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 東日本大震災の影響で順延されたピクニックとソ

フトボール準決勝・決勝戦を、9月25日（日）にThe 
Gordon Ranchで開催しました。今年の記録的な干

ばつの中、火事発生を心配した牧場側から、開催

一週間前に突然、「バーベキューはパビリオンの中

で！」という通達がきました。参加者の皆様には準

備の変更などでご不便をかけましたが、当日は幸い

混乱もなく、ソフトボールやピクニックのゲーム、閉

会式やラッフル抽選会などの行事を予定通り進める

ことができました。今年は参加人数が705名と少な

めで、また、これまで使えなかったパビリオン3番と4
番が開放されたためか、会場では皆さんがゆったり

とくつろいだ雰囲気だったのが印象的でした。そし

て、皆が待ちに待った（？）ソフトボール表彰式と

ラッフル抽選会の開始。スポーツ委員会からイーグ

ルス優勝の発表があり、（結果等の詳細は来月号の

ガルフに掲載されます。お楽しみに！）、総領事杯
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河野 淳一郎 

◆The Museum of Fine Arts Houston 
(713-639-7300,www.mfah.org 木曜は入場無料) 
@Audrey Jones Beck Building 

*Acid on Metal: The Art of Etching and Aquatint 
-Nov.27 2011 

*Selected Prints by Robert Rauschenberg –Dec.11 
*The Art of Living in Eighteenth-Century Paris –

Dec.11 
*The Spirit of Modernism -Jan.29 2012 

@Glassell School of Art   
*Working in the Abstract : Rethinking the Literal -

Nov. 28 2011 
@Caroline Weiss Law Building 
*Tutankhamun:  The Golden King and the  Great 

Pharaohs Oct.16 - Apr.15, 2012 
◆ Contemporary Arts Museum Houston 
(5216 Montrose Blvd 713-284-8250 
www.camh.org 入場無料) 

*Donald Moffett: The Extravagant Vein  -Jan.8 
◆Houston Museum of Natural Science 
(One  Hermann  Circle  Drive,  713-639-4629, 
www.hmns.org) 
*Discovering the civil war  Oct 14 - Apr 29.2012 
*Minerals  Transformed  Through  Vision  &  Skill 

from Oct.28 - Spring 2012 
◆The Menil Collection 
(1515 Sul Ross 713-525-9400, www.menil.org 入場
無料 Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm) 

*Walter De Maria : Trilogies - Jan.8 2012 
*Seeing Stars: Visionary Drawing from the Collec-

tion from Sep.23 -Jan 15 2012 

ミュージックミュージック  

(Metal, Rock & Pop) 
Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-629-3700 

Oct. 15, 6pm: Judas Priest 
Oct. 18, 7:30pm: Adele 
Oct. 28, 7:30pm: Hocus Pocus Pops 

House of Blues Houston 888-402-5837 
Oct. 15, 9pm: Dark Star Orchestra – Continuing the 

grateful Dead Experience 
Oct. 16, 8pm: An Evening With Peter Frampton – 

Frampton Comes Alive 35 Tour 
 Oct. 19, 9pm: Ben Rector in the Bronze Peacock 
 Oct. 21, 7:30pm: Jack’s Mannequin 
 Oct. 21, 8pm: Gaelic Storm in the Bronze Peacock 

Oct. 23, 8pm: Mix 96.5 Bosom Ball starring Colbie 
Caillat 

Oct. 24, 8pm: The Musical Box – The Exclusive, 
Authorized by Peter Gabriel, Re-Creation of 
Genesis’ “The Lamb Lies Down on Broad-
way 

Oct. 29, 8pm: CSS w/ special guest MEN 
Nov. 1, 8pm: Yngwie Malmsteen 
Nov. 3, 8pm: Ledisi 
Nov. 4, 7pm: Warren Haynes 
Nov. 5, 8pm: 3 Guitar Heroes Featuring Muchael 

 Schenker Uli Jon Roth & Leslei West 
Nov. 6, 1pm: Max and Ruby 
Nov. 7, 8pm: Peter Murphy/She Wants Revenge 

 Nov. 9, 6:30pm: The Noise Tour featuring Mayday  
 Parade Powered by Journeys 
Nov. 11, 8:30pm: Wale “Ambition Tour” 
Nov. 12, 7pm: Yellowcard 
Nov. 15, 8:30pm: Manzarek & Robby Krieger of   
 THE DOORS 
Nov. 17, 7pm: Saints & Sinners Tour fear. Between  
 The Buried And Me 
Nov. 19, 8pm: The Jayhawks 
Nov. 20, 8pm: GWAR 

Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Oct. 15, 8pm: Straight No Chaser 
Oct. 25, 8pm: Dream Theater 

(Classic) 
Shepherd School of Music, Rice University 713-348
-5400 

Nov. 1, 8pm: Cuarteto Casals 
Jones Hall 713-224-7575 

Oct. 15, 10am & 11:30am: Once Upon a Dream  
8pm: Idina Menzel 

 Oct. 16, 7:30pm: Idina Menzel 
 Oct. 20 & 22, 8pm: Ravel’s Daphnis and Chloe 
 Oct. 23, 2:30pm: Ravel’s Daphnis and Chloe 
 Nov. 3, 7:30pm: Matrix Live: Film in Concert 
 Nov. 4-5, 8pm: The Music of Paul McCartney 
 Nov. 6, 7:30pm: The Music of Paul McCartney 
 Nov. 10 & 12, 8pm: Brahms’ Second Symphony 
 Nov. 13, 2:30pm: Brahms’ Second Symphony 
 Nov. 18, 7pm: Emanuel Ax Plus Tchaikovsky 3 
 Nov. 19, 8pm: Emanuel Ax Plus Tchaikovsky 3 
 Nov. 20, 2:30pm: Emanuel Ax Plus Tchaikovsky 3 
 Nov. 26, 7:30pm: Vivaldi’s Four Seasons 
(Latin) 

Oct. 15, 8pm: Dia de la Hispanidad featuring Asso-
ciacio Cultural I’Aljama 

Oct. 29, 7:30pm: Lunada 2011 
(Rap & Hip Hop) 
Toyota Center 713-758-7200 
 Oct. 26,  “The Throne: JAY-Z and Kanye West” 
(World Music) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-629-
3700 

Nov. 5, 8pm: Celtic Thunder 

美美  術術  等等  

Main Street Theater—Chelsea Market (4617 
Montrose Blvd.) 713-524-6706 
www.mainstreettheater.com 

*Diary of a Worm, a Spider and a Fly (Oct. 15 
& 22) 

Unity Theatre (300 Church, Brenham) 979-830-
1460 www.unitybrenham.org  

*Steel Magnolias (~Oct. 23) 
Texas Repertory Theatre (14243 Stuebner Air-
line) 281-583-7573 www.texreptheatre.org  

*Wait Until Dark (~Oct. 30) 
Alley  Theatre  (615  Texas)  713-220-5700 
www.alleytheatre.org  

*Driving the Estate (~Oct. 30) 
UpStage Theatre at Lambert Hall (1703 
Heights Blvd.) 713-838-7191 
www.upstagetheatre.org  

*Romeo and Juliet (~Oct. 22) 
Express Theatre (9600 Hempstead) 713-682-
5044 www.expresstheatre.com  

*The Adventures of Tom and Huck (Oct. 15, 22 
& 29 and Nov. 5 & 12) 

Wortham Theater Center—Brown Theater 
(501 Texas) 713-228-6737 
www.houstongrandopera.org  

*The Barber of Seville (Oct. 21~Nov. 6) 
*Fidelio (Oct. 28~Nov. 13) 

劇劇  場場  

MLS/Houston Dynamo @ Robertson Stadium 
(http://www.houstondynamo.com/) 
  Oct.23(Sun) 6pm   LA Galaxy 
NFL/Houston Texans @ Reliant Stadium  
(http://www.houstontexans.com/ ) 
Oct.30(Sun) 12pm    Jacksonville Jaguars 
Nov.6(Sun) 12pm     Cleveland Browns 

スポーツスポーツ  

トロフィー授与の後、渡部総領事代理にご挨拶

をいただきました。続いてピクニック幹事から

パットパットゴルフ入賞者6名の発表がされ、い

よいよラッフル抽選会。任天堂DSやホテル宿

泊券、レストラン食事券やギフトカード、そして

日本行き航空券など50品目にわたる賞品の当

選番号が読み上げられるたびに、本部席前に

集まった参加者から大きな歓声やため息が上

がっていました。 
 この行事の開催にあたり、ソフトボール担当の

スポーツ委員会、ピクニック業務を担当された

商工会会員と日本人会会員の皆様、ボランティ

アの方々、そしてラッフル抽選用の賞品を寄付

下さった関係者の皆様にご協力いただいたお

陰で、平成22年度最終の行事を無事成功裏に

終了することができました。この紙面をお借りし

て御礼申し上げます。 

They will have foods, contests, unique stores, 
friendly doggies on street!! Bring your dogs!  
http://www.oldtownspring.com/events.htm 
Oct 8 – Nov 27 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。http://www.texrenfest.com/  
Oct 22 Texas Mushroom Festival @ MSIAON-
VILLE TX Their festival is so unique that you will 
see so many different kinds of mushrooms including 
SHIIITAKE!  
http://www.texasmushroomfestival.com/ 
Oct 22   Houston Women’s Festival @ Jones Plaza 
(Houston, TX) Ticket: $16 (advance) and $25 (at the 
door). Ticketは少し高めですがご興味のある方はこち

らのサイトを参考にしてください。 
http://www.hwfestival.org/ 
Sep 30 - Nov 6 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歩きながら、発

見することができます。90-min.  
http://www.discoverhoustontours.com/ 
Oct 15-16 Wings Over Houston Airshow @ El-
lington Field, Houston, Texas Produced by the Com-
memorative 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。 
http://www.wingsoverhouston.com/ 
Oct 22-23 Fall Festival in the Japanese Garden 
(Fort Worth, TX) traditional Japanese dance, music, 
martial arts demonstrations,  papermaking, and tea 
ceremonies. Adults $5.00, 4-12yrs $3.00, under 4 
free。http://fwbg.org/calendar-of-events/ 

その他その他  

Oct 22, 23 Pet Festival @Old Town, Spring.  free.  

 10月1日より商工会の新年度（平成23
年度）が開始されました。当地にご着任

されたばかりの山本条太新総領事を名

誉会長にお迎えし、上野真吾新会長を

軸とする理事委員会も新体制発足とな

り、その活動が始まりました。 

 昨年度は世界経済の低迷状況に加

え、3月に起こった東日本大震災の影響

で、日本もヒューストンも色々な意味で大

変な一年ではありましたが、会員各位の

ご協力のもと、商工会の様々な活動を全て

成功裏に終了することができました。それ

ぞれの行事・活動をご担当くださった会員

各位に対し、この紙面をお借りして改めて

御礼申し上げます。 

 新年度も引き続きご支援･ご協力をいた

だけますよう、宜しくお願い致します。 

新年度開始新年度開始新年度開始   

平成23（2011-2012）年度 

ヒューストン日本商工会 

編  集  後  記 

 平成22(2010-2011)年度最後の行事となった「ピクニッ

ク・ソフトボール準決勝&決勝」は、記録的な干ばつの中

でバーベキューは「パビリオン」の中で開催となったものの

盛会であった。 

 平成23(2011-2012)年度商工会の新体制が発足しまし

た。 

 蜻蛉を見かけ、当地もようやく季節は秋となった模様。し

かし春を告げる「東風の連載コラム」を読んでみたい。異

なる惑星に来たかのような剥き出しのまま残る大自然

Joshua Tree National Park。 

 愛煙家諸氏にはこどもへの「受動喫煙」の影響を考慮い

ただきたい。社会全体がその影響に対する正しい知識を

有することが肝要。 

 ピアニストの戸田光彦氏とオペラ歌手のRebecca and 
Meaghan Heath姉妹の共演による“日本の歌曲を楽しむ

会”鎮魂と復興への思いとなった真夏の一夜。 

 現地校では、学校が重要視している安全確保のために

も、保護者の皆さんは学校の規則を再読することが重要

です。 

 ピンクの秘密兵器にマトリョーシュカの帯。結婚20周年

の飛行妻の配偶者が最低高度278km,最高高度460kmの

軌道で地球を周回している国際宇宙ステーションISSで作

業を継続している。宇宙で抹茶を点てる実験、微小重力

下での水の細やかな集合体の美は科学の進歩の一つ。

宇宙羊羹はさぞや格別の味ではなかったでしょうか。 

 Children’s Museum of Houstonでの若田光一宇宙飛行

士の講演では当地の子供たちが科学への興味が尽きな

かった。彼らの質疑をきいてみたいもの。宇宙食アイスク

リームの味は？                  （中水 勝） 
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これは、父親の喫煙により父親の精子が影響を受けたのか、妊婦の受動喫

煙のためか、あるいは出生後のこどもの受動喫煙によるものか、結論は出て

いません。 

【小児の成長発達への影響】 
 受動喫煙にさらされている小児では身長の伸びが低いことが指摘されて

いて、米国での調査では、受動喫煙のない小児と比較して男児で平均

0.2〜1.6cm、女児で平均0.3〜1.4cm低かったと報告されています。 また、

知能指数の低下も報告されています。 米国で小中学生4,000人余りに読解

力や計算テストを実施したところ、家庭での受動喫煙の程度が強いほど点

数が低かったという結果でした。 
 タバコの煙に含まれる有害物質の一つに鉛がありますが、これは脳に蓄

積して脳細胞を障害します。 受動喫煙にさらされている小児では血中鉛濃

度が上昇しており、血中鉛濃度が高いほど身体発育が悪く、知能指数が低

いという報告が多数あります。 

【成人後の健康への影響】 
 受動喫煙にさらされていた小児は、後年の肺がんの発症率が高くなると

報告されています。  また、受動喫煙によりHDLコレステロール（いわゆる善

玉コレステロール）が低下するという報告があり、これは後の動脈硬化を招

き、高血圧、虚血性心疾患、脳血管障害のリスクを高める可能性がありま

す。さらに、家族の喫煙する姿を幼い頃から見て育ったこどもは、将来喫煙

者になりやすいことも分かっています。 

 以上、受動喫煙の小児へ及ぼす影響について述べてきましたが、受動喫

煙を防ぐために我々小児科医の果たすべき役割は大きいだろうと考えてい

ます。 ぜんそくや、上気道炎、下気道炎、中耳炎など小児科医がよくみる

病気は受動喫煙が増悪因子であり、これらの症状で小児科を受診した際に

はそこに家族の喫煙状況の問診を加えることで、患児や家族がタバコの害

について知るきっかけとなると思われます。 自作のプリントを用意し、積極

的に草の根で患児と家族を啓発している小児科医もいます。 
 家庭での喫煙場所はどうでしょうか？ 喫煙している家族もさすがにこども

の前や屋内では吸わず、換気扇の下や一旦屋外へでてから喫煙する場合

が多いようです。 しかしそれでも受動喫煙の害を完全に防ぐ事はできませ

ん。 家族の喫煙場所別にこどもの尿中コチニン（ニコチンの代謝産物）を調

べた研究によると、喫煙者なしの場合と比較して室内での喫煙の場合には

尿中コチニンが15倍にも達していました。 一方、ドアを閉めて屋外で喫煙

した場合でも2倍、換気扇の下での喫煙でも3倍に上昇していました。 たと

え一旦はこどもと離れた場所で喫煙したとしても、喫煙者の吐く息、衣服に

はタバコの成分が含まれており、その後に入室すれば受動喫煙の原因と

なってしまうのです。 
 以上のことから、家族が禁煙しない限りこどもの受動喫煙を完全に防ぐ事

はできないといえるでしょう。 次善の策としては、屋外へでて扉をしめて衣

服にタバコの煙がかからないように喫煙し、喫煙後はしばらく深呼吸して時

間をおいてから入室してもらうことが現実的かと思われます。 空気清浄機を

室内において喫煙している方がいますが、タバコ煙中の有害成分を除去す

る能力はほとんどありません。 
 こどもの健やかな成長のための環境作りは、我々大人の責務です。 ゆえ

に、こどもの生活環境からタバコの煙をなくすことはその責務の一つである

事は明白です。 そのためには社会全体が、こどもの受動喫煙の影響に対

する正しい知識を持つ事が重要であろうと思います。 

 みなさんはじめまして。 8月からベイ

ラー医科大学でがん治療の研究をさせ

ていただいている西尾信博と申します。 

僕は小児科医で、その中でもこどもの血

液疾患、がんの診療に従事してきまし

た。 このような執筆の機会を与えていた

だき何について書いたらよいか迷いまし

たが、現在の研究テーマの内容はいささ

か専門的すぎる気がしましたので、今回

は上記のような題名にさせていただきま

した。 
 喫煙、受動喫煙がどちらも有害である

ことについてはよく知られていると思いま

す。 遅ればせながら日本でもここ数年

の禁煙運動で、ほとんどの病院が敷地内禁煙となり、レストランなど公共の

場での分煙が強調され、タバコの値段も上がり、病院の禁煙外来も盛況で

あるようで、石原軍団でもたくさんの方が禁煙に成功しているようです。 し

かしながら、未だにこどもの前でタバコを吸っている大人は日本でもヒュー

ストンでも見受けられます。 これは、もちろんこどもがかわいくなくて受動喫

煙させてもかまわないと思っている訳ではなく、おそらく受動喫煙がこどもに

及ぼす影響についての知識不足が原因と思われます。 ヒューストンではさ

すがに公共の場においてタバコで嫌な思いをすることは少ないですが、喫

煙率は思ったほど低くないような印象を受けています。 そうすると、その喫

煙者のこども達は少なからず受動喫煙の影響を受けていると思われます。 

【小児への健康被害】 
 受動喫煙による影響で最もよく知られているのが、乳幼児突然死症候群 
(SIDS)との関連です。日本でも年間150〜160人が犠牲となっていますが、

