辞を頂きました。また、この

4月よりヒューストン日本語補習校の新校

長となった岡林校長先生からは、メジャー

村林総領事 

岡林校長 
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もしれません。相手がどのように警察に説明してい

るか必死に聞きましたが、私の英語力ではうまく聞

き取ることができずとても不安でした。 

 そんな時です。同乗していた彼女がなんと日本

語で話しかけてきました。聞くと、彼女は高校時代

に日本語のクラスを取っていて、日本が大好きとのことです。私が娘に話し

かけているのを聞いて、日本人だとわかったみたいです。高校を卒業して

から、日本語に触れる機会がなく、久しぶりに日本語が聞けて嬉しいと言っ

ていました。 

 彼女は警察と彼がどういう話をしているかを日本語で説明してくれて、ま

た私が警察と話をしている時は、娘の相手もしてくれて、優しい彼女にとて

も助けられました。 

 優しいと言えば、警察もそうです。待っている娘に「お利口だね」と、お菓

子やぬいぐるみのプレゼントをくれました。その強面な様子とうらはらな、細

やかな気遣いが嬉しかったです。 

 そうこうしているうちに、警察の調書作成も終わり、帰っていいよ、というこ

とになりました。相手の2人と（なぜか）笑顔で別れ、車に乗ってハンドルを

握った時に、自分の手がとても冷たくなっていたことに気づきました。その

瞬間、どっと疲れが襲ってきて、あぁ私ものすごく緊張していたんだな、もう

二度とこんな思いはしたくない、しばらく運転したくない、と思いました。しか

しそんな思いもむなしく、帰ってすぐ息子のサッカーの送迎をしなければな

らない事を思い出しました。可愛い子どものために、母は頑張るのみです。 

 余談ですが、警察がプレゼントしてくれたぬいぐるみ、「クラッシュ」と書か

れた可愛いハートを抱えています。娘は今でもこのぬいぐるみがお気に入

りで、よく一緒に遊んでいます。私はその様子を見る度、わざわざ「クラッ

シュ」なんて入れなくていいのに、と事故を思い出して微妙な気持ちになっ

ていたのですが、実は「crash」ではなく、「crush」と書かれていることに最近

気づきました。英語ドラマに出てくる「I have a crush on you! あなたに首っ

たけ！」の「crush」です。「まさか」の勘違いに、穴があったら入りたい気持ち

でいっぱいです。  

 皆様も「まさか」の事故、どうぞお気をつけください。  

■May 29 
Indianapolis 500-Mile Race @ Indianapolis Motor Speedway 

インディ500の愛称で知られる、アメリカを代表する自動車レースです。日本人で

は2017年、2020年の2度、佐藤琢磨選手が栄冠を手にしています。今年もレースの行方から目

が離せません。 

■Jun. 3-5 
Houston Tattoo Arts Convention @ NRG Center 

日本だと銭湯に入れてもらえなくなる入れ墨ですが、アメリカではファッションの一部になってい

るようで全米からtattoo artistがやってきます。 

■Jun. 9-12 
Moon2Mars Festival @ Space Center Houston 

人類が月面着陸を果たしてから53年。次の目標である火星に人類が降り立つのはいつになるで

しょう。最新のテクノロジーに関する講演会や展示に加えて音楽のライブまであるお祭りです。 

■Jun. 16-26 
Madame Butterfly @ Brown Theater 

プッチーニの名作オペラ『蝶々夫人』がバレエになって上演されます。日本人に

とっては少々複雑な感情を抱いてしまう作品ですが、西洋から見たジャポニズムが

どんなものなのか、確認するよい機会になるかもしれません。 

■Jun. 17-18 
The music of Led Zeppelin @ The Hobby Center 

オーケストラがヘビーメタルに挑戦!?意外な組み合わせですがヒューストン交響楽団が

レッド・ツェッペリンの名曲に挑みます。 

■Jun. 30-Jul. 17 
Disney’s Frozen @ The Hobby Center 

ディズニーのアニメ映画『アナと雪の女王』がミュージカルになりました。推奨年齢は6歳以上で、

2歳以下のお子さんは入場できませんのでご注意ください。 
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 今月号の記事は、対面での常任理事会開催やジェト