未だにはっきりとした原因は不明です。 どの小児でSIDSが起こったかを調

べると、最も影響が大きいのが母親の妊娠中の喫煙と出生後の児の受動

喫煙であるということが分かっています。 SIDSの発症頻度が、妊婦の喫煙

で7倍、妊婦の受動喫煙で３倍、出生後の児の受動喫煙では2〜10倍（受

動喫煙の程度が強いほど高い）に増加するという報告もあります。 
 日頃から受動喫煙にさらされている小児では、気道の繊毛運動（気管支

粘膜の細胞が持つ繊毛が一定方向になびいて異物や分泌物を外側へ送

り出すこと）が障害され、気道の炎症を生じやすく、気道の過敏性が亢進し

ています。 そのために気管支ぜんそくや、気管支炎、肺炎などの呼吸器疾

患にかかりやすく、また重症化しやすいことが知られています。 手術での

全身麻酔時におけるトラブルも多く、喉頭攣縮や激しい咳き込み、低酸素

血症などが増加することが報告されています。 
 耳管という中耳とのどをつないでいる管でも粘膜の腫脹が起こり、繊毛運

動も障害されるため、中耳炎の発症頻度が２倍ほど増加するとされていま

す。 また、手術を必要とするような扁桃・アデノイド肥大が起こりやすくなる

ことも知られています。 
 う歯（むしば）が増加するという報告も複数あります。 これは、口腔内の局

所免疫能が低下するためと言われています。 
 受動喫煙とがんとの関連については、父親の喫煙があるとこどもの脳腫

瘍や白血病をはじめとするがんの発症率が増加するとの報告があります。 

     

受動喫煙がこどもに及ぼす影響について受動喫煙がこどもに及ぼす影響について受動喫煙がこどもに及ぼす影響について   

ベイラー医科大学 細胞遺伝子治療センター 研究員   

   西尾 信博  

第８５回  

編集委員会では、医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターの方々にリレー方式で次々とご登場

頂き、読者の皆様の健康に関する話、メディカルセンターの様子など連載記事として掲載しています。 

柳沢龍先生から同じく小児内科ご専門の西尾信博先生にバトンが移りました。  

次回は心臓血管外科がご専門の安達偉器先生です。アメリカ中を飛び

回って御活躍されています。友人の紹介で知り合いになりました。その友

人曰く、「見た目はいかついが、優しい先生」との事でしたが、僕には見た

目も優しい先生でした。   

日  時：平成23年9月21日（水）11：30～13：15 

場  所：住友商事社 会議室（10階） 

出席者：名誉会員2名、理事委員9名、正会員3名（代理出席者）、婦人 

            部委員長、事務局長 

欠席者：理事委員10名（会長委任6名、代理人委任3名、理事委任1名） 

司 会：竹田直樹幹事 

 

１．商工会会長連絡（上野真吾会長） 

3月の東日本大震災のため、一部の行事が日程の変更などあった

が、義援金や美術館への寄付活動、ビジネスや宇宙関連のセミナー

開催など活発な一年となった。これにより商工会会員や日本人コミュ

ニティーの結束の強さを実感した。会員各位にはこの一年間に様々

な面でご協力をいただいたことに感謝の意を表すると共に、引き続き

新年度も各位のご協力をお願いしたい。  

２．総領事館連絡（渡部隆彦総領事代理） 

渡部総領事代理より下記2点の連絡があった。 

①新総領事について 

 10月7日（金）に新総領事が着任の予定。 

②今後の行事について 

天皇誕生日レセプションは例年通り12月の2週目あたりに開催をす

る予定だが、1月の新年会は開催しないこととなった。右に代えて、3
月頃に震災に対する支援に謝意を表すためのレセプションの開催

を検討中。 

３．特命理事・委員長の任命（上野真吾会長） 

商工会会則第五条第三項及び五項に基づき、 上野会長が婦人部委

員長を除く6名の委員長（内1名が副会長兼任、1名が事務局長兼任）

と特命理事4名を任命した。【詳細は別紙の Japan Business Associa-
tion 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の任命（木村誠企画調査委員長） 

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。【詳細は別紙の 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） 

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、商

工会（JBAH）及びJBA Houston Foundation, Inc.（JBAHF） の2011年9
月期の財務見込報告があった。JBAHでは、図書延滞金やショーイン

グジャパンの活動収入増とに加え、会食費（交際費）やセミナー費な

ど経費を抑えたため、9月期見込のNETは$11,459の黒字が見込まれ

る。次期予算は当期実績をもとに試算し、2012年9月期のNETは

$2,180の黒字を見込む。JBAHFについては、MFAHのジャパン・ギャ

ラリーへ12万ドルの寄付などがあったため、2011年9月期見込はNET
で$132,775の赤字が見込まれる。次期予算としても、金利状況などの

影響もあり、2012年9月期でNETが $6,900 程の赤字となる見込。 

６．補習校財務状況に係る報告（川瀬裕司教育委員長） 

川瀬教育委員長より、2011年3月期実績と2012年3月期予算について

説明があった。政府補助金の増額や授業料収入増のほか、人件費

や教材費、事務費などの支出を抑えたことでNET $109,174 の黒字と

なった。今年度4月から教科書改訂に伴う新たな指導書購入、教員の

研修費用などの上積みなどの理由から、2012年3月期のNETは

$4,843の黒字が見込まれる。補習校決算･予算報告は常任委員会承

認事項ではないが、理事委員会の場で定期的な収支報告を行って

いきたい。 

７．2011宇宙セミナー関連報告（三宅正純副会長） 

①第6回宇宙セミナー開催報告 

9月11日（日）に第6回宇宙セミナーをSpace Center Houstonで開催し、

約70名の参加があった。今期最終となるこのセミナーでは、日本の無

人宇宙船HTVの仕組みや技術についての講演会を開催し、宇宙食

や船内被服を展示した。 

②今後の宇宙セミナーについて 

今期のセミナーは商工会とJAXA共催ということで、商工会の$2,400の

予算内で全てのセミナーが終了した。来年度のセミナー開催について

は、商工会を軸に他団体や他地区、現地校生徒との交流も視野に入

れながら検討する。 

８．委員会・部会関連事項 

 ①文化委員会（舛中泰宏正会員：観月秀文文化委員長代理） 

  ＊商工会・日本人会共催ピクニック関連報告 

ピクニック開催まで数日となり、700名を超える参加申込があった。

ラッフル券の前売り券は昨年度実績を若干上回るものとなり順調で

はあるが、ピクニック当日の売上を伸ばせるよう関係者の協力をお

願いする。また、ラッフル抽選用の賞品のご寄付をまだ受付けてい

るので、会員企業のグッズなどを23日までに三水会センターへお

願いしたい。なお、急遽牧場側からバーベキューグリルの使用をパ

ビリオン内でという要請があったため、飲食はパビリオンの外（木立

の中や池周りのピクニックテーブル）を利用していただくこととなる

旨、ご理解いただきたい。 

  ②スポーツ委員会（鈴木一正会員：阿部憲一スポーツ委員長代理） 

  ＊商工会ソフトボール関連報告 

9月5日（日）にHouston Sportsplex において予選会が行われ、イーグ

ルス、ロードランナーズ、住友Dash、そしてCometsの4チームが9月25
日（日）の準決勝戦進出となった。   

  ＊第541回テキサス会「商工会会長杯」開催について 

現在、Mitsui E&P USA社を中心にエネルギー部会で準備を開始。詳

細が決まり次第、商工会事務局を通じて会員各位へご案内する。各

賞用の寄付を募りたく、ご協力をお願いしたい。 

    開催月日：2011年11月20日（日）（予定） 

    開催場所：Houston National（候補地） 

    担当部会：エネルギー部会 

  ③婦人部委員会（三宅栄里子婦人部委員長） 

  ＊古本市開催報告 

9月10日（土）に三水会センター1階ホール（東側）で今期2回目の古

本市を開催。今回の売上金は$863.50、寄付金が $214.30となり、合

計 $1,077.80は一般図書購入のために三水会センターへ寄付する。 

  ＊ドキュメンタリー映画DVD購入・上映会について 

ロイター社の日本人テレビレポーター／プロデューサーである我謝京

子さんによるドキュメンタリー映画「母の道、娘の選択」のDVD（約

$300）を入手し、日本人会タイアップで無料上映会を行う方向で婦人

部委員会が検討中。DVD購入費用は先般行った古本市の売上金か

ら拠出する。上映会時に東日本大震災被災者のための寄付募金も検

討する。    

９．その他 

＊United Airlines社の会員ステータスについて（井川啓子特命理事） 

Continental Airlines 社とUnited Airlines 社の合併により、井川特命理

事がシカゴのUnited本社へ、赤松正会員がロサンジェルス支店を含む

西海岸全域を担当することになった。井川特命理事より、United社の

本社がシカゴに移転したことから、正団体会員としての継続することに

ついての可否について確認があったため、理事委員会として問題ない

という判断から同社が引き続き正団体会員として留まることとなった。 

平成平成2323（（20112011）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  
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えるのは、切なかった。学校で泣けなかっ

た分子供部屋で泣き崩れ、それでも学校に

行こうとする子に、それ以上がんばれとは

言えなかった。タフな毎日だった。心配の

あまり私自身が参ってしまい、食事も喉を

通らず、東風の体重を大幅に下回る始末。

家事もままならない状態で、自分のふがい

なさに打ちのめされてしまった。東風はそ

の分をフォローしてくれるように、私たちに

寄り添っていた。学校から帰って東風にハ

グ。つらくなると東風にハグ。涙しながら東

風にハグ。私もついでに東風にハグ。この

時ばかりは大型犬であることが役に立っ

た。環境や心が穏やかでない時も、東風は

いつもと変わらず一緒。いつも尻尾を振っ

て受け入れてくれる。おかげで子供たちも

がんばることが出来た。ペットの話にはよく

ある平凡な表現だが、家族みんなが癒さ

れ、いつの間にか東風あってのアメリカ生

活となった。 
 さきほどからずっと、私の足元でいびきを

かいている東風。それにしても、45kgを支

えるその太い足を見ていると「大判小判

ザックザク」と思わずにはおられない。赴任

時既に6歳だった東風に「片道切符かもよ」

なんて意地悪を言ってしまった。欲深い悪

役おじいさんは、大判小判はもらえないで

すね。ごめんなさい。もう充分、恩返しして

もらいました。東風、ありがとう。長生きして

ね。・・・めでたし、めでたし。 

 「ヒューストンまで60万円です」「えっ、ファース

トクラス、以上？」こんな調子で始まった、我が家

のヒューストン渡航withお犬様。60万円とは犬の

航空運賃だ。子供以上に手をかけお金をかけ

たが、いつになったら「ココ掘れワンワン」と恩返

ししてくれるやら、既に8歳を越えてしまった。駐

妻日記に頭悩ましパソコンに向かう私の足元に

はいびきをかいて眠る犬。犬を飼っている人の

ご多分に洩れず、犬の話題では永遠におしゃ

べりできそうだ、と犬を題材に選んだ。けれども

駐妻日記というより、ただの犬自慢となってしま

いそうだし、犬好きな方以外には退屈ですね、

お許し頂けるだろうか。さて、さすがに60万（別

送貨物扱い）はいかがなものかと、検討に検討

を重ね、一足先に赴任していた主人が格安チ

ケットで犬の為に往復した。手荷物扱いにて超

過重量5万円程で済み、胸を撫で下ろす。道

中の悪戦苦闘談は笑えるが、これだけで1コラ

ムできそうなので省略。会社に知れたら、何し

に駐在に来てる！とおしかりを受けることは間

違い無い。とにかく手のかかる犬なのだ。我が

家は犬中心に回っている。 
 東風（コチ）は、「東風吹かば 匂ひをこせよ 

梅の花、、、」梅の花の咲く頃に我が家に来

た、立派な名前を持つ我が家の三男坊だ。体

も立派、手荷物扱いというものの、その重量

45kg。ちょっとした小熊か子牛といった風貌

は、とても良いホームセキュリティではある。で

も、名前負け、見かけ倒しとはこのこと。気の

弱さたるやハエ1匹におどおど家の中を逃げ

回る始末で、雷の多いヒューストンを地獄のよ

うに感じているに違いない。アルマジロに引っ

掻かれ、リスにからかわれ、オポッサムに尻尾

を巻く。ダメ犬さ話でも1コラム書けてしまいそ

うである。 
 そんなダメ犬ながら、アメリカに連れて来て

よかった。渡航前は、子供の事で精一杯であ

ろうと犬を連れて行くことに躊躇したのも正直

なところである。しかし、その子供のことで東

風に救われた。6thと3rdでいきなりアメリカの

学校に放り込まれた子供たちのパニック状態

は、今思い出しても涙してしまう。教室移動で

迷ってしまい「もう、僕、このままサボってしま

おうかと思ったんだぁ」と聞いた時には、その

心境を思い、いたたまれなかった。精一杯涙

をこらえて、スクールバスから降りてくるのを迎

第85回 小倉 咲枝   さん 

～我が家の花咲爺物語～～我が家の花咲爺物語～～我が家の花咲爺物語～      

Q： 先日、小学生の娘の忘れ物を教室に届けに行くと、担任の先生にすご

く失礼な態度をとられて嫌な思いをしました。娘の教室は、オフィスのある建

物から少し離れた別校舎にあり、駐車場からすぐなので前にもそうしたのに、

今回は怒った様な顔できつい口調で言われました。わざわざ届けに行った

のに、何であんな目に遭わなくてはいけないのか分りません。先生に問題が

あるのでしょうか。 
    
A： 病院に行く等の理由でお子さんをピックアップする時、忘れ物を届け

る時、またボランテイア参加や先生とのconference 等の理由で学校を訪ね

る時は、まずオフィスに行き、あなたが学校に来た目的を言わなくてはなり

ません。これは、外部からの侵入者をきちんとモニターし、子供達の安全

を確保するという重要な意味があります。特に9.11以降、どの学校も不審

者に対する警備が厳しくなり、このルールに関しては徹底しています。で

すから、どんなに急いでいてもオフィスに行くことを面倒がらず、このルー

ルに従ってください。忘れ物を届ける場合は、オフィスの人に次のようにお

願いすれば、授業の合間や都合のよい時に届けてくれます。“I have 
brought my son's/daughter's homework he/she left at home. Could you send 
it to him/her, please?  His/her name is ____ and he/she is in Mrs. ____'s 

homeroom. Thank you very much.”  また、お子さんをピックアップする

場合には、“Excuse me, I need to pick up my son/daughter for doctor's 
appointment. Could you call him/her?” あるいは、“I am here to pick up 
my son/daughter for doctor's appointment. Could you call him/her?” と
言う表現でも良いと思います。 

 担任の先生が顔色を変えて、あなたにきつい口調で言った理由は二

つ考えられます。まず、学校が重要視している安全確保のためのルール

を守っていなかったこと。そして、もう一つは授業を妨害されたことです。

先生達は、生徒達がより良く学習できるように授業の為の入念な準備を

します。指導案をたて、時間内にある学習成果が出る事を目標にしてい

ます。授業の成果は生徒をいかに集中させるかということに懸かってき

ます。授業中に教室のドアをノックされ、誰かのお母さんの顔が見えると、

それだけで子供達の関心は授業以外のことに分散され、それを又、もと

の集中力の状態まで戻すのに更に時間がかかることになります。先生

にしたら、「折角、あそこまでいっていたのに・・・。」という気持ちになって

しまったのかもしれません。それならそうと、外国人である保護者にもっと

懇切丁寧に教えて欲しいと思われるかもしれません。しかし、一般的な

アメリカ人からすると、日本人が何を知っていて、何を知らないのかが理

解できないものです。そこは、やはり「情報を知る必要のある人」が先

に、"Could you tell me what I should do when I need to 
deliver something to my child during class hours?” と、分

らない事や不確かな事は勇気を出して聞くしかありませ

ん。大抵のアメリカ人は、聞かれた事に対しては親切に

答えてくれるはずです。ちょっとした誤解から、また同じ様

な不愉快な思いをしないためにも、もう一度学校の規則

を確認することをお勧めします。 

西元 洋子 

現地校についての現地校についての現地校についての   

 8月23日（火）、在ヒューストン日本国総領事館、グレーター

ヒューストン日本人会（以下JAGH）及び日米協会の共催で、

ヒューストン在住日本人ピアニストの戸田光彦氏とオペラ歌手の

Rebecca and Meaghan Heath姉妹の共演による“日本の歌曲を楽

しむ会”が総領事公邸で開催された。昨年のクリスマスコンサート

で好評を博した三者の共演が再び実現し、今回は米国人の

Heath姉妹に日本語でその美声をご披露いただいた。 
 東日本大震災以降、JAGHでは様々なチャリティ活動を行って

きた中で、戸田氏と Heath姉妹にもご協力頂き、日本の懐かしい

歌・元気が出る歌をチャリティー用CDとして収録した。その際、収

録に立ち会った者が思わず涙ぐむほど素晴らしい歌声であった

ため、より多くの方々とこの感動を分かち合いたいとの思いから、

本会が実現した。 
 コンサートでは、戸田氏の丁寧な解説と共に披露された日本歌

曲が、Heath姉妹の歌声を得て聴衆の胸にそれぞれの思い出や

郷愁をかき立てた。（1.夏の思い出、2.椰子の実、3.浜辺の歌、4.
ひぐらし、5.花の街、6.悲しくなった時は、7.カラタチの花、8.この

道 、9.赤とんぼ） 
また姉妹から ミュージカル「Side Show」より“Who will love me 

as I am”、映画 「Quest for Camelot」より“The Prayer”の2曲が 東

日本大震災被災者への思いを込めて贈られ、感動と共に鎮魂と

復興への思いを新たにしてくれたといえよう。 
プログラムが終了し少年少女から花束が贈呈された後には、こ

の日のために用意されたアンコール曲“川の流れのように”の

デュエットで、コンサートは感動と大きな拍手と共に締めくくられ

た。 
参加者からは“懐かしい日本の歌がヒューストンで聴けたので

嬉しかった”、 “アメリカ人の歌手から美しい日本の歌を聴いて感

動した”などの 数多くのコメントを頂戴しており、美人姉妹の素晴

らしい歌声と戸田氏の優雅なピアノで彩られた真夏の一夜を楽し

んで頂けたようだ。 
コンサートの後は、戸田氏、Heath姉妹を囲んでの懇親会が行

われた。途中、今月誕生日を迎える会員に対して、Heath姉妹が

“Happy Birthday”を即興で歌ってくれるという嬉しい一幕もあり、

懇親会も盛況のうちに幕を閉じた。   （西本和正） 
 

＜１０月の予定＞ 

  22日（土）：日本庭園清掃ボランティア活動 

        9：00～Noon 於Hermann Park 日本庭園 

  26日（水）：常任委員会・総会・懇親会 

                       17：00～ 於Four Seasons Hotel  

 

＜１１月の予定＞ 

 11日（金）：テキサス州六者交流会 懇親会  

        16：00～ 於McAllen 

 12日（土）：同交流会 ゴルフ大会 

 13日（日）：日本庭園清掃ボランティア活動 

        9：00～Noon 於Hermann Park 日本庭園 

 16日（水）：理事委員会  11：30～ 於住友商事社 

 18日（金）：ガルフ編集委員会 12：00～ 於JOGMEC 

 24日～28日：事務局・図書館 感謝祭休暇閉所期間 

 

＜詳しくは商工会ホームページ  

http://www.jbahouston.org で＞ 

１０．事務局関連事項（ライブロック祐子事務局長） 

 ●会員消息 

  正会員新規入会申請2 社、正個人会員入会6 社（8 名）、正 

  個人会員退会1社（1名）の連絡（詳細は下記「会員消息」欄 

  参照） 

★ようこそ ～ 新規入会です 

●正団体会員入会 

 ＊Tenryu America Inc.  

   申請者：水野次郎（正個人会員／常任委員） 

   登録部会： 鉄鋼部会 

   連絡先：（詳細は事務局へお問い合わせください） 

 ＊Wells Fargo Bank 
   申請者： クロウ グレッグ（正個人会員／常任委員） 

   登録部会： 運輸・貿易・金融・サービス部会 

   連絡先：（詳細は事務局へお問い合わせください） 

●正個人会員入会 

＊Dianal America, Inc.     飯田雄人（由起子） 

＊Kuraray America, Inc.   安田佳昭（英里） 

＊Marubeni America Corp.    真野圭一郎・笠井洋 

＊Mitsui E&P USA LLC    江藤崇 

◆さようなら  ～  残念ながら退会です 

●正個人会員退会 

  ＊Kuraray America, Inc.   宮木良樹 

  

会員消息会員消息  ＜＜敬称略・敬称略・( ) ( ) 内配偶者名内配偶者名＞＞  

→ 議事録 2ページからの続き 



Gulf    Stream 9 Gulf    Stream 4 

婦人部だより 
●今後の開催予定 
「絵本読み聞かせの会」     

 10月8日（土）、11月5日（土）、12月10日（土）  

  いずれも、10：00～ 3歳以上／10：30～ 3歳未満 

「あそぼーかい」～小さいお子様向け～ 

  10月21日（金）10:30～ 

  10月29日（土）9:30～ 

  11月19日（土）9:30～  

※変更がある場合もございます。 

三水会センターポスターやヒューストンなびでご確認下

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

わせは下記アドレスまでご連絡下さい。お待ちしています！！ 

  あそぼーかい mama_asobokai@yahoo.co.jp      

  読み聞かせの会 houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

 今年も「七五三写真撮影会」を開催いたします。かわいいお子

様の着物姿を写真に残しませんか？ 7歳と3歳前後の女の子

と、5歳前後の男の子が対象です。 

  日時 ： 11月12日（土）・11月19日（土）  予約制 

  場所 ： 三水会センター         

  参加費： 10ドル（着付けのみ）・15ドル（髪のセットと着付け） 

  予約方法：  Eメールにてお申し込みください。 

                （申し込み&お問い合わせ先 showingjapan@live.jp） 

  詳細は、Showing Japan ホームページをご覧ください。 
               http://showingjapan.wordpress.com/ 

Showing Japan 
ボランティアグループ Showing Japanから  

「七五三写真撮影会七五三写真撮影会七五三写真撮影会」のお知らせ 

夏休みも終わり、現地の学校もスター

トして気分一新の9月10日土曜日、ひさ

しぶりに「絵本読み聞かせの会」が開催

されました。夏休みの間に、日焼けして

一回り大きくなった懐かしい顔のお友

達、初めて参加してくれたお友達、たく

さんのお友達と一緒に絵本を楽しみま

した！海の生き物たちと、涼しい気分を

味わった「スイミー」や、昔話「ふくろうの

そめものや」では、お父さん、お母さん

も子どものころを思い出していた様子。

まだまだ長いお話を聞くのは難しい1歳

や2歳のお友達も、大人気の「だるまさ

んが」や、一度読んだら忘れられない

「トマトさん」の楽しい絵本に思わず夢

中になりました。 

10月に入り、いよいよ「読書の秋」で

すね。また次回も楽しい絵本を準備し

ていますので、是非ピーカンルームに

遊びにきてください。お待ちしていま

す！ 

活動報告活動報告活動報告   

 9月10日（土曜）に三水会センター東側ホールに

て今年度2回目の古本市を開催いたしました。朝9
時より午後3時まで開催中沢山の方々にお越しい

ただき、特にオープン直後には人気のある本から

どんどん売れていき、袋では詰めきれずダンボー

ル箱で何箱もお買い上げいただき、運びきれず

台車をお貸しする方が何人もいらっしゃいました。

ペーパーレス時代になってきた昨今に本はまだま

だ根強い人気があることを再確認させて頂きまし

た。  
 しかしこれも古本市が皆様に知れ渡って来たと

同時に年2回の市を楽しみに待っていらっしゃる

方が増えてきたことと 婦人部一同大変喜んでお

ります。  
 今回の収益金は売上金＄863.50、 寄付金

＄214.30 合計＄1,077.80 と前回を上回る事が出

来、皆様のご理解とご協力に改めまして御礼を申

し上げます。収益金は全て新規図書購入費とし

て三水会センターに寄付させていただきました。  
 商工会婦人部は来年度も古本市を開催する予

定です。ご不要な本や雑誌がございましたら廃棄

なさらず本のご寄付は随時三水会センター図書

館カウンターで受け付けておりますのでご面倒で

すがお持ちいただけますとまた図書館や古本市

で誰かに読んでいただけることになると思いま

す。（なお傷みが激しいもの、名前等個人情報が

記されている物は除外していただきますようお願

い致します。） 
 また来年度の古本市に向けて 婦人部一同頑

張って行きますのでご協力のほど宜しくお願いい

たします。ありがとうございました。 

   三水会センターの図書館では、ピーカン

キッズおすすめの本の背表紙に黄色いシール

を貼っています。また、2009年に伊藤忠記念財

団から絵本の会の活動に対して寄贈された100
冊あまりの本には、黄色いシールの上に「イ」の

マークをつけています。どれも良書ぞろいです

ので、「どの本を借りようかしら」と迷ったときに

は、是非参考にしてください！ 

誰しも忘れえぬ一枚の絵や写真があると思う。私の場合は、ナショナ

ル・ジオグラフィック社のアメリカ国立公園ガイドブックの裏表紙に印刷さ

れた、Joshua Tree National Park（ジョシュア・ツリー国立公園）の写真が

それである。ピンク、ワインレッドから紫へと神秘的なグラデーションを見

せる空を背景に、くっきりと浮かび上がったユニークな形状の黒い木々

たち。いつかはこの写真の風景の中に入ってみたいという10年越しの想

いを、2010年にようやく達成することができた。 
ジョシュア・ツリー国立公園は、ロサンジェルスの東約150マイル、比較

的アクセスしやすい場所にある。L.A.からI-10に乗って東へ2時間ほど車

を走らせていくと、いくつもの風力発電の風車が見えてくる。高級リゾート

地パーム・スプリングを過ぎてさらに東に行くと、広漠とした不毛の大地と

カリフォルニア州独特の茶色のはげ山が、少しずつ表情を変えながらど

こまでも続き、まるで違う惑星に来たかのような気分になる。 
公園は東西に長く、入口は北と南の2箇所。南側から入り、まずは

Cottonwood Springという砂漠のオアシスに足を向ける。さっそく私たちを

出迎えてくれたのが、California Fan Treeという巨大なヤシの木の周辺

で、ジーという羽音をたてながら飛び交うHummingbird（ハチドリ）たち。

小ぶりで愛らしい姿を写真に撮ろうとするが、片時もじっとしていないの

でなかなかシャッターチャンスが得られない。この公園には200種類以上

の鳥が生息しているらしく、ハチドリ以外にもRoadrunner（ミチバシリ）、

Cactus Wren（サボテンミソサザイ）など、この地ならではの鳥に出会うこと

が出来る。 
ジョシュア・ツリー国立公園の最大の特徴は、園内に二つの砂漠があ

ること。東側は標高3,000フィート（約1500メートル）以下のコロラド砂漠、

西側は3,000フィート以上のモアベ砂漠である。高度が違う二つの砂漠

では、景色も植生も異なる。低地のコロラド砂漠には背が低いサボテン

が多く、中でもCholla（チョイヤ） Cactus Gardenはお薦め。アリゾナにある

ような巨大なサワロサボテンや日本で見かける鉢植えのサボテンとは全

く違う、チョイヤという珍しいサボテンの群生を見ることができる。高地の

モアベ砂漠はコロラド砂漠より涼しく湿度は高めで、この公園の名前にも

なっている（U2のアルバムのタイトルでもある）ジョシュア・ツリーが自生し

ている。19世紀半ば西をめざして困難な旅をしていたモルモン教徒がこ

の地を通ったとき、この巨大な木が西に手招きしているように見えたこと

から、聖書のJoshua（ヨシュア）にちなんで名前をつけたそうだ。どこか松

のような、またはサボテンが枝にくっついているような不思議な形状だ

が、見ていると心和む、印象的な木である。 
Jumbo Rockというエリアには、巨大な岩がごろごろところがっている。

骸骨の形の奇岩、今にもころがり落ちそうな丸く大きな岩、真っ二つに

割れた巨岩、それに何層にも折り重なった岩山、岩にこれだけ表情が

あるとは驚きである。そういえば、ここはロック・クライマーの憧れの地で

もあるらしい。公園内にはオフロードもあり、荒野で砂埃を舞い上げなが

ら車を走らせるのもいい。高度5,000フィートのKey Viewは見晴らしが素

晴らしく、周囲の山々や断層を望むことができる。 
昼間のうちに大地の景観や動植物の姿を楽しんだ後も、帰ってしまう

のは勿体ない。夕暮れ時には、あの忘れえぬ一枚の写真の風景のよう

な、日が沈み空の色が刻々と変わっていく様をゆっくりと眺めよう。夜に

なると、都会では見られないほどの多くの星を見ることができる。早朝に

訪れて、夜が明けていく静かな時間を感じるのもいい。国立公園のパス

は一週間有効で、長く滞在すればするほど、多くの自然の神秘に出会

うことができるはずだ。 
アメリカの一番の宝は、ジョシュア・ツリー国立公園にあるような剥き

出しのまま残る大自然であると私は思う。ときに過酷な自然を保護しな

がらも、手を加えすぎることなく、私たちの大自然に対する興味と畏怖

の念を駆り立てるアメリカの国立公園は、この国の最大の発明品かもし

れない。 

Joshua Tree National Park Joshua Tree National Park Joshua Tree National Park    
石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 

   表情豊かな二つの砂漠表情豊かな二つの砂漠表情豊かな二つの砂漠   ジョシュア・ツリー国立公園ジョシュア・ツリー国立公園ジョシュア・ツリー国立公園   

 

California Fan Tree 

Skelton Rock Joshua Tree 

(http://spaceflight.nasa.gov/realdata/sightings/
cities/view.cgi?country=United_States&region 
=Texas&city=Johnson_Space_Center) 
 また、今後の彼のISSでの活動は、JAXAホー

ムページ（http://www.jaxa.jp/） 及び古川のツ

イッター（http://twitter.com/#!/Astro_Satoshi）で

追尾してほしい。 
 古川の帰還半年後には、星出彰彦飛行士が

ISSに滞在する。更に2013年には若田光一飛

行士がISSのコマンダーとなる。「星の出ずる飛

行士」「光輝くコマンダー」・・・名は体を表すと

はこのことだ。 
 最後に、このような記事を書く機会を与えてく

れたガルフストリーム編集局の皆さまに感謝す

るとともに、私の稚拙な文章にお付き合いいた

だいた読者の皆様にお礼を申し上げたい。    

      （非行妻改め飛行妻  古川 恵子） 

8月号1面掲載の「ひ行妻」の本文内容に一部誤り

がありました。読者の皆様にお詫びすると同時に

下記のとおり訂正いたします。 

中コラム、25-26行目 古川宇宙飛行士がロシアで

サインをする場面 

 （誤）「サインは英語とロシア語。」 

 （正）「サインは日本語とロシア語。」 

＜訂正とお詫び＞ 
飛行妻 
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 去る9月11日（日）、スペースセンターヒューストン

にて第6回宇宙セミナーが行われました。 

 67名のみなさんにご参加いただいた今回の宇宙

セミナー。「ここがスゴイぞ！日本の宇宙技術力」と

いうテーマで行われました。 

 午前中は、ジョンソン宇宙センター（JSC）施設見

学ツアーとして、JAXA三宅所長の案内により、国

際宇宙ステーション（ISS）管制室、宇宙飛行士訓

練施設、ロケットパークなどを見学。 

 ISSの管制室では、8時間の3交代制で24時間

365日ISSの管制を行っていること、そして、日本の

筑波にも同じような管制室があり、宇宙飛行士並

みの厳しい訓練を受けた管制官が、ヒューストン同

様24時間体制で、日本実験棟「きぼう」の管制を

行っているとの説明がありました。また、現在ISSに

長期滞在している古川宇宙飛行士の健康管理を

担当している三木医師もISSの管制室に登場。ISS
に長期滞在している宇宙飛行士の健康管理方法

等について説明がありました。三木医師は、ヒュー

ストンのISS管制室に勤務し、毎日古川宇宙飛行

士の健康状態の確認を行っているとのことです。 

  講演の冒頭に渡部隆彦総領事代理が、「今

年7月にNASAのスペースシャトルが引退した

が、日本もアメリカも今後は世界の各国と協力

しながら宇宙開発に挑戦していく新しい“宇宙

時代“が始まった。若田さんは、2013年に日本

人で初めての国際宇宙ステーション（ISS）の船

長になる予定で、今日の講演で少しでも多くの

人が宇宙に興味を持ってくれるようになれば良

いと思う」との挨拶を行いました。 

  講演はまず、パワーポイントによるISSの説明

から始まりました。「きぼう」の設備や技術的な

話など、子供にはやや難しい内容もありました

が、皆熱心に聞き入っていました。若田宇宙飛

行士の前回の宇宙滞在の様子がビデオで流さ

れ、体力づくりや食事の様子、宇宙での様々な

 8月27日、「若田光一宇宙飛行士と国際宇宙

ステーションについて学ぼう」と題した講演会

が、ヒューストン子供博物館において行われま

した。総領事館が企画し、子供博物館と宇宙

航空研究開発機構（JAXA）と共催したもので

す。 

  日本人宇宙飛行士によるアメリカ人の子供向

けの講演はあまり例をみないようで、学校が始

まった最初の週の週末にもかかわらず、開演

時間間近になると会場ホール入り口には親子

連れの長い列ができました。 

  講演10分前、若田宇宙飛行士がNASAの青

いユニフォームを着てホール入り口に立ち、列

を作っていた親子と言葉を交わし、一緒に写真

を撮ったりしました。 

実験の説明に会場からはたびたび笑いや感嘆の

声が上がりました。 

  講演終了後の質疑応答では、子供も大人も

次々と手を挙げて、宇宙でのタイムゾーンはどこ

のを使うの？無重力で火をつけるとどうなるの？

ソーラーパネルはどんな大きさ？どうやったら宇

宙飛行士になれるの？など、次々と面白い質問

が飛び出し、若田宇宙飛行士には、ひとつひと

つの質問にたいへん丁寧に答えて頂きました。 

  講演終了後には、宇宙食のアイスクリーム（フ

リーズドライ）を配布し、来場者に宇宙飛行士気

分を少し味わっていただけたと思います。 

  また、講演終了後も、多くの来場者が会場に残

り、時間内にできなかった質問をし、また、一緒に

記念写真を撮影するなど、来場していただいた

皆様には喜んでいただけたようです。 

  なお、今回の講演会の模様は、NHKと 地元の

テレビ局が取材しました。当地では、39Newsで 

放映されました。また、NHKでは、この秋に放映

予定の若田宇宙飛行士の特集番組のなかでご

紹介する予定です。  

Gulf    Stream 8 

 午後は、水野所長代理により、

「日本の無人宇宙船HTV～どん

な技術を持っているのか」と題し

た講演が行われました。 

 「こうのとり」という愛称で親しま

れている日本の補給船HTVですが、100社以上の

日本企業の技術を結集して開発していること、これ

まで2回のミッションを成功させ、他国の補給船より

もより大きくて重い荷物が運べることなどの説明が

ありました。現在は物資の回収機能を持たせるた

めの開発が行われており、今後は有人宇宙船の

開発に発展させることが期待されています。 

 会場のみなさんからは、HTVのドッキング方法、

大気圏への再突入方法、HTVを打ち上げるH-IIB
ロケットの形状など、たくさんのご質問をいただきま

した。 

 講演の後は、みなさんに宇宙食や宇宙船内被服

を見学いただき、実際に宇宙で食されている「宇

宙羊羹」を試食いただきました。 

 