ロ様を講師に迎えた講演会、入学式、ソフトボール大会

など、2年振りや3年振りといった甲子園出場校の様な

枕詞がついた対面でのイベントが数多く見られ、Post 

Covidを実感するような紙面になっているかと思います。

その感動をより鮮明にお伝えすべく、通常よりも写真が

多くなっております。ソフトボールで優勝されたAstrosの

皆様の集合写真（特集記事ご参照）は、まるでCovidに

よる閉塞感から解放されつつある昨今の晴れやかさを

象徴するかの様な、満面の笑顔で溢れていました。 

 まだまだ高水準なインフレ率やガソリン価格の高止ま

りなど我々の家計への影響も小さくはなく、今後の米国

の更なる金利利上げ見通しや景気のリセッション観測と

先行きへのマイナス要素も多くあります。最近は見慣れ

てきてしまった戦地のニュースも、情勢が長期化してお

り、我々の日常にも暗い影を落とします。しかし、今回の

様なプラス方向の変化点をきっかけに、より前向きに、

より活力的に日常を過ごすことで、2年目のヒューストン

生活を濃密なものにしていきます。  

Gulf    Stream Vol.47 No.8 May 2022 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編集委員および投稿募集中！ 

問い合わせ先： sansuikai@jbahouston.org  

ガルフストリームは、ホームページでも閲覧可能です。 

 https://www.jbahoustongulfstream.com/ 
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 小泉元首相がおっしゃった有名な言葉に「人生には三つの坂がある」とい

うものがあります。一つ目は登り坂、二つ目は下り坂。そしてもう一つ「まさ

か」という坂です。私はヒューストンに来て約１年になりますが、早速この「ま

さか」を経験しました。それは交通事故です。免許を取得してウン十年、「ま

さか」自分が事故に巻き込まれるなんて思いもしませんでした。今回はこの

事故で私が経験した事を書きたいと思います。 

 （あらかじめお伝えしておきますが、双方怪我はなく、車同士の事故の話

になります。） 

 まずは状況説明から。娘を幼稚園に迎えに行った帰りの事です。運転し

ながら、今日はいつもより車が多いな、と思っていました。すると前を走って

いた車が突然、かなりの勢いでブレーキを踏みました。どうやら車が強引に

車線に割り込んできたようです。私も急ブレーキを踏み、前の車に追突する

のは免れましたが、ブレーキが間に合わなかった後ろの車が、私の車に

ドーンと追突しました。 

 まさかの事故に遭ってしまったショックで、目の前が真っ暗になりました。

でも「落ち着け」と自分に何度も言い聞かせながら、まずは娘に怪我がない

か確認しました。幸いにも大丈夫そうでしたので、後ろの車の様子を伺いな

がら、恐る恐る車を降りました。すぐに相手の方も降りて来て、お互い怪我

がない事を確認しました。 

 相手は20歳くらいの若い男性で、彼女と一緒でした。その彼女が警察に

電話をしてくれている間に、相手の男性とお互いの免許証、保険、連絡先

を交換し、車の破損箇所の写真を撮りました。 

 それから警察はすぐに到着しました。警察の誘導で車の少ない場所に移

動し、事故状況の説明をすることになりました。今回のケースは追突なの

で、私の過失は基本ないはずです。しかし相手の説明次第では、変わるか

 内容は記事執筆時点の情報に基づいています。変更になる場合もありますので、お出かけ前

に各自で最新の情報を主催者サイト等でご確認ください。 

https://www.indianapolismotorspeedway.com/events/indy500
https://villainarts.com/tattoo-conventions-villain-arts/houston-tattoo-arts-convention/
https://spacecenter.org/moon2marsfestival/
https://www.houstonballet.org/seasontickets/pdps/2021-2022/madame-butterfly/
https://houstonsymphony.org/tickets/concerts/music-of-led-zeppelin/
https://www.thehobbycenter.org/events/disneys-frozen/
mailto:sansuikai@jbahouston.org
https://www.jbahoustongulfstream.com/
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