 今年度の宇宙セミナーは第6回で最終回となり、

これまでのべ472名のみなさんにご参加いただきま

した。来年度も引き続き宇宙セミナーを開催する方

向で準備しておりますので、また、たくさんのみな

さんのお越しをお待ちしております！ 

第６回 

～ここがスゴイぞ！日本の宇宙技術力～～ここがスゴイぞ！日本の宇宙技術力～  

ISS管制室見学の様子  

講演の様子  

ロケットパーク見学の様子  

ホール入り口で来場者と記念撮影する若田宇宙飛行士  ビデオを使った講演の様子  来場者の質問に答える若田宇宙飛行士  

時は、「もはやこれまで」、落武者の気分であっ

た。うぐいす色の訪問着に身を包み、会場のロ

ビーに足を踏み入れると、招待客の方々から記

念撮影のリクエストが殺到。着物の威を借るキツ

ネと化け、拙いロシア語でもなんとか会話を成立

させることに成功した。 
 そして、日付が10日になろうとする深夜、管制

センターへと向かう。いよいよドッキングである。

管制センターのモニターに、古川らクルーが見

ているものと同じ画面が映し出されている。速

度、ISSまでの距離、あれよあれよという間にISS
へドッキングしてしまった。 
 え？飛行妻昇格？クルーの声

も聞こえず、あっけない瞬間だっ

た。し か も、ハ ッ チ を 開 け て ク

ルーがISSへ入るにはあと数時間

必要とのこと。なんだか給料据え

置きの昇格のようで、とりあえずク

ルーがISSへ入ったのを見届け

てから飛行妻を名乗ることに決め

た。ドッキングしてからハッチを開

けるまで時間がかかるのには理

由がある。リークチェックといっ

て、ソユーズのハッチとISSのハッ

チの間にある部分に空気漏れが

ないかどうかを調べるからだ。 
 数時間後、3人は無事ISSの住人として迎えら

れた。続いて行われた記者会見では、私たち家

族にも話す機会が与えられた。「子どもまで回ら

ないといけないので、言いたいことを簡潔にお

願いします」との注意事項。私は早口で「やっと

バッターボックスに立った気分だと思います。

ホームランは必要ないので、チームワークで一

塁一塁進んでホームに戻ってきてください。」と

一気に話した。古川のコメントには好きな野球に

ちなんだものが多い。野口聡一飛行士のバック

 本物の飛行妻になるため、あと2日待たなけれ

ばならない私は、打ち上げ見学後ホテルに戻

る。古川から預かった酒 「筑波」で乾杯し、軽い

睡眠ののち空路モスクワへ向かう。ホテルへ着く

と、行きの飛行機で行方不明となったスーツ

ケースが私を待っていた。いびつな姿に変わり

果てていたが、中身は大丈夫。ほっと一息。 
 アメリカでは、ロケットが周回軌道にのった時

点で打ち上げの成功と考えるが、ロシアではソ

ユーズが宇宙ステーションにドッキングしたこと

を受けて、打ち上げの成功とみなす。 
 よって、私の飛行妻への昇格もドッキングの成

功が鍵となるのだ。不思議なことに東京－名古

屋間を移動するのに、宇宙船では2日かかる。こ

れは、安全確実にドッキングするための手順が

ゆえである。また、あのゴリラのようなソコール宇

宙服をその間ずっと着ているわけではなく、宇

宙空間へ到達し安全を確認後脱衣し、ドッキン

グ前に再び着衣する。 
 6月9日、今日はJAXA主催

に よ る 打 ち 上 げ 成 功 を 祝 う

パーティである。各関係機関の

協力者、星の街のインストラク

ターなどを招待し、感謝の気持

ちを伝える。そして、ここでやっ

と私の本領発揮(?)、着物であ

る。 
 悲しいかな、西洋のドレスで

は、豊満なロシア人やアメリカ

人に戦いを挑む前から勝負が

見えている私は、このような場

では必ず着物の力を借りること

にしている。一時迷子になった

スーツケースにはこの秘密兵

器が入っていたため、コンベ

アーベルトで流れてこなかった

古川 恵子 

ヒューストン vs ダラス 親善ソフトボール大会 

一杯。 

そして迎えた試合当日、小

雨交じりの強風吹き荒れる中、

まさかの“大とり”（というか最後

の余興？）となったママさん対

決。過去3度の試合でママレン

ジャーズの若さとパワーは周

知していたはずだったが、4番

バッターの特大3ランホームラ

ンには動揺を隠せなかった。こ

ちらも負けじと連続ヒットでチャ

ンスをつなぎ、お返しの3ランホームランで食い下がったものの結果は4対6。届きそうでなか

なか届かない１勝。来年こそは勝利の神様が私達に微笑んでくれますように。 

最後になりましたが、体より口が先に動く私達に根気よくご指導下さった岡崎監督代理、

当日3連投にもかかわらず一球一球丁寧に打ちやすい球を投げてくださった久和野コー

チ、練習相手になってくれた小学生チームの皆様に心より感謝致します。  （中邑美香） 

アップに決まった時は、「ベンチ入りした気

分」。自身の搭乗が決まった時は「スタメンに

なった気持ち」。いわば2人の暗黙の了解だっ

た。画面に映った古川の顔は、地上で見慣れ

たものとは違い、ちょっとむくんで見えた。まさ

にムーンフェイスである。 
 この後1週間、彼は宇宙酔いに悩まされるこ

ととなる。 
 あっけなく飛行妻となった私の第一日目の

仕事は、ロシア主催のドッキングパーティに参

加することである。今回はピンク色の秘密兵器

に、さらにマトリョーシュカの帯をするという完

全武装。多くの関係者からたくさんの花束を頂

き、突然、これまでの12年間の思い出が浮か

んでは消えた。打ち上げを見てもこみあげな

かった熱い想いに全身が満たされ、感謝の気

持ちでいっぱいになった。 
 そして9月16日、古川はISS滞在100日目を

迎える。 
 宇宙にいる彼と連絡を取る方法は3通りあ

る。①IP電話。②メール。③ビデオ会議。 

 残念ながら①はISSからの一

方通行である。かつ、以前から

古川は出張に行くと電話をして

こない。よって、我が家の通信

手段は②と③が中心だ。メール

は事前に登録してある者だけが

やり取りできる。ISS側のアクセス

時間が限られているためタイム

リーとはいかないが、大変重宝

している。③は週一回、ビデオ

会議システムを使い、スクリーン

を通して古川と会話することが

できる。お互い顔を見て話せる

貴重な時間ではあるが、徐々に

話題も尽きてきてしまうのが結婚20周年夫婦

の悲しいところである。無重量の空間で顔のし

わもなくなり、勝手に10歳は若返っている古川

を見ていると、宇宙に夢を馳せたであろう少年

時代の古川が浮き上がってくる。地上では年

齢と共にしわの谷に隠れていた少年の心が、

しわの消失とともに解き放たれたようだ。 
 古川らがいるISSはここヒューストンからも見る

ことができる。 

（→９ページヘ続く） 

「夫が宇宙に行く。距離にして東京ー名古屋間。新幹線に乗ればあっという間の距離が、宇
宙船で行くためには１２年かかった.....」（5月号「ひこう妻」） 
「.....これで晴れて飛行妻...と思いきや、ロシアは甘くなかった。本当の飛行妻となるにはあと
２日必要だったのだ」（８月号「ひ行妻」） 

写真：古川恵子 

出典：NASA 

初回から堅い守備と俊足を生かした攻撃で2-0とリード。

3回以降、低学年をベンチに下げたベストメンバーのダラ

スに逆転を許し、好守備にも阻まれ2-6となる。しかし、5
回、6回は、一尾コーチの声援の下、ヒューストンチームの

持ち味である、学年に関係ない粘り強い連打と好走塁で

ついに8-6と再逆転を果たす。最終回にダラス高学年の連

打と守備の乱れで4点を奪われ、8-10で惜しくも負けたが、

選手皆が全力を出し、応援し合った、素晴らしい試合で

あった。保護者の皆様、応援ありがとうございました。（奥

原） 

 ■ アストロマムズ観戦記 
目下3連敗中、しかも大黒柱の小宮キャプテンが帰国し

不安いっぱいの私達の前に救世主のごとく現れたのは中

村新キャプテン。これまでの雪辱を果たすべく「いざ出

陣！」と練習を始めたものの、温度計の105度という数字を

見ただけで頭がふらふらしグランドに立っているだけで精



天候が心配された今年のダラス補習校との親善ソフトボール大会、無事に

終了することができました。この場をお借りして、ご父兄ボランティア、そして、

毎年多大なるサポートを頂いている商工会、補習校関係者の方々にお礼申

し上げます。              （2011年度運営委員 岡崎、寺田、三宅） 
  

■ 男子Aチーム（総領事杯）観戦記 

 今年も猛暑の中で練習をやり遂げたAチームは、意気揚々と試合に臨ん

だ。ダラスチームの1番2番打者の強烈な打球をセカンド荻島が2連続で横っ

飛びのファインプレーで単打に押さえ、敵味方の応援が大きくどよめいた。だ

が、さすがダラス強力打線。徐々に押され気味となり初回に7点を失う。その

裏、岩崎、一尾、荻島、ゲッチュの連続ヒットで1点を返し、更に岡崎の鋭い打

球で1点を追加。2回裏の攻撃で奥原、矢ヶ崎、古川は3連続フォアーボール

を選び、無死満塁となるが、小灘はファールでアウト。その後、犠牲フライとセ

ンター前ヒットで2点を返したもののスコアは4対10となっていた。 

 雰囲気を変えたのは3回表。ピッチャー奥原の好投とダブルプレーで攻撃

を無得点で防ぐ。ヒューストン側は一気に盛り上がる。5回に1点取られたもの

の、力の差は殆ど同じ。 気力の勝負となってきた。6回裏に渡辺がセンター

オーバーの3塁打。後続は続かなかったものの、ベンチに気迫が戻る。そして

迎えた 終回。ダラスの攻撃を0点に押さえ、 後の攻めに全てを託す。矢ヶ

崎がフォアボールで出塁し、古川のライト前ヒット。その後、代打赤松が三塁

打を放ち6対11。更に打順は1番に戻る。ベンチ、応援席共に声が大きくな

り、いつの間にか雨も止んでいた。一尾のセンター前ヒット、荻島のピッチャー

強襲。ゲッチュのショートライナーと飛び出した一尾が相手チームの焦りを呼

び、セカンドが送球を後逸してしまう。走者は2塁、3塁。アウトカウントは2つ。

球場全体が大きくどよめく中、緊張した面持の森田が一振りした打球はセン

ターの横をきれいに抜ける三塁打を放つ。二人のランナーが生還し9対11と

追いついてきた。 しかし、追撃もここまで、岡崎がレフトフライに倒れゲーム

セット。 

 終わってみれば、互角の勝負。ここまで導いてくれた監督、コーチ、運営委

員、ご父兄の皆様には、多大なご支援、ご協力をいただきありがとうございま

した。                                       （小灘） 
  

■ 男子Bチーム（校長杯）観戦記 
 練習では高校生を凌ぐ場面もあったBチーム。昨年度に続いての快勝（昨

年は22対3）に向けて発進だ！しかし、朝一番の試合特有の空気の中、1回

表、小倉は相手打線を打ち取るもポテンヒット、ボテボテ内野安打など不運な

あたりが続き、あっという間に無死満塁のピンチ。結局この回は若干守備の乱

れもあり、3点を献上してしまう。更に硬軟織り交ぜの自慢の打線も、当たりが

正面をつくなどうまく繋がらない。3回表を終わって0対3。何かが違う。ベンチ

も応援席も歯痒さを感じる中、3回裏、この回トップバッターの出崎が応援席

の大声援を受けて四球で出塁。これを後続が堅実に繋ぎまずは同点。5回裏

は赤松（和）・外崎・副田のクリーンアップの3連続ヒットなどで計4点をあげ7
対3。そして圧巻は6回裏。キャプテン三宅、畑中兄弟、鈴鹿らが埋めた塁を

3番赤松（和）が、やったぞ「グランドスラムだ！」。左中間を真っ二つに割

り、フェンスにワンバウンドで到達した。これがダメ押しとなりこの回計7点。終

わってみれば14対3の昨年に続いての大勝であった。そして読者お気づき

のように、初回を除いてダラスに一点たりとも許さなかった攻守は特筆に値

する。小倉・奥原のバッテリーは時折四球を出しながらも要所を押さえる安

定した内容。外野は当たりこそあまり飛ばなかったものの、畑中（義）、赤松

（勇）、三宅、出崎と堅守を見せた。更に赤松（和）、鈴鹿、副田、外崎で固

めた内野守備は鉄壁。ソフトでは難しいダブルプレーを何と3つも量産した

のであった。アンタッチャブルなBチームと監督・コーチ陣にハッツオフ(脱

帽)！！                                     （外崎） 
  

■ 男子Cチーム（ヨッシャー杯）観戦記 
昨年は延長8回を戦い4対4で引分け、一昨年手放したヨッシャー杯を

ヒューストンに持ち帰れなかった。その悔しさをバネに、打力と走力を鍛えて

今年もダラスチームに挑んだ。1回表に先制を許したがRV小倉の攻守もあ

り 少の1点に抑え、その裏一気に逆転した。1番寺田がセンター前ヒットで

出塁、次のショートゴロで1塁ランナーが入れ替わった。3番金山の左中間

二塁打で一塁から久和野が俊足を飛ばして同点。ベンチと応援スタンドの

歓声に選手の固さもほぐれて試合の流れを掴んだ気がした。4番大原は確

実にレフト前に運んで1アウトながらランナー一・三塁に好機を広げた。続く

森岡のショートゴロで三塁ランナーが生還し逆転。今年のチームはよく走

Gulf    Stream 7 Gulf    Stream 6 

る。これで2アウト一塁になったが後続が繋げた。

DH岡崎の左中間二塁打で森岡が生還し3点目、7
番小倉のセンター前ヒットで4点目を取った。守備

ではピッチャー中邑が大きな声で仲間を元気づ

け、竹山・原は丁寧なプレーで頼もしい。2B鈴

鹿－RV小倉－SS寺田の連携は堅く相手に追加

点を許さない。5回裏ヒューストンの攻撃は、先頭

竹山のヒットを足掛かりに代打中村の投入で追加

点を狙ったが惜しくも無得点。そして6回裏、代打

織田のタイムリーで待望の追加点を手にした。

終回はダラスチームの攻撃を全員で守って2点に

抑え、5対3でヨッシャー杯を手にした。まさにチー

ム一丸の勝利！             （織田英伸） 
  

■ 女子Aチーム（総領事婦人杯）観戦記 
 今年のAチームの目標は、絶対に5連覇する、必ず達成出来ると信じて練

習から本番まで突き進んできました。試合前のチャーリー監督からの言葉

は、自身を信じて自分の力を出し切る、これのみでした。昨年のAチームを

経験しているキャプテン杏樹、星良、みづほ、優理、輝璃に、今年は更にパ

ワーアップﾟした花、咲、伽蓮、萌南に加えて中1の園子がスタメン、Bチーム

の勝利を直前に見届けてからのプレーボール。1回表は緊張気味の守備も

有りましたが、0点で切り抜け、1回裏には優理が投前ゴロ内野安打で出塁、

その後、花のレフト前ヒットで1点先制、この1回表裏の攻防がその後の緊迫

した展開を予想させることになります。2回裏は伽蓮のセカンド強襲ヒットが出

るものの、無得点。3回裏は萌南が四球、優理も四球を選び走者が2人出ま

したが、その後凡退してまたもや無得点、接戦を予感させるムードﾞも漂って

きました。しかし、4回裏は輝璃がショートエラーで出塁、園子がレフトへヒッ

ト、輝璃は走者でアウトとなるが、伽蓮は右足肉離れを感じさせないプレーで

四球を選び、杏樹のレフト前ヒットで待望の追加点、2-0と先行。5回裏はみず

ほがショートへの内野安打を全力疾走で演出、次に輝璃が左中間を抜ける3
塁打、次の園子のセンター前ヒットと合わせて合計2点を追加して、4点目。

終回の7回表はヒット1本を許しましたが、エースの杏樹がきっちりと押さえ

てゲームセット。終わってみれば4-0の完封となりました。終始緊迫したゲー

ムでしたが、ミスの少ない堅い守りとチャンスには積極的な走塁とシュアーな

打撃で1点を取る野球通にはたまらないゲームとなりました。残念ながら一度

も出塁出来なかった星良、咲も堅実な守備とノーヒットの悔しさは心にしまっ

て、笑顔でチームに貢献してくれた全員の勝利となりました。    （藤田耕司） 

 ■ 女子Bチーム（校長杯）観戦記 
 4回表に5点を許し3点差となった直後の攻撃、真耶、芽依の適時打で2点

を奪い、走者2人を置いて打席は2回に右前打の果穂。ここで”Time Up”が

告げられ、10-5で5年振りの勝利が決まった。先発11名中7名が中一とひと際

若い編成となったが、結果は15安打で毎回得点、計5奪三振の投手継投と

堅守で3回まで得点を許さず、終始試合を主導した。攻撃では好走塁が目

立った。初回は先頭園子が三塁打、続くキャプテン萌南のゴロで本塁に突

入し先制点を挙げ、2回は芽依、日奈笑が好機を作ると果穂、日菜子のヒット

で二塁から一気に本塁に駆け込み2点を追加した。3回は上位打線の5連打

で5点を加えた。大会直前もベース走塁とティー打撃で何度も攻撃の基本を

確認したが、その成果が本番で一斉に花開いた。3投手の投球も見事だっ

た。先発輝璃はさすがの安定感で2回を零封、続く萌々花は先頭に四球を

与えるも、絶妙な高低の配球で1-3番バッターを連続三振に切って取った。

終回は走者2人のピンチで日菜子が登板、不運な内野安打もあり得点さ

れたが、冷静な投球で 後は三振で切り抜けた。野手の好プレーの中で

は、レフト若奈がライン寄りの強烈な安打を難無く捕球し、二塁への好返球

で単打に止めた場面が印象的だった。 後に、各自2安打の咲、輝璃が

チームを精神面でも支え、酷暑の中で厳しくも優しい鬼監督&コーチと取り

組んだ練習成果を引き出したことを付け加えたい｡おめでとう！  

                                                                                    （前田光治） 

■ 女子Cチーム（Girls Cup) 観戦記 
今年より、エクジビション戦からレンジャース建山選手贈呈のカップ戦に

昇格となった女子Cチーム（小学生女子）。岩崎コーチのスイカを餌に、日

ごろの練習では、全員野球をモットーに、練習半分、おしゃべり半分、和気

あいあいとソフトボールを楽しむことが主体であった。8月に入り守備位置が

決まってくると、守備で確実にフォースアウトを取るパターンができてきた。

打撃は、佐藤コーチ投手の絶妙な“打たせる”コントロールで連打を期待で

きるまでに成長してきた。過去2年の対戦は1勝1敗の成績。昨年は12-13と

敵地での惜敗で、今年は6年生を軸にホームゲームでの必勝を誓った。 

（→ 8ページに続く） 
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天候が心配された今年のダラス補習校との親善ソフトボール大会、無事に

終了することができました。この場をお借りして、ご父兄ボランティア、そして、

毎年多大なるサポートを頂いている商工会、補習校関係者の方々にお礼申

し上げます。              （2011年度運営委員 岡崎、寺田、三宅） 
  

■ 男子Aチーム（総領事杯）観戦記 

 今年も猛暑の中で練習をやり遂げたAチームは、意気揚々と試合に臨ん

だ。ダラスチームの1番2番打者の強烈な打球をセカンド荻島が2連続で横っ

飛びのファインプレーで単打に押さえ、敵味方の応援が大きくどよめいた。だ

が、さすがダラス強力打線。徐々に押され気味となり初回に7点を失う。その

裏、岩崎、一尾、荻島、ゲッチュの連続ヒットで1点を返し、更に岡崎の鋭い打

球で1点を追加。2回裏の攻撃で奥原、矢ヶ崎、古川は3連続フォアーボール

を選び、無死満塁となるが、小灘はファールでアウト。その後、犠牲フライとセ

ンター前ヒットで2点を返したもののスコアは4対10となっていた。 

 雰囲気を変えたのは3回表。ピッチャー奥原の好投とダブルプレーで攻撃

を無得点で防ぐ。ヒューストン側は一気に盛り上がる。5回に1点取られたもの

の、力の差は殆ど同じ。 気力の勝負となってきた。6回裏に渡辺がセンター

オーバーの3塁打。後続は続かなかったものの、ベンチに気迫が戻る。そして

迎えた 終回。ダラスの攻撃を0点に押さえ、 後の攻めに全てを託す。矢ヶ

崎がフォアボールで出塁し、古川のライト前ヒット。その後、代打赤松が三塁

打を放ち6対11。更に打順は1番に戻る。ベンチ、応援席共に声が大きくな

り、いつの間にか雨も止んでいた。一尾のセンター前ヒット、荻島のピッチャー

強襲。ゲッチュのショートライナーと飛び出した一尾が相手チームの焦りを呼

び、セカンドが送球を後逸してしまう。走者は2塁、3塁。アウトカウントは2つ。

球場全体が大きくどよめく中、緊張した面持の森田が一振りした打球はセン

ターの横をきれいに抜ける三塁打を放つ。二人のランナーが生還し9対11と

追いついてきた。 しかし、追撃もここまで、岡崎がレフトフライに倒れゲーム

セット。 

 終わってみれば、互角の勝負。ここまで導いてくれた監督、コーチ、運営委

員、ご父兄の皆様には、多大なご支援、ご協力をいただきありがとうございま

した。                                       （小灘） 
  

■ 男子Bチーム（校長杯）観戦記 
 練習では高校生を凌ぐ場面もあったBチーム。昨年度に続いての快勝（昨

年は22対3）に向けて発進だ！しかし、朝一番の試合特有の空気の中、1回

表、小倉は相手打線を打ち取るもポテンヒット、ボテボテ内野安打など不運な

あたりが続き、あっという間に無死満塁のピンチ。結局この回は若干守備の乱

れもあり、3点を献上してしまう。更に硬軟織り交ぜの自慢の打線も、当たりが

正面をつくなどうまく繋がらない。3回表を終わって0対3。何かが違う。ベンチ

も応援席も歯痒さを感じる中、3回裏、この回トップバッターの出崎が応援席

の大声援を受けて四球で出塁。これを後続が堅実に繋ぎまずは同点。5回裏

は赤松（和）・外崎・副田のクリーンアップの3連続ヒットなどで計4点をあげ7
対3。そして圧巻は6回裏。キャプテン三宅、畑中兄弟、鈴鹿らが埋めた塁を

3番赤松（和）が、やったぞ「グランドスラムだ！」。左中間を真っ二つに割

り、フェンスにワンバウンドで到達した。これがダメ押しとなりこの回計7点。終

わってみれば14対3の昨年に続いての大勝であった。そして読者お気づき

のように、初回を除いてダラスに一点たりとも許さなかった攻守は特筆に値

する。小倉・奥原のバッテリーは時折四球を出しながらも要所を押さえる安

定した内容。外野は当たりこそあまり飛ばなかったものの、畑中（義）、赤松

（勇）、三宅、出崎と堅守を見せた。更に赤松（和）、鈴鹿、副田、外崎で固

めた内野守備は鉄壁。ソフトでは難しいダブルプレーを何と3つも量産した

のであった。アンタッチャブルなBチームと監督・コーチ陣にハッツオフ(脱

帽)！！                                     （外崎） 
  

■ 男子Cチーム（ヨッシャー杯）観戦記 
昨年は延長8回を戦い4対4で引分け、一昨年手放したヨッシャー杯を

ヒューストンに持ち帰れなかった。その悔しさをバネに、打力と走力を鍛えて

今年もダラスチームに挑んだ。1回表に先制を許したがRV小倉の攻守もあ

り 少の1点に抑え、その裏一気に逆転した。1番寺田がセンター前ヒットで

出塁、次のショートゴロで1塁ランナーが入れ替わった。3番金山の左中間

二塁打で一塁から久和野が俊足を飛ばして同点。ベンチと応援スタンドの

歓声に選手の固さもほぐれて試合の流れを掴んだ気がした。4番大原は確

実にレフト前に運んで1アウトながらランナー一・三塁に好機を広げた。続く

森岡のショートゴロで三塁ランナーが生還し逆転。今年のチームはよく走
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る。これで2アウト一塁になったが後続が繋げた。

DH岡崎の左中間二塁打で森岡が生還し3点目、7
番小倉のセンター前ヒットで4点目を取った。守備

ではピッチャー中邑が大きな声で仲間を元気づ

け、竹山・原は丁寧なプレーで頼もしい。2B鈴

鹿－RV小倉－SS寺田の連携は堅く相手に追加

点を許さない。5回裏ヒューストンの攻撃は、先頭

竹山のヒットを足掛かりに代打中村の投入で追加

点を狙ったが惜しくも無得点。そして6回裏、代打

織田のタイムリーで待望の追加点を手にした。

終回はダラスチームの攻撃を全員で守って2点に

抑え、5対3でヨッシャー杯を手にした。まさにチー

ム一丸の勝利！             （織田英伸） 
  

■ 女子Aチーム（総領事婦人杯）観戦記 
 今年のAチームの目標は、絶対に5連覇する、必ず達成出来ると信じて練

習から本番まで突き進んできました。試合前のチャーリー監督からの言葉

は、自身を信じて自分の力を出し切る、これのみでした。昨年のAチームを

経験しているキャプテン杏樹、星良、みづほ、優理、輝璃に、今年は更にパ

ワーアップﾟした花、咲、伽蓮、萌南に加えて中1の園子がスタメン、Bチーム

の勝利を直前に見届けてからのプレーボール。1回表は緊張気味の守備も

有りましたが、0点で切り抜け、1回裏には優理が投前ゴロ内野安打で出塁、

その後、花のレフト前ヒットで1点先制、この1回表裏の攻防がその後の緊迫

した展開を予想させることになります。2回裏は伽蓮のセカンド強襲ヒットが出

るものの、無得点。3回裏は萌南が四球、優理も四球を選び走者が2人出ま

したが、その後凡退してまたもや無得点、接戦を予感させるムードﾞも漂って

きました。しかし、4回裏は輝璃がショートエラーで出塁、園子がレフトへヒッ

ト、輝璃は走者でアウトとなるが、伽蓮は右足肉離れを感じさせないプレーで

四球を選び、杏樹のレフト前ヒットで待望の追加点、2-0と先行。5回裏はみず

ほがショートへの内野安打を全力疾走で演出、次に輝璃が左中間を抜ける3
塁打、次の園子のセンター前ヒットと合わせて合計2点を追加して、4点目。

終回の7回表はヒット1本を許しましたが、エースの杏樹がきっちりと押さえ

てゲームセット。終わってみれば4-0の完封となりました。終始緊迫したゲー

ムでしたが、ミスの少ない堅い守りとチャンスには積極的な走塁とシュアーな

打撃で1点を取る野球通にはたまらないゲームとなりました。残念ながら一度

も出塁出来なかった星良、咲も堅実な守備とノーヒットの悔しさは心にしまっ

て、笑顔でチームに貢献してくれた全員の勝利となりました。    （藤田耕司） 

 ■ 女子Bチーム（校長杯）観戦記 
 4回表に5点を許し3点差となった直後の攻撃、真耶、芽依の適時打で2点

を奪い、走者2人を置いて打席は2回に右前打の果穂。ここで”Time Up”が

告げられ、10-5で5年振りの勝利が決まった。先発11名中7名が中一とひと際

若い編成となったが、結果は15安打で毎回得点、計5奪三振の投手継投と

堅守で3回まで得点を許さず、終始試合を主導した。攻撃では好走塁が目

立った。初回は先頭園子が三塁打、続くキャプテン萌南のゴロで本塁に突

入し先制点を挙げ、2回は芽依、日奈笑が好機を作ると果穂、日菜子のヒット

で二塁から一気に本塁に駆け込み2点を追加した。3回は上位打線の5連打

で5点を加えた。大会直前もベース走塁とティー打撃で何度も攻撃の基本を

確認したが、その成果が本番で一斉に花開いた。3投手の投球も見事だっ

た。先発輝璃はさすがの安定感で2回を零封、続く萌々花は先頭に四球を

与えるも、絶妙な高低の配球で1-3番バッターを連続三振に切って取った。

終回は走者2人のピンチで日菜子が登板、不運な内野安打もあり得点さ

れたが、冷静な投球で 後は三振で切り抜けた。野手の好プレーの中で

は、レフト若奈がライン寄りの強烈な安打を難無く捕球し、二塁への好返球

で単打に止めた場面が印象的だった。 後に、各自2安打の咲、輝璃が

チームを精神面でも支え、酷暑の中で厳しくも優しい鬼監督&コーチと取り

組んだ練習成果を引き出したことを付け加えたい｡おめでとう！  

                                                                                    （前田光治） 

■ 女子Cチーム（Girls Cup) 観戦記 
今年より、エクジビション戦からレンジャース建山選手贈呈のカップ戦に

昇格となった女子Cチーム（小学生女子）。岩崎コーチのスイカを餌に、日

ごろの練習では、全員野球をモットーに、練習半分、おしゃべり半分、和気

あいあいとソフトボールを楽しむことが主体であった。8月に入り守備位置が

決まってくると、守備で確実にフォースアウトを取るパターンができてきた。

打撃は、佐藤コーチ投手の絶妙な“打たせる”コントロールで連打を期待で

きるまでに成長してきた。過去2年の対戦は1勝1敗の成績。昨年は12-13と

敵地での惜敗で、今年は6年生を軸にホームゲームでの必勝を誓った。 

（→ 8ページに続く） 
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 去る9月11日（日）、スペースセンターヒューストン

にて第6回宇宙セミナーが行われました。 

 67名のみなさんにご参加いただいた今回の宇宙

セミナー。「ここがスゴイぞ！日本の宇宙技術力」と

いうテーマで行われました。 

 午前中は、ジョンソン宇宙センター（JSC）施設見

学ツアーとして、JAXA三宅所長の案内により、国

際宇宙ステーション（ISS）管制室、宇宙飛行士訓

練施設、ロケットパークなどを見学。 

 ISSの管制室では、8時間の3交代制で24時間

365日ISSの管制を行っていること、そして、日本の

筑波にも同じような管制室があり、宇宙飛行士並

みの厳しい訓練を受けた管制官が、ヒューストン同

様24時間体制で、日本実験棟「きぼう」の管制を

行っているとの説明がありました。また、現在ISSに

長期滞在している古川宇宙飛行士の健康管理を

担当している三木医師もISSの管制室に登場。ISS
に長期滞在している宇宙飛行士の健康管理方法

等について説明がありました。三木医師は、ヒュー

ストンのISS管制室に勤務し、毎日古川宇宙飛行

士の健康状態の確認を行っているとのことです。 

  講演の冒頭に渡部隆彦総領事代理が、「今

年7月にNASAのスペースシャトルが引退した

が、日本もアメリカも今後は世界の各国と協力

しながら宇宙開発に挑戦していく新しい“宇宙

時代“が始まった。若田さんは、2013年に日本

人で初めての国際宇宙ステーション（ISS）の船

長になる予定で、今日の講演で少しでも多くの

人が宇宙に興味を持ってくれるようになれば良

いと思う」との挨拶を行いました。 

  講演はまず、パワーポイントによるISSの説明

から始まりました。「きぼう」の設備や技術的な

話など、子供にはやや難しい内容もありました

が、皆熱心に聞き入っていました。若田宇宙飛

行士の前回の宇宙滞在の様子がビデオで流さ

れ、体力づくりや食事の様子、宇宙での様々な

 8月27日、「若田光一宇宙飛行士と国際宇宙

ステーションについて学ぼう」と題した講演会

が、ヒューストン子供博物館において行われま

した。総領事館が企画し、子供博物館と宇宙

航空研究開発機構（JAXA）と共催したもので

す。 

  日本人宇宙飛行士によるアメリカ人の子供向

けの講演はあまり例をみないようで、学校が始

まった最初の週の週末にもかかわらず、開演

時間間近になると会場ホール入り口には親子

連れの長い列ができました。 

  講演10分前、若田宇宙飛行士がNASAの青

いユニフォームを着てホール入り口に立ち、列

を作っていた親子と言葉を交わし、一緒に写真

を撮ったりしました。 

実験の説明に会場からはたびたび笑いや感嘆の

声が上がりました。 

  講演終了後の質疑応答では、子供も大人も

次々と手を挙げて、宇宙でのタイムゾーンはどこ

のを使うの？無重力で火をつけるとどうなるの？

ソーラーパネルはどんな大きさ？どうやったら宇

宙飛行士になれるの？など、次々と面白い質問

が飛び出し、若田宇宙飛行士には、ひとつひと

つの質問にたいへん丁寧に答えて頂きました。 

  講演終了後には、宇宙食のアイスクリーム（フ

リーズドライ）を配布し、来場者に宇宙飛行士気

分を少し味わっていただけたと思います。 

  また、講演終了後も、多くの来場者が会場に残

り、時間内にできなかった質問をし、また、一緒に

記念写真を撮影するなど、来場していただいた

皆様には喜んでいただけたようです。 

  なお、今回の講演会の模様は、NHKと 地元の

テレビ局が取材しました。当地では、39Newsで 

放映されました。また、NHKでは、この秋に放映

予定の若田宇宙飛行士の特集番組のなかでご

紹介する予定です。  
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 午後は、水野所長代理により、

「日本の無人宇宙船HTV～どん

な技術を持っているのか」と題し

た講演が行われました。 

 「こうのとり」という愛称で親しま

れている日本の補給船HTVですが、100社以上の

日本企業の技術を結集して開発していること、これ

まで2回のミッションを成功させ、他国の補給船より

もより大きくて重い荷物が運べることなどの説明が

ありました。現在は物資の回収機能を持たせるた

めの開発が行われており、今後は有人宇宙船の

開発に発展させることが期待されています。 

 会場のみなさんからは、HTVのドッキング方法、

大気圏への再突入方法、HTVを打ち上げるH-IIB
ロケットの形状など、たくさんのご質問をいただきま

した。 

 講演の後は、みなさんに宇宙食や宇宙船内被服

を見学いただき、実際に宇宙で食されている「宇

宙羊羹」を試食いただきました。 

 

 今年度の宇宙セミナーは第6回で最終回となり、

これまでのべ472名のみなさんにご参加いただきま

した。来年度も引き続き宇宙セミナーを開催する方

向で準備しておりますので、また、たくさんのみな

さんのお越しをお待ちしております！ 

第６回 

～ここがスゴイぞ！日本の宇宙技術力～～ここがスゴイぞ！日本の宇宙技術力～  

ISS管制室見学の様子  

講演の様子  

ロケットパーク見学の様子  

ホール入り口で来場者と記念撮影する若田宇宙飛行士  ビデオを使った講演の様子  来場者の質問に答える若田宇宙飛行士  

時は、「もはやこれまで」、落武者の気分であっ

た。うぐいす色の訪問着に身を包み、会場のロ

ビーに足を踏み入れると、招待客の方々から記

念撮影のリクエストが殺到。着物の威を借るキツ

ネと化け、拙いロシア語でもなんとか会話を成立

させることに成功した。 
 そして、日付が10日になろうとする深夜、管制

センターへと向かう。いよいよドッキングである。

管制センターのモニターに、古川らクルーが見

ているものと同じ画面が映し出されている。速

度、ISSまでの距離、あれよあれよという間にISS
へドッキングしてしまった。 
 え？飛行妻昇格？クルーの声

も聞こえず、あっけない瞬間だっ

た。し か も、ハ ッ チ を 開 け て ク

ルーがISSへ入るにはあと数時間

必要とのこと。なんだか給料据え

置きの昇格のようで、とりあえずク

ルーがISSへ入ったのを見届け

てから飛行妻を名乗ることに決め

た。ドッキングしてからハッチを開

けるまで時間がかかるのには理

由がある。リークチェックといっ

て、ソユーズのハッチとISSのハッ

チの間にある部分に空気漏れが

ないかどうかを調べるからだ。 
 数時間後、3人は無事ISSの住人として迎えら

れた。続いて行われた記者会見では、私たち家

族にも話す機会が与えられた。「子どもまで回ら

ないといけないので、言いたいことを簡潔にお

願いします」との注意事項。私は早口で「やっと

バッターボックスに立った気分だと思います。

ホームランは必要ないので、チームワークで一

塁一塁進んでホームに戻ってきてください。」と

一気に話した。古川のコメントには好きな野球に

ちなんだものが多い。野口聡一飛行士のバック

 本物の飛行妻になるため、あと2日待たなけれ

ばならない私は、打ち上げ見学後ホテルに戻

る。古川から預かった酒 「筑波」で乾杯し、軽い

睡眠ののち空路モスクワへ向かう。ホテルへ着く

と、行きの飛行機で行方不明となったスーツ

ケースが私を待っていた。いびつな姿に変わり

果てていたが、中身は大丈夫。ほっと一息。 
 アメリカでは、ロケットが周回軌道にのった時

点で打ち上げの成功と考えるが、ロシアではソ

ユーズが宇宙ステーションにドッキングしたこと

を受けて、打ち上げの成功とみなす。 
 よって、私の飛行妻への昇格もドッキングの成

功が鍵となるのだ。不思議なことに東京－名古

屋間を移動するのに、宇宙船では2日かかる。こ

れは、安全確実にドッキングするための手順が

ゆえである。また、あのゴリラのようなソコール宇

宙服をその間ずっと着ているわけではなく、宇

宙空間へ到達し安全を確認後脱衣し、ドッキン

グ前に再び着衣する。 
 6月9日、今日はJAXA主催

に よ る 打 ち 上 げ 成 功 を 祝 う

パーティである。各関係機関の

協力者、星の街のインストラク

ターなどを招待し、感謝の気持

ちを伝える。そして、ここでやっ

と私の本領発揮(?)、着物であ

る。 
 悲しいかな、西洋のドレスで

は、豊満なロシア人やアメリカ

人に戦いを挑む前から勝負が

見えている私は、このような場

では必ず着物の力を借りること

にしている。一時迷子になった

スーツケースにはこの秘密兵

器が入っていたため、コンベ

アーベルトで流れてこなかった

古川 恵子 

ヒューストン vs ダラス 親善ソフトボール大会 

一杯。 

そして迎えた試合当日、小

雨交じりの強風吹き荒れる中、

まさかの“大とり”（というか最後

の余興？）となったママさん対

決。過去3度の試合でママレン

ジャーズの若さとパワーは周

知していたはずだったが、4番

バッターの特大3ランホームラ

ンには動揺を隠せなかった。こ

ちらも負けじと連続ヒットでチャ

ンスをつなぎ、お返しの3ランホームランで食い下がったものの結果は4対6。届きそうでなか

なか届かない１勝。来年こそは勝利の神様が私達に微笑んでくれますように。 

最後になりましたが、体より口が先に動く私達に根気よくご指導下さった岡崎監督代理、

当日3連投にもかかわらず一球一球丁寧に打ちやすい球を投げてくださった久和野コー

チ、練習相手になってくれた小学生チームの皆様に心より感謝致します。  （中邑美香） 

アップに決まった時は、「ベンチ入りした気

分」。自身の搭乗が決まった時は「スタメンに

なった気持ち」。いわば2人の暗黙の了解だっ

た。画面に映った古川の顔は、地上で見慣れ

たものとは違い、ちょっとむくんで見えた。まさ

にムーンフェイスである。 
 この後1週間、彼は宇宙酔いに悩まされるこ

ととなる。 
 あっけなく飛行妻となった私の第一日目の

仕事は、ロシア主催のドッキングパーティに参

加することである。今回はピンク色の秘密兵器

に、さらにマトリョーシュカの帯をするという完

全武装。多くの関係者からたくさんの花束を頂

き、突然、これまでの12年間の思い出が浮か

んでは消えた。打ち上げを見てもこみあげな

かった熱い想いに全身が満たされ、感謝の気

持ちでいっぱいになった。 
 そして9月16日、古川はISS滞在100日目を

迎える。 
 宇宙にいる彼と連絡を取る方法は3通りあ

る。①IP電話。②メール。③ビデオ会議。 

 残念ながら①はISSからの一

方通行である。かつ、以前から

古川は出張に行くと電話をして

こない。よって、我が家の通信

手段は②と③が中心だ。メール

は事前に登録してある者だけが

やり取りできる。ISS側のアクセス

時間が限られているためタイム

リーとはいかないが、大変重宝

している。③は週一回、ビデオ

会議システムを使い、スクリーン

を通して古川と会話することが

できる。お互い顔を見て話せる

貴重な時間ではあるが、徐々に

話題も尽きてきてしまうのが結婚20周年夫婦

の悲しいところである。無重量の空間で顔のし

わもなくなり、勝手に10歳は若返っている古川

を見ていると、宇宙に夢を馳せたであろう少年

時代の古川が浮き上がってくる。地上では年

齢と共にしわの谷に隠れていた少年の心が、

しわの消失とともに解き放たれたようだ。 
 古川らがいるISSはここヒューストンからも見る

ことができる。 

（→９ページヘ続く） 

「夫が宇宙に行く。距離にして東京ー名古屋間。新幹線に乗ればあっという間の距離が、宇
宙船で行くためには１２年かかった.....」（5月号「ひこう妻」） 
「.....これで晴れて飛行妻...と思いきや、ロシアは甘くなかった。本当の飛行妻となるにはあと
２日必要だったのだ」（８月号「ひ行妻」） 

写真：古川恵子 

出典：NASA 

初回から堅い守備と俊足を生かした攻撃で2-0とリード。

3回以降、低学年をベンチに下げたベストメンバーのダラ

スに逆転を許し、好守備にも阻まれ2-6となる。しかし、5
回、6回は、一尾コーチの声援の下、ヒューストンチームの

持ち味である、学年に関係ない粘り強い連打と好走塁で

ついに8-6と再逆転を果たす。最終回にダラス高学年の連

打と守備の乱れで4点を奪われ、8-10で惜しくも負けたが、

選手皆が全力を出し、応援し合った、素晴らしい試合で

あった。保護者の皆様、応援ありがとうございました。（奥

原） 

 ■ アストロマムズ観戦記 
目下3連敗中、しかも大黒柱の小宮キャプテンが帰国し

不安いっぱいの私達の前に救世主のごとく現れたのは中

村新キャプテン。これまでの雪辱を果たすべく「いざ出

陣！」と練習を始めたものの、温度計の105度という数字を

見ただけで頭がふらふらしグランドに立っているだけで精
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婦人部だより 
●今後の開催予定 
「絵本読み聞かせの会」     

 10月8日（土）、11月5日（土）、12月10日（土）  

  いずれも、10：00～ 3歳以上／10：30～ 3歳未満 

「あそぼーかい」～小さいお子様向け～ 

  10月21日（金）10:30～ 

  10月29日（土）9:30～ 

  11月19日（土）9:30～  

※変更がある場合もございます。 

三水会センターポスターやヒューストンなびでご確認下

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

わせは下記アドレスまでご連絡下さい。お待ちしています！！ 

  あそぼーかい mama_asobokai@yahoo.co.jp      

  読み聞かせの会 houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

 今年も「七五三写真撮影会」を開催いたします。かわいいお子

様の着物姿を写真に残しませんか？ 7歳と3歳前後の女の子

と、5歳前後の男の子が対象です。 

  日時 ： 11月12日（土）・11月19日（土）  予約制 

  場所 ： 三水会センター         

  参加費： 10ドル（着付けのみ）・15ドル（髪のセットと着付け） 

  予約方法：  Eメールにてお申し込みください。 

                （申し込み&お問い合わせ先 showingjapan@live.jp） 

  詳細は、Showing Japan ホームページをご覧ください。 
               http://showingjapan.wordpress.com/ 

Showing Japan 
ボランティアグループ Showing Japanから  

「七五三写真撮影会七五三写真撮影会七五三写真撮影会」のお知らせ 

夏休みも終わり、現地の学校もスター

トして気分一新の9月10日土曜日、ひさ

しぶりに「絵本読み聞かせの会」が開催

されました。夏休みの間に、日焼けして

一回り大きくなった懐かしい顔のお友

達、初めて参加してくれたお友達、たく

さんのお友達と一緒に絵本を楽しみま

した！海の生き物たちと、涼しい気分を

味わった「スイミー」や、昔話「ふくろうの

そめものや」では、お父さん、お母さん

も子どものころを思い出していた様子。

まだまだ長いお話を聞くのは難しい1歳

や2歳のお友達も、大人気の「だるまさ

んが」や、一度読んだら忘れられない

「トマトさん」の楽しい絵本に思わず夢

中になりました。 

10月に入り、いよいよ「読書の秋」で

すね。また次回も楽しい絵本を準備し

ていますので、是非ピーカンルームに

遊びにきてください。お待ちしていま

す！ 

活動報告活動報告活動報告   

 9月10日（土曜）に三水会センター東側ホールに

て今年度2回目の古本市を開催いたしました。朝9
時より午後3時まで開催中沢山の方々にお越しい

ただき、特にオープン直後には人気のある本から

どんどん売れていき、袋では詰めきれずダンボー

ル箱で何箱もお買い上げいただき、運びきれず

台車をお貸しする方が何人もいらっしゃいました。

ペーパーレス時代になってきた昨今に本はまだま

だ根強い人気があることを再確認させて頂きまし

た。  
 しかしこれも古本市が皆様に知れ渡って来たと

同時に年2回の市を楽しみに待っていらっしゃる

方が増えてきたことと 婦人部一同大変喜んでお

ります。  
 今回の収益金は売上金＄863.50、 寄付金

＄214.30 合計＄1,077.80 と前回を上回る事が出

来、皆様のご理解とご協力に改めまして御礼を申

し上げます。収益金は全て新規図書購入費とし

て三水会センターに寄付させていただきました。  
 商工会婦人部は来年度も古本市を開催する予

定です。ご不要な本や雑誌がございましたら廃棄

なさらず本のご寄付は随時三水会センター図書

館カウンターで受け付けておりますのでご面倒で

すがお持ちいただけますとまた図書館や古本市

で誰かに読んでいただけることになると思いま

す。（なお傷みが激しいもの、名前等個人情報が

記されている物は除外していただきますようお願

い致します。） 
 また来年度の古本市に向けて 婦人部一同頑

張って行きますのでご協力のほど宜しくお願いい

たします。ありがとうございました。 

   三水会センターの図書館では、ピーカン

キッズおすすめの本の背表紙に黄色いシール

を貼っています。また、2009年に伊藤忠記念財

団から絵本の会の活動に対して寄贈された100
冊あまりの本には、黄色いシールの上に「イ」の

マークをつけています。どれも良書ぞろいです

ので、「どの本を借りようかしら」と迷ったときに

は、是非参考にしてください！ 

誰しも忘れえぬ一枚の絵や写真があると思う。私の場合は、ナショナ

ル・ジオグラフィック社のアメリカ国立公園ガイドブックの裏表紙に印刷さ

れた、Joshua Tree National Park（ジョシュア・ツリー国立公園）の写真が

それである。ピンク、ワインレッドから紫へと神秘的なグラデーションを見

せる空を背景に、くっきりと浮かび上がったユニークな形状の黒い木々

たち。いつかはこの写真の風景の中に入ってみたいという10年越しの想

いを、2010年にようやく達成することができた。 
ジョシュア・ツリー国立公園は、ロサンジェルスの東約150マイル、比較

的アクセスしやすい場所にある。L.A.からI-10に乗って東へ2時間ほど車

を走らせていくと、いくつもの風力発電の風車が見えてくる。高級リゾート

地パーム・スプリングを過ぎてさらに東に行くと、広漠とした不毛の大地と

カリフォルニア州独特の茶色のはげ山が、少しずつ表情を変えながらど

こまでも続き、まるで違う惑星に来たかのような気分になる。 
公園は東西に長く、入口は北と南の2箇所。南側から入り、まずは

Cottonwood Springという砂漠のオアシスに足を向ける。さっそく私たちを

出迎えてくれたのが、California Fan Treeという巨大なヤシの木の周辺

で、ジーという羽音をたてながら飛び交うHummingbird（ハチドリ）たち。

小ぶりで愛らしい姿を写真に撮ろうとするが、片時もじっとしていないの

でなかなかシャッターチャンスが得られない。この公園には200種類以上

の鳥が生息しているらしく、ハチドリ以外にもRoadrunner（ミチバシリ）、

Cactus Wren（サボテンミソサザイ）など、この地ならではの鳥に出会うこと

が出来る。 
ジョシュア・ツリー国立公園の最大の特徴は、園内に二つの砂漠があ

ること。東側は標高3,000フィート（約1500メートル）以下のコロラド砂漠、

西側は3,000フィート以上のモアベ砂漠である。高度が違う二つの砂漠

では、景色も植生も異なる。低地のコロラド砂漠には背が低いサボテン

が多く、中でもCholla（チョイヤ） Cactus Gardenはお薦め。アリゾナにある

ような巨大なサワロサボテンや日本で見かける鉢植えのサボテンとは全

く違う、チョイヤという珍しいサボテンの群生を見ることができる。高地の

モアベ砂漠はコロラド砂漠より涼しく湿度は高めで、この公園の名前にも

なっている（U2のアルバムのタイトルでもある）ジョシュア・ツリーが自生し

ている。19世紀半ば西をめざして困難な旅をしていたモルモン教徒がこ

の地を通ったとき、この巨大な木が西に手招きしているように見えたこと

から、聖書のJoshua（ヨシュア）にちなんで名前をつけたそうだ。どこか松

のような、またはサボテンが枝にくっついているような不思議な形状だ

が、見ていると心和む、印象的な木である。 
Jumbo Rockというエリアには、巨大な岩がごろごろところがっている。

骸骨の形の奇岩、今にもころがり落ちそうな丸く大きな岩、真っ二つに

割れた巨岩、それに何層にも折り重なった岩山、岩にこれだけ表情が

あるとは驚きである。そういえば、ここはロック・クライマーの憧れの地で

もあるらしい。公園内にはオフロードもあり、荒野で砂埃を舞い上げなが

ら車を走らせるのもいい。高度5,000フィートのKey Viewは見晴らしが素

晴らしく、周囲の山々や断層を望むことができる。 
昼間のうちに大地の景観や動植物の姿を楽しんだ後も、帰ってしまう

のは勿体ない。夕暮れ時には、あの忘れえぬ一枚の写真の風景のよう

な、日が沈み空の色が刻々と変わっていく様をゆっくりと眺めよう。夜に

なると、都会では見られないほどの多くの星を見ることができる。早朝に

訪れて、夜が明けていく静かな時間を感じるのもいい。国立公園のパス

は一週間有効で、長く滞在すればするほど、多くの自然の神秘に出会

うことができるはずだ。 
アメリカの一番の宝は、ジョシュア・ツリー国立公園にあるような剥き

出しのまま残る大自然であると私は思う。ときに過酷な自然を保護しな

がらも、手を加えすぎることなく、私たちの大自然に対する興味と畏怖

の念を駆り立てるアメリカの国立公園は、この国の最大の発明品かもし

れない。 

Joshua Tree National Park Joshua Tree National Park Joshua Tree National Park    
石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 

   表情豊かな二つの砂漠表情豊かな二つの砂漠表情豊かな二つの砂漠   ジョシュア・ツリー国立公園ジョシュア・ツリー国立公園ジョシュア・ツリー国立公園   

 

California Fan Tree 

Skelton Rock Joshua Tree 

(http://spaceflight.nasa.gov/realdata/sightings/
cities/view.cgi?country=United_States&region 
=Texas&city=Johnson_Space_Center) 
 また、今後の彼のISSでの活動は、JAXAホー

ムページ（http://www.jaxa.jp/） 及び古川のツ

イッター（http://twitter.com/#!/Astro_Satoshi）で

追尾してほしい。 
 古川の帰還半年後には、星出彰彦飛行士が

ISSに滞在する。更に2013年には若田光一飛

行士がISSのコマンダーとなる。「星の出ずる飛

行士」「光輝くコマンダー」・・・名は体を表すと

はこのことだ。 
 最後に、このような記事を書く機会を与えてく

れたガルフストリーム編集局の皆さまに感謝す

るとともに、私の稚拙な文章にお付き合いいた

だいた読者の皆様にお礼を申し上げたい。    

      （非行妻改め飛行妻  古川 恵子） 

8月号1面掲載の「ひ行妻」の本文内容に一部誤り

がありました。読者の皆様にお詫びすると同時に

下記のとおり訂正いたします。 

中コラム、25-26行目 古川宇宙飛行士がロシアで

サインをする場面 

 （誤）「サインは英語とロシア語。」 

 （正）「サインは日本語とロシア語。」 

＜訂正とお詫び＞ 
飛行妻 
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えるのは、切なかった。学校で泣けなかっ

た分子供部屋で泣き崩れ、それでも学校に

行こうとする子に、それ以上がんばれとは

言えなかった。タフな毎日だった。心配の

あまり私自身が参ってしまい、食事も喉を

通らず、東風の体重を大幅に下回る始末。

家事もままならない状態で、自分のふがい

なさに打ちのめされてしまった。東風はそ

の分をフォローしてくれるように、私たちに

寄り添っていた。学校から帰って東風にハ

グ。つらくなると東風にハグ。涙しながら東

風にハグ。私もついでに東風にハグ。この

時ばかりは大型犬であることが役に立っ

た。環境や心が穏やかでない時も、東風は

いつもと変わらず一緒。いつも尻尾を振っ

て受け入れてくれる。おかげで子供たちも

がんばることが出来た。ペットの話にはよく

ある平凡な表現だが、家族みんなが癒さ

れ、いつの間にか東風あってのアメリカ生

活となった。 
 さきほどからずっと、私の足元でいびきを

かいている東風。それにしても、45kgを支

えるその太い足を見ていると「大判小判

ザックザク」と思わずにはおられない。赴任

時既に6歳だった東風に「片道切符かもよ」

なんて意地悪を言ってしまった。欲深い悪

役おじいさんは、大判小判はもらえないで

すね。ごめんなさい。もう充分、恩返しして

もらいました。東風、ありがとう。長生きして

ね。・・・めでたし、めでたし。 

 「ヒューストンまで60万円です」「えっ、ファース

トクラス、以上？」こんな調子で始まった、我が家

のヒューストン渡航withお犬様。60万円とは犬の

航空運賃だ。子供以上に手をかけお金をかけ

たが、いつになったら「ココ掘れワンワン」と恩返

ししてくれるやら、既に8歳を越えてしまった。駐

妻日記に頭悩ましパソコンに向かう私の足元に

はいびきをかいて眠る犬。犬を飼っている人の

ご多分に洩れず、犬の話題では永遠におしゃ

べりできそうだ、と犬を題材に選んだ。けれども

駐妻日記というより、ただの犬自慢となってしま

いそうだし、犬好きな方以外には退屈ですね、

お許し頂けるだろうか。さて、さすがに60万（別

送貨物扱い）はいかがなものかと、検討に検討

を重ね、一足先に赴任していた主人が格安チ

ケットで犬の為に往復した。手荷物扱いにて超

過重量5万円程で済み、胸を撫で下ろす。道

中の悪戦苦闘談は笑えるが、これだけで1コラ

ムできそうなので省略。会社に知れたら、何し

に駐在に来てる！とおしかりを受けることは間

違い無い。とにかく手のかかる犬なのだ。我が

家は犬中心に回っている。 
 東風（コチ）は、「東風吹かば 匂ひをこせよ 

梅の花、、、」梅の花の咲く頃に我が家に来

た、立派な名前を持つ我が家の三男坊だ。体

も立派、手荷物扱いというものの、その重量

45kg。ちょっとした小熊か子牛といった風貌

は、とても良いホームセキュリティではある。で

も、名前負け、見かけ倒しとはこのこと。気の

弱さたるやハエ1匹におどおど家の中を逃げ

回る始末で、雷の多いヒューストンを地獄のよ

うに感じているに違いない。アルマジロに引っ

掻かれ、リスにからかわれ、オポッサムに尻尾

を巻く。ダメ犬さ話でも1コラム書けてしまいそ

うである。 
 そんなダメ犬ながら、アメリカに連れて来て

よかった。渡航前は、子供の事で精一杯であ

ろうと犬を連れて行くことに躊躇したのも正直

なところである。しかし、その子供のことで東

風に救われた。6thと3rdでいきなりアメリカの

学校に放り込まれた子供たちのパニック状態

は、今思い出しても涙してしまう。教室移動で

迷ってしまい「もう、僕、このままサボってしま

おうかと思ったんだぁ」と聞いた時には、その

心境を思い、いたたまれなかった。精一杯涙

をこらえて、スクールバスから降りてくるのを迎

第85回 小倉 咲枝   さん 

～我が家の花咲爺物語～～我が家の花咲爺物語～～我が家の花咲爺物語～      

Q： 先日、小学生の娘の忘れ物を教室に届けに行くと、担任の先生にすご

く失礼な態度をとられて嫌な思いをしました。娘の教室は、オフィスのある建

物から少し離れた別校舎にあり、駐車場からすぐなので前にもそうしたのに、

今回は怒った様な顔できつい口調で言われました。わざわざ届けに行った

のに、何であんな目に遭わなくてはいけないのか分りません。先生に問題が

あるのでしょうか。 
    
A： 病院に行く等の理由でお子さんをピックアップする時、忘れ物を届け

る時、またボランテイア参加や先生とのconference 等の理由で学校を訪ね

る時は、まずオフィスに行き、あなたが学校に来た目的を言わなくてはなり

ません。これは、外部からの侵入者をきちんとモニターし、子供達の安全

を確保するという重要な意味があります。特に9.11以降、どの学校も不審

者に対する警備が厳しくなり、このルールに関しては徹底しています。で

すから、どんなに急いでいてもオフィスに行くことを面倒がらず、このルー

ルに従ってください。忘れ物を届ける場合は、オフィスの人に次のようにお

願いすれば、授業の合間や都合のよい時に届けてくれます。“I have 
brought my son's/daughter's homework he/she left at home. Could you send 
it to him/her, please?  His/her name is ____ and he/she is in Mrs. ____'s 

homeroom. Thank you very much.”  また、お子さんをピックアップする

場合には、“Excuse me, I need to pick up my son/daughter for doctor's 
appointment. Could you call him/her?” あるいは、“I am here to pick up 
my son/daughter for doctor's appointment. Could you call him/her?” と
言う表現でも良いと思います。 

 担任の先生が顔色を変えて、あなたにきつい口調で言った理由は二

つ考えられます。まず、学校が重要視している安全確保のためのルール

を守っていなかったこと。そして、もう一つは授業を妨害されたことです。

先生達は、生徒達がより良く学習できるように授業の為の入念な準備を

します。指導案をたて、時間内にある学習成果が出る事を目標にしてい

ます。授業の成果は生徒をいかに集中させるかということに懸かってき

ます。授業中に教室のドアをノックされ、誰かのお母さんの顔が見えると、

それだけで子供達の関心は授業以外のことに分散され、それを又、もと

の集中力の状態まで戻すのに更に時間がかかることになります。先生

にしたら、「折角、あそこまでいっていたのに・・・。」という気持ちになって

しまったのかもしれません。それならそうと、外国人である保護者にもっと

懇切丁寧に教えて欲しいと思われるかもしれません。しかし、一般的な

アメリカ人からすると、日本人が何を知っていて、何を知らないのかが理

解できないものです。そこは、やはり「情報を知る必要のある人」が先

に、"Could you tell me what I should do when I need to 
deliver something to my child during class hours?” と、分

らない事や不確かな事は勇気を出して聞くしかありませ

ん。大抵のアメリカ人は、聞かれた事に対しては親切に

答えてくれるはずです。ちょっとした誤解から、また同じ様

な不愉快な思いをしないためにも、もう一度学校の規則

を確認することをお勧めします。 

西元 洋子 

現地校についての現地校についての現地校についての   

 8月23日（火）、在ヒューストン日本国総領事館、グレーター

ヒューストン日本人会（以下JAGH）及び日米協会の共催で、

ヒューストン在住日本人ピアニストの戸田光彦氏とオペラ歌手の

Rebecca and Meaghan Heath姉妹の共演による“日本の歌曲を楽

しむ会”が総領事公邸で開催された。昨年のクリスマスコンサート

で好評を博した三者の共演が再び実現し、今回は米国人の

Heath姉妹に日本語でその美声をご披露いただいた。 
 東日本大震災以降、JAGHでは様々なチャリティ活動を行って

きた中で、戸田氏と Heath姉妹にもご協力頂き、日本の懐かしい

歌・元気が出る歌をチャリティー用CDとして収録した。その際、収

録に立ち会った者が思わず涙ぐむほど素晴らしい歌声であった

ため、より多くの方々とこの感動を分かち合いたいとの思いから、

本会が実現した。 
 コンサートでは、戸田氏の丁寧な解説と共に披露された日本歌

曲が、Heath姉妹の歌声を得て聴衆の胸にそれぞれの思い出や

郷愁をかき立てた。（1.夏の思い出、2.椰子の実、3.浜辺の歌、4.
ひぐらし、5.花の街、6.悲しくなった時は、7.カラタチの花、8.この

道 、9.赤とんぼ） 
また姉妹から ミュージカル「Side Show」より“Who will love me 

as I am”、映画 「Quest for Camelot」より“The Prayer”の2曲が 東

日本大震災被災者への思いを込めて贈られ、感動と共に鎮魂と

復興への思いを新たにしてくれたといえよう。 
プログラムが終了し少年少女から花束が贈呈された後には、こ

の日のために用意されたアンコール曲“川の流れのように”の

デュエットで、コンサートは感動と大きな拍手と共に締めくくられ

た。 
参加者からは“懐かしい日本の歌がヒューストンで聴けたので

嬉しかった”、 “アメリカ人の歌手から美しい日本の歌を聴いて感

動した”などの 数多くのコメントを頂戴しており、美人姉妹の素晴

らしい歌声と戸田氏の優雅なピアノで彩られた真夏の一夜を楽し

んで頂けたようだ。 
コンサートの後は、戸田氏、Heath姉妹を囲んでの懇親会が行

われた。途中、今月誕生日を迎える会員に対して、Heath姉妹が

“Happy Birthday”を即興で歌ってくれるという嬉しい一幕もあり、

懇親会も盛況のうちに幕を閉じた。   （西本和正） 
 

＜１０月の予定＞ 

  22日（土）：日本庭園清掃ボランティア活動 

        9：00～Noon 於Hermann Park 日本庭園 

  26日（水）：常任委員会・総会・懇親会 

                       17：00～ 於Four Seasons Hotel  

 

＜１１月の予定＞ 

 11日（金）：テキサス州六者交流会 懇親会  

        16：00～ 於McAllen 

 12日（土）：同交流会 ゴルフ大会 

 13日（日）：日本庭園清掃ボランティア活動 

        9：00～Noon 於Hermann Park 日本庭園 

 16日（水）：理事委員会  11：30～ 於住友商事社 

 18日（金）：ガルフ編集委員会 12：00～ 於JOGMEC 

 24日～28日：事務局・図書館 感謝祭休暇閉所期間 

 

＜詳しくは商工会ホームページ  

http://www.jbahouston.org で＞ 

１０．事務局関連事項（ライブロック祐子事務局長） 

 ●会員消息 

  正会員新規入会申請2 社、正個人会員入会6 社（8 名）、正 

  個人会員退会1社（1名）の連絡（詳細は下記「会員消息」欄 

  参照） 

★ようこそ ～ 新規入会です 

●正団体会員入会 

 ＊Tenryu America Inc.  

   申請者：水野次郎（正個人会員／常任委員） 

   登録部会： 鉄鋼部会 

   連絡先：（詳細は事務局へお問い合わせください） 

 ＊Wells Fargo Bank 
   申請者： クロウ グレッグ（正個人会員／常任委員） 

   登録部会： 運輸・貿易・金融・サービス部会 

   連絡先：（詳細は事務局へお問い合わせください） 

●正個人会員入会 

＊Dianal America, Inc.     飯田雄人（由起子） 

＊Kuraray America, Inc.   安田佳昭（英里） 

＊Marubeni America Corp.    真野圭一郎・笠井洋 

＊Mitsui E&P USA LLC    江藤崇 

◆さようなら  ～  残念ながら退会です 

●正個人会員退会 

  ＊Kuraray America, Inc.   宮木良樹 

  

会員消息会員消息  ＜＜敬称略・敬称略・( ) ( ) 内配偶者名内配偶者名＞＞  

→ 議事録 2ページからの続き 
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これは、父親の喫煙により父親の精子が影響を受けたのか、妊婦の受動喫

煙のためか、あるいは出生後のこどもの受動喫煙によるものか、結論は出て

いません。 

【小児の成長発達への影響】 
 受動喫煙にさらされている小児では身長の伸びが低いことが指摘されて

いて、米国での調査では、受動喫煙のない小児と比較して男児で平均

0.2〜1.6cm、女児で平均0.3〜1.4cm低かったと報告されています。 また、

知能指数の低下も報告されています。 米国で小中学生4,000人余りに読解

力や計算テストを実施したところ、家庭での受動喫煙の程度が強いほど点

数が低かったという結果でした。 
 タバコの煙に含まれる有害物質の一つに鉛がありますが、これは脳に蓄

積して脳細胞を障害します。 受動喫煙にさらされている小児では血中鉛濃

度が上昇しており、血中鉛濃度が高いほど身体発育が悪く、知能指数が低

いという報告が多数あります。 

【成人後の健康への影響】 
 受動喫煙にさらされていた小児は、後年の肺がんの発症率が高くなると

報告されています。  また、受動喫煙によりHDLコレステロール（いわゆる善

玉コレステロール）が低下するという報告があり、これは後の動脈硬化を招

き、高血圧、虚血性心疾患、脳血管障害のリスクを高める可能性がありま

す。さらに、家族の喫煙する姿を幼い頃から見て育ったこどもは、将来喫煙

者になりやすいことも分かっています。 

 以上、受動喫煙の小児へ及ぼす影響について述べてきましたが、受動喫

煙を防ぐために我々小児科医の果たすべき役割は大きいだろうと考えてい

ます。 ぜんそくや、上気道炎、下気道炎、中耳炎など小児科医がよくみる

病気は受動喫煙が増悪因子であり、これらの症状で小児科を受診した際に

はそこに家族の喫煙状況の問診を加えることで、患児や家族がタバコの害

について知るきっかけとなると思われます。 自作のプリントを用意し、積極

的に草の根で患児と家族を啓発している小児科医もいます。 
 家庭での喫煙場所はどうでしょうか？ 喫煙している家族もさすがにこども

の前や屋内では吸わず、換気扇の下や一旦屋外へでてから喫煙する場合

が多いようです。 しかしそれでも受動喫煙の害を完全に防ぐ事はできませ

ん。 家族の喫煙場所別にこどもの尿中コチニン（ニコチンの代謝産物）を調

べた研究によると、喫煙者なしの場合と比較して室内での喫煙の場合には

尿中コチニンが15倍にも達していました。 一方、ドアを閉めて屋外で喫煙

した場合でも2倍、換気扇の下での喫煙でも3倍に上昇していました。 たと

え一旦はこどもと離れた場所で喫煙したとしても、喫煙者の吐く息、衣服に

はタバコの成分が含まれており、その後に入室すれば受動喫煙の原因と

なってしまうのです。 
 以上のことから、家族が禁煙しない限りこどもの受動喫煙を完全に防ぐ事

はできないといえるでしょう。 次善の策としては、屋外へでて扉をしめて衣

服にタバコの煙がかからないように喫煙し、喫煙後はしばらく深呼吸して時

間をおいてから入室してもらうことが現実的かと思われます。 空気清浄機を

室内において喫煙している方がいますが、タバコ煙中の有害成分を除去す

る能力はほとんどありません。 
 こどもの健やかな成長のための環境作りは、我々大人の責務です。 ゆえ

に、こどもの生活環境からタバコの煙をなくすことはその責務の一つである

事は明白です。 そのためには社会全体が、こどもの受動喫煙の影響に対

する正しい知識を持つ事が重要であろうと思います。 

 みなさんはじめまして。 8月からベイ

ラー医科大学でがん治療の研究をさせ

ていただいている西尾信博と申します。 

僕は小児科医で、その中でもこどもの血

液疾患、がんの診療に従事してきまし

た。 このような執筆の機会を与えていた

だき何について書いたらよいか迷いまし

たが、現在の研究テーマの内容はいささ

か専門的すぎる気がしましたので、今回

は上記のような題名にさせていただきま

した。 
 喫煙、受動喫煙がどちらも有害である

ことについてはよく知られていると思いま

す。 遅ればせながら日本でもここ数年

の禁煙運動で、ほとんどの病院が敷地内禁煙となり、レストランなど公共の

場での分煙が強調され、タバコの値段も上がり、病院の禁煙外来も盛況で

あるようで、石原軍団でもたくさんの方が禁煙に成功しているようです。 し

かしながら、未だにこどもの前でタバコを吸っている大人は日本でもヒュー

ストンでも見受けられます。 これは、もちろんこどもがかわいくなくて受動喫

煙させてもかまわないと思っている訳ではなく、おそらく受動喫煙がこどもに

及ぼす影響についての知識不足が原因と思われます。 ヒューストンではさ

すがに公共の場においてタバコで嫌な思いをすることは少ないですが、喫

煙率は思ったほど低くないような印象を受けています。 そうすると、その喫

煙者のこども達は少なからず受動喫煙の影響を受けていると思われます。 

【小児への健康被害】 
 受動喫煙による影響で最もよく知られているのが、乳幼児突然死症候群 
(SIDS)との関連です。日本でも年間150〜160人が犠牲となっていますが、

未だにはっきりとした原因は不明です。 どの小児でSIDSが起こったかを調

べると、最も影響が大きいのが母親の妊娠中の喫煙と出生後の児の受動

喫煙であるということが分かっています。 SIDSの発症頻度が、妊婦の喫煙

で7倍、妊婦の受動喫煙で３倍、出生後の児の受動喫煙では2〜10倍（受

動喫煙の程度が強いほど高い）に増加するという報告もあります。 
 日頃から受動喫煙にさらされている小児では、気道の繊毛運動（気管支

粘膜の細胞が持つ繊毛が一定方向になびいて異物や分泌物を外側へ送

り出すこと）が障害され、気道の炎症を生じやすく、気道の過敏性が亢進し

ています。 そのために気管支ぜんそくや、気管支炎、肺炎などの呼吸器疾

患にかかりやすく、また重症化しやすいことが知られています。 手術での

全身麻酔時におけるトラブルも多く、喉頭攣縮や激しい咳き込み、低酸素

血症などが増加することが報告されています。 
 耳管という中耳とのどをつないでいる管でも粘膜の腫脹が起こり、繊毛運

動も障害されるため、中耳炎の発症頻度が２倍ほど増加するとされていま

す。 また、手術を必要とするような扁桃・アデノイド肥大が起こりやすくなる

ことも知られています。 
 う歯（むしば）が増加するという報告も複数あります。 これは、口腔内の局

所免疫能が低下するためと言われています。 
 受動喫煙とがんとの関連については、父親の喫煙があるとこどもの脳腫

瘍や白血病をはじめとするがんの発症率が増加するとの報告があります。 

     

受動喫煙がこどもに及ぼす影響について受動喫煙がこどもに及ぼす影響について受動喫煙がこどもに及ぼす影響について   

ベイラー医科大学 細胞遺伝子治療センター 研究員   

   西尾 信博  

第８５回  

編集委員会では、医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターの方々にリレー方式で次々とご登場

頂き、読者の皆様の健康に関する話、メディカルセンターの様子など連載記事として掲載しています。 

柳沢龍先生から同じく小児内科ご専門の西尾信博先生にバトンが移りました。  

次回は心臓血管外科がご専門の安達偉器先生です。アメリカ中を飛び

回って御活躍されています。友人の紹介で知り合いになりました。その友

人曰く、「見た目はいかついが、優しい先生」との事でしたが、僕には見た

目も優しい先生でした。   

日  時：平成23年9月21日（水）11：30～13：15 

場  所：住友商事社 会議室（10階） 

出席者：名誉会員2名、理事委員9名、正会員3名（代理出席者）、婦人 

            部委員長、事務局長 

欠席者：理事委員10名（会長委任6名、代理人委任3名、理事委任1名） 

司 会：竹田直樹幹事 

 

１．商工会会長連絡（上野真吾会長） 

3月の東日本大震災のため、一部の行事が日程の変更などあった

が、義援金や美術館への寄付活動、ビジネスや宇宙関連のセミナー

開催など活発な一年となった。これにより商工会会員や日本人コミュ

ニティーの結束の強さを実感した。会員各位にはこの一年間に様々

な面でご協力をいただいたことに感謝の意を表すると共に、引き続き

新年度も各位のご協力をお願いしたい。  

２．総領事館連絡（渡部隆彦総領事代理） 

渡部総領事代理より下記2点の連絡があった。 

①新総領事について 

 10月7日（金）に新総領事が着任の予定。 

②今後の行事について 

天皇誕生日レセプションは例年通り12月の2週目あたりに開催をす

る予定だが、1月の新年会は開催しないこととなった。右に代えて、3
月頃に震災に対する支援に謝意を表すためのレセプションの開催

を検討中。 

３．特命理事・委員長の任命（上野真吾会長） 

商工会会則第五条第三項及び五項に基づき、 上野会長が婦人部委

員長を除く6名の委員長（内1名が副会長兼任、1名が事務局長兼任）

と特命理事4名を任命した。【詳細は別紙の Japan Business Associa-
tion 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の任命（木村誠企画調査委員長） 

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。【詳細は別紙の 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） 

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、商

工会（JBAH）及びJBA Houston Foundation, Inc.（JBAHF） の2011年9
月期の財務見込報告があった。JBAHでは、図書延滞金やショーイン

グジャパンの活動収入増とに加え、会食費（交際費）やセミナー費な

ど経費を抑えたため、9月期見込のNETは$11,459の黒字が見込まれ

る。次期予算は当期実績をもとに試算し、2012年9月期のNETは

$2,180の黒字を見込む。JBAHFについては、MFAHのジャパン・ギャ

ラリーへ12万ドルの寄付などがあったため、2011年9月期見込はNET
で$132,775の赤字が見込まれる。次期予算としても、金利状況などの

影響もあり、2012年9月期でNETが $6,900 程の赤字となる見込。 

６．補習校財務状況に係る報告（川瀬裕司教育委員長） 

川瀬教育委員長より、2011年3月期実績と2012年3月期予算について

説明があった。政府補助金の増額や授業料収入増のほか、人件費

や教材費、事務費などの支出を抑えたことでNET $109,174 の黒字と

なった。今年度4月から教科書改訂に伴う新たな指導書購入、教員の

研修費用などの上積みなどの理由から、2012年3月期のNETは

$4,843の黒字が見込まれる。補習校決算･予算報告は常任委員会承

認事項ではないが、理事委員会の場で定期的な収支報告を行って

いきたい。 

７．2011宇宙セミナー関連報告（三宅正純副会長） 

①第6回宇宙セミナー開催報告 

9月11日（日）に第6回宇宙セミナーをSpace Center Houstonで開催し、

約70名の参加があった。今期最終となるこのセミナーでは、日本の無

人宇宙船HTVの仕組みや技術についての講演会を開催し、宇宙食

や船内被服を展示した。 

②今後の宇宙セミナーについて 

今期のセミナーは商工会とJAXA共催ということで、商工会の$2,400の

予算内で全てのセミナーが終了した。来年度のセミナー開催について

は、商工会を軸に他団体や他地区、現地校生徒との交流も視野に入

れながら検討する。 

８．委員会・部会関連事項 

 ①文化委員会（舛中泰宏正会員：観月秀文文化委員長代理） 

  ＊商工会・日本人会共催ピクニック関連報告 

ピクニック開催まで数日となり、700名を超える参加申込があった。

ラッフル券の前売り券は昨年度実績を若干上回るものとなり順調で

はあるが、ピクニック当日の売上を伸ばせるよう関係者の協力をお

願いする。また、ラッフル抽選用の賞品のご寄付をまだ受付けてい

るので、会員企業のグッズなどを23日までに三水会センターへお

願いしたい。なお、急遽牧場側からバーベキューグリルの使用をパ

ビリオン内でという要請があったため、飲食はパビリオンの外（木立

の中や池周りのピクニックテーブル）を利用していただくこととなる

旨、ご理解いただきたい。 

  ②スポーツ委員会（鈴木一正会員：阿部憲一スポーツ委員長代理） 

  ＊商工会ソフトボール関連報告 

9月5日（日）にHouston Sportsplex において予選会が行われ、イーグ

ルス、ロードランナーズ、住友Dash、そしてCometsの4チームが9月25
日（日）の準決勝戦進出となった。   

  ＊第541回テキサス会「商工会会長杯」開催について 

現在、Mitsui E&P USA社を中心にエネルギー部会で準備を開始。詳

細が決まり次第、商工会事務局を通じて会員各位へご案内する。各

賞用の寄付を募りたく、ご協力をお願いしたい。 

    開催月日：2011年11月20日（日）（予定） 

    開催場所：Houston National（候補地） 

    担当部会：エネルギー部会 

  ③婦人部委員会（三宅栄里子婦人部委員長） 

  ＊古本市開催報告 

9月10日（土）に三水会センター1階ホール（東側）で今期2回目の古

本市を開催。今回の売上金は$863.50、寄付金が $214.30となり、合

計 $1,077.80は一般図書購入のために三水会センターへ寄付する。 

  ＊ドキュメンタリー映画DVD購入・上映会について 

ロイター社の日本人テレビレポーター／プロデューサーである我謝京

子さんによるドキュメンタリー映画「母の道、娘の選択」のDVD（約

$300）を入手し、日本人会タイアップで無料上映会を行う方向で婦人

部委員会が検討中。DVD購入費用は先般行った古本市の売上金か

ら拠出する。上映会時に東日本大震災被災者のための寄付募金も検

討する。    

９．その他 

＊United Airlines社の会員ステータスについて（井川啓子特命理事） 

Continental Airlines 社とUnited Airlines 社の合併により、井川特命理

事がシカゴのUnited本社へ、赤松正会員がロサンジェルス支店を含む

西海岸全域を担当することになった。井川特命理事より、United社の

本社がシカゴに移転したことから、正団体会員としての継続することに

ついての可否について確認があったため、理事委員会として問題ない

という判断から同社が引き続き正団体会員として留まることとなった。 

平成平成2323（（20112011）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  
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 東日本大震災の影響で順延されたピクニックとソ

フトボール準決勝・決勝戦を、9月25日（日）にThe 
Gordon Ranchで開催しました。今年の記録的な干

ばつの中、火事発生を心配した牧場側から、開催

一週間前に突然、「バーベキューはパビリオンの中

で！」という通達がきました。参加者の皆様には準

備の変更などでご不便をかけましたが、当日は幸い

混乱もなく、ソフトボールやピクニックのゲーム、閉

会式やラッフル抽選会などの行事を予定通り進める

ことができました。今年は参加人数が705名と少な

めで、また、これまで使えなかったパビリオン3番と4
番が開放されたためか、会場では皆さんがゆったり

とくつろいだ雰囲気だったのが印象的でした。そし

て、皆が待ちに待った（？）ソフトボール表彰式と

ラッフル抽選会の開始。スポーツ委員会からイーグ

ルス優勝の発表があり、（結果等の詳細は来月号の

ガルフに掲載されます。お楽しみに！）、総領事杯
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河野 淳一郎 

◆The Museum of Fine Arts Houston 
(713-639-7300,www.mfah.org 木曜は入場無料) 
@Audrey Jones Beck Building 

*Acid on Metal: The Art of Etching and Aquatint 
-Nov.27 2011 

*Selected Prints by Robert Rauschenberg –Dec.11 
*The Art of Living in Eighteenth-Century Paris –

Dec.11 
*The Spirit of Modernism -Jan.29 2012 

@Glassell School of Art   
*Working in the Abstract : Rethinking the Literal -

Nov. 28 2011 
@Caroline Weiss Law Building 
*Tutankhamun:  The Golden King and the  Great 

Pharaohs Oct.16 - Apr.15, 2012 
◆ Contemporary Arts Museum Houston 
(5216 Montrose Blvd 713-284-8250 
www.camh.org 入場無料) 

*Donald Moffett: The Extravagant Vein  -Jan.8 
◆Houston Museum of Natural Science 
(One  Hermann  Circle  Drive,  713-639-4629, 
www.hmns.org) 
*Discovering the civil war  Oct 14 - Apr 29.2012 
*Minerals  Transformed  Through  Vision  &  Skill 

from Oct.28 - Spring 2012 
◆The Menil Collection 
(1515 Sul Ross 713-525-9400, www.menil.org 入場
無料 Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm) 

*Walter De Maria : Trilogies - Jan.8 2012 
*Seeing Stars: Visionary Drawing from the Collec-

tion from Sep.23 -Jan 15 2012 

ミュージックミュージック  

(Metal, Rock & Pop) 
Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-629-3700 

Oct. 15, 6pm: Judas Priest 
Oct. 18, 7:30pm: Adele 
Oct. 28, 7:30pm: Hocus Pocus Pops 

House of Blues Houston 888-402-5837 
Oct. 15, 9pm: Dark Star Orchestra – Continuing the 

grateful Dead Experience 
Oct. 16, 8pm: An Evening With Peter Frampton – 

Frampton Comes Alive 35 Tour 
 Oct. 19, 9pm: Ben Rector in the Bronze Peacock 
 Oct. 21, 7:30pm: Jack’s Mannequin 
 Oct. 21, 8pm: Gaelic Storm in the Bronze Peacock 

Oct. 23, 8pm: Mix 96.5 Bosom Ball starring Colbie 
Caillat 

Oct. 24, 8pm: The Musical Box – The Exclusive, 
Authorized by Peter Gabriel, Re-Creation of 
Genesis’ “The Lamb Lies Down on Broad-
way 

Oct. 29, 8pm: CSS w/ special guest MEN 
Nov. 1, 8pm: Yngwie Malmsteen 
Nov. 3, 8pm: Ledisi 
Nov. 4, 7pm: Warren Haynes 
Nov. 5, 8pm: 3 Guitar Heroes Featuring Muchael 

 Schenker Uli Jon Roth & Leslei West 
Nov. 6, 1pm: Max and Ruby 
Nov. 7, 8pm: Peter Murphy/She Wants Revenge 

 Nov. 9, 6:30pm: The Noise Tour featuring Mayday  
 Parade Powered by Journeys 
Nov. 11, 8:30pm: Wale “Ambition Tour” 
Nov. 12, 7pm: Yellowcard 
Nov. 15, 8:30pm: Manzarek & Robby Krieger of   
 THE DOORS 
Nov. 17, 7pm: Saints & Sinners Tour fear. Between  
 The Buried And Me 
Nov. 19, 8pm: The Jayhawks 
Nov. 20, 8pm: GWAR 

Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Oct. 15, 8pm: Straight No Chaser 
Oct. 25, 8pm: Dream Theater 

(Classic) 
Shepherd School of Music, Rice University 713-348
-5400 

Nov. 1, 8pm: Cuarteto Casals 
Jones Hall 713-224-7575 

Oct. 15, 10am & 11:30am: Once Upon a Dream  
8pm: Idina Menzel 

 Oct. 16, 7:30pm: Idina Menzel 
 Oct. 20 & 22, 8pm: Ravel’s Daphnis and Chloe 
 Oct. 23, 2:30pm: Ravel’s Daphnis and Chloe 
 Nov. 3, 7:30pm: Matrix Live: Film in Concert 
 Nov. 4-5, 8pm: The Music of Paul McCartney 
 Nov. 6, 7:30pm: The Music of Paul McCartney 
 Nov. 10 & 12, 8pm: Brahms’ Second Symphony 
 Nov. 13, 2:30pm: Brahms’ Second Symphony 
 Nov. 18, 7pm: Emanuel Ax Plus Tchaikovsky 3 
 Nov. 19, 8pm: Emanuel Ax Plus Tchaikovsky 3 
 Nov. 20, 2:30pm: Emanuel Ax Plus Tchaikovsky 3 
 Nov. 26, 7:30pm: Vivaldi’s Four Seasons 
(Latin) 

Oct. 15, 8pm: Dia de la Hispanidad featuring Asso-
ciacio Cultural I’Aljama 

Oct. 29, 7:30pm: Lunada 2011 
(Rap & Hip Hop) 
Toyota Center 713-758-7200 
 Oct. 26,  “The Throne: JAY-Z and Kanye West” 
(World Music) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-629-
3700 

Nov. 5, 8pm: Celtic Thunder 

美美  術術  等等  

Main Street Theater—Chelsea Market (4617 
Montrose Blvd.) 713-524-6706 
www.mainstreettheater.com 

*Diary of a Worm, a Spider and a Fly (Oct. 15 
& 22) 

Unity Theatre (300 Church, Brenham) 979-830-
1460 www.unitybrenham.org  

*Steel Magnolias (~Oct. 23) 
Texas Repertory Theatre (14243 Stuebner Air-
line) 281-583-7573 www.texreptheatre.org  

*Wait Until Dark (~Oct. 30) 
Alley  Theatre  (615  Texas)  713-220-5700 
www.alleytheatre.org  

*Driving the Estate (~Oct. 30) 
UpStage Theatre at Lambert Hall (1703 
Heights Blvd.) 713-838-7191 
www.upstagetheatre.org  

*Romeo and Juliet (~Oct. 22) 
Express Theatre (9600 Hempstead) 713-682-
5044 www.expresstheatre.com  

*The Adventures of Tom and Huck (Oct. 15, 22 
& 29 and Nov. 5 & 12) 

Wortham Theater Center—Brown Theater 
(501 Texas) 713-228-6737 
www.houstongrandopera.org  

*The Barber of Seville (Oct. 21~Nov. 6) 
*Fidelio (Oct. 28~Nov. 13) 

劇劇  場場  

MLS/Houston Dynamo @ Robertson Stadium 
(http://www.houstondynamo.com/) 
  Oct.23(Sun) 6pm   LA Galaxy 
NFL/Houston Texans @ Reliant Stadium  
(http://www.houstontexans.com/ ) 
Oct.30(Sun) 12pm    Jacksonville Jaguars 
Nov.6(Sun) 12pm     Cleveland Browns 

スポーツスポーツ  

トロフィー授与の後、渡部総領事代理にご挨拶

をいただきました。続いてピクニック幹事から

パットパットゴルフ入賞者6名の発表がされ、い

よいよラッフル抽選会。任天堂DSやホテル宿

泊券、レストラン食事券やギフトカード、そして

日本行き航空券など50品目にわたる賞品の当

選番号が読み上げられるたびに、本部席前に

集まった参加者から大きな歓声やため息が上

がっていました。 
 この行事の開催にあたり、ソフトボール担当の

スポーツ委員会、ピクニック業務を担当された

商工会会員と日本人会会員の皆様、ボランティ

アの方々、そしてラッフル抽選用の賞品を寄付

下さった関係者の皆様にご協力いただいたお

陰で、平成22年度最終の行事を無事成功裏に

終了することができました。この紙面をお借りし

て御礼申し上げます。 

They will have foods, contests, unique stores, 
friendly doggies on street!! Bring your dogs!  
http://www.oldtownspring.com/events.htm 
Oct 8 – Nov 27 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。http://www.texrenfest.com/  
Oct 22 Texas Mushroom Festival @ MSIAON-
VILLE TX Their festival is so unique that you will 
see so many different kinds of mushrooms including 
SHIIITAKE!  
http://www.texasmushroomfestival.com/ 
Oct 22   Houston Women’s Festival @ Jones Plaza 
(Houston, TX) Ticket: $16 (advance) and $25 (at the 
door). Ticketは少し高めですがご興味のある方はこち

らのサイトを参考にしてください。 
http://www.hwfestival.org/ 
Sep 30 - Nov 6 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歩きながら、発

見することができます。90-min.  
http://www.discoverhoustontours.com/ 
Oct 15-16 Wings Over Houston Airshow @ El-
lington Field, Houston, Texas Produced by the Com-
memorative 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。 
http://www.wingsoverhouston.com/ 
Oct 22-23 Fall Festival in the Japanese Garden 
(Fort Worth, TX) traditional Japanese dance, music, 
martial arts demonstrations,  papermaking, and tea 
ceremonies. Adults $5.00, 4-12yrs $3.00, under 4 
free。http://fwbg.org/calendar-of-events/ 

その他その他  

Oct 22, 23 Pet Festival @Old Town, Spring.  free.  

 10月1日より商工会の新年度（平成23
年度）が開始されました。当地にご着任

されたばかりの山本条太新総領事を名

誉会長にお迎えし、上野真吾新会長を

軸とする理事委員会も新体制発足とな

り、その活動が始まりました。 

 昨年度は世界経済の低迷状況に加

え、3月に起こった東日本大震災の影響

で、日本もヒューストンも色々な意味で大

変な一年ではありましたが、会員各位の

ご協力のもと、商工会の様々な活動を全て

成功裏に終了することができました。それ

ぞれの行事・活動をご担当くださった会員

各位に対し、この紙面をお借りして改めて

御礼申し上げます。 

 新年度も引き続きご支援･ご協力をいた

だけますよう、宜しくお願い致します。 

新年度開始新年度開始新年度開始   

平成23（2011-2012）年度 

ヒューストン日本商工会 

編  集  後  記 

 平成22(2010-2011)年度最後の行事となった「ピクニッ

ク・ソフトボール準決勝&決勝」は、記録的な干ばつの中

でバーベキューは「パビリオン」の中で開催となったものの

盛会であった。 

 平成23(2011-2012)年度商工会の新体制が発足しまし

た。 

 蜻蛉を見かけ、当地もようやく季節は秋となった模様。し

かし春を告げる「東風の連載コラム」を読んでみたい。異

なる惑星に来たかのような剥き出しのまま残る大自然

Joshua Tree National Park。 

 愛煙家諸氏にはこどもへの「受動喫煙」の影響を考慮い

ただきたい。社会全体がその影響に対する正しい知識を

有することが肝要。 

 ピアニストの戸田光彦氏とオペラ歌手のRebecca and 
Meaghan Heath姉妹の共演による“日本の歌曲を楽しむ

会”鎮魂と復興への思いとなった真夏の一夜。 

 現地校では、学校が重要視している安全確保のために

も、保護者の皆さんは学校の規則を再読することが重要

です。 

 ピンクの秘密兵器にマトリョーシュカの帯。結婚20周年

の飛行妻の配偶者が最低高度278km,最高高度460kmの

軌道で地球を周回している国際宇宙ステーションISSで作

業を継続している。宇宙で抹茶を点てる実験、微小重力

下での水の細やかな集合体の美は科学の進歩の一つ。

宇宙羊羹はさぞや格別の味ではなかったでしょうか。 

 Children’s Museum of Houstonでの若田光一宇宙飛行

士の講演では当地の子供たちが科学への興味が尽きな

かった。彼らの質疑をきいてみたいもの。宇宙食アイスク

リームの味は？                  （中水 勝） 


