
 毎年恒例となりました、新年晴れ着撮影会を

下記の日程にて開催いたします。華やかな振

袖、落ち着いた訪問着や男性用の羽織袴に女

性用の袴のほか、花嫁の打掛などを用意して

おります。ご自身のカメラをお持ちいただき、晴

れ着姿を会場にて撮影いただけます。ご家族

の記念、あるいはお友達と思い出の一枚に、も

ちろんお一人での撮影も歓迎です。 
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編  集  後  記 

サンクスギビングも過ぎ、クリスマスの12月になりました。 

今号のガルフストリームは、第21回「六者交流会開催」を一面に、「商工

会議事録」、第556回の「テキサス会」は会長杯、「会社紹介」、「アメリカＩＴ

最新事情」の第5回は日常業務のＩＴ化・クラウド化の最先端、補習校の「水

ロケット発射実験」、化学実験もされたという補習校3年生の「会社見学」、

「補習校先生体験談」、「七五三写真撮影会」、様々な人種の方と楽しまれ

ているという「課外活動(バレーボール)」、「駐妻日記」、「ピーカンキッ

ズ」、「テキサスメディカル」、「ヒューストン知っとん」、「シネマ情報」、さらに

告知が3件「晴れ着撮影会」「古本市」「第二回ガルフ川柳募集」、そして、

「Houston Walker」になります。 

大統領選挙からひと月余り、街も平穏を取り戻したでしょうか？クリスマ

ス電飾がみられ、すっかり、年の瀬を感じる今日この頃です。皆さんのお

家の周りでも、輝くお家・お庭が見られるのではないでしょうか。有名なとこ

ろでは、リバー オークスの電飾に毎シーズン多くの見物人が訪れるとか？

ある方に、「車はどこに停めるのがよいですか？」とお聞きしたら、車がゆっ

くり動きながらの見物で、駐車の心配はないそうです。また、ヒューストン動

物園でもZoo Lightsとして、18時から夜間のライトアップが始まっていると

か、1月15日までの予定だそうです。冬は、光で飾られるヒューストン、これ

もきれいですね。 

今年も各方面の方々にお世話になりました。来年も、「ガルフストリーム」

を宜しくお願い申し上げます。             （佐藤大地） 

Japan Business Association of Houston 

１０...テキサス・メディカル最前線 

１１...知っとん物語・シネマ情報 

１２...各種告知・H.Walker・編集後記 

■Until December 21  Trader’s Village 

2016 Holiday Market with Santa Claus @ 
Trader’s Village   
Santa is at Trader's Village this weekend to 
meet and greet. It only $5 to take pictures 
with Santa. Free to enter the market. $4 to 
park your car. 
http://tradersvillage.com/houston/events/
holiday-market-with-santa-claus-5-photos-5/ 
 

■January 6-15  Houston Boat Show @ 

NRG Center   通常の入場料大

人10ドル子供12歳以下4ドル。

NRG Center駐車場料金＄10。

1000以 上 の ボ ー ト や Ｒ Ｖ ( レ

ジャーカー)が展示される予定

になっています。日本ではな

かなか見られないＲＶを見に

行ってみませんか？ 
http://houstonboatshows.com/ 
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 ガルフストリームでは、「あるある～」と思わずう

なずいてしまう当地の生活での何気ない一コマ

を題材としたユニークな川柳を募集しています。

今回は、下記のテーマを設定しました。お一人

様何句でもどうぞ。 

 たくさんのご応募お待ちしております。 

 生活・情報委員会では下記のとおり「古本

市」を開催いたします。 

 今回も、現地校で日本語を学習している生

徒にも大変好評な日本語教材（辞書、ひらが

なドリル、漢字ドリル、国語・漢字学習ノート）

のコーナーを設ける予定です。また、これら

日本語教材のご寄付も受け付けております。

三水会センターに専用の箱を用意しておりま

すので、お持ちいただけるようお願いいたし

ます。  
 皆様のご来場を心よりお待ちしております。 

 

開催日時：2016年2月11日（土） 

               10：00～12：00 

開催場所：三水会センター 会議室 

 

◆ボランティアも同時募集◆ 

 前日及び当日にお手伝いをしていただけ

る方を募集しております。ご希望の方は、希

望日の3日前までに、商工会事務局までご連

絡ください。 

 前日 2月10日（金） 11：00～13：00   

 当日 2月11日（土） 9：30～13：00 

 

連絡先：商工会事務局 Tel：281-493-1512 
sansuikai@jbahouston.org 

第２回 ガルフ川柳募集！！ 

■賞： 商工会会長賞 

   ガルフストリーム編集委員長賞（各1点）  

  ※豪華賞品が当たります！ 

■テーマ：クリスマス、お正月、バレンタインデーに

ちなんだもの 

■締切：3月31日 

■応募方法：emailに作品、ペンネーム、作品の説

明、氏名を書いて下記アドレスまでお送りください。 

※氏名は公表しません。未発表の作品に限ります。 

■提出先： 商工会事務局 assist@jbahouston.org 

※応募作品は選考の上、ガルフストリームに掲載予

定です。 

商工会生活・情報委員会主催 

「古本市」開催のご案内 

ショーイングジャパン  

晴れ着撮影会のお知らせ 

日時： 1月14日（土） 10時～4時15分    

          予約制 

場所： 三水会センター 

参加費： 着付けのみ20ドル   

              髪のセット15ドル 

お申し込み方法：  

  ホームページをご覧ください  
 http://showingjapan.wordpress.com/ 

お問い合わせ： showingjapan@live.jp 

 11月4日（金）・5日（土）に、州内六都市（Austin, 

El Paso, Houston, McAllen, San Antonio 及び

Dallas）の日本人会・商工会の方が一堂に会し、

第21回テキサス州六者交流会をダラスにて開催

し、186名の方にご参加頂きました。 

 今年度のダラス商工部会のキャッチフレーズ「ダ

ラスが熱い」を今回の交流会のテーマとし、テキサ

スを象徴するようなカウボーイスタイル（カウボーイ

ハットやブーツ）のドレスコードで実施されました。

各都市参加者には、「今ダラスがなぜ熱いのか」を

目で見て（バス見学）、話を聞き（パネルディスカッ

ション）、飲んで（Grapevine市観光局提供のワイン

を試飲）、食べて（懇親会のテキサスBBQ）、実体

験して頂きました。 

 

 第一部のバス見学は、会場のHilton DFW Lakes

を11時半に出発し、バス3台に分乗してダラスの熱

いスポットを楽しいバスガイド説明付きで回りまし

た 。 最 初 の 訪 問 先 で あ るCoppell/Irving市 の

Cypress Watersは、7-ELEVENの本社等日系企業

数社が入る開発地区。7-ELEVEN本社前では、カ

ウボーイハット姿の社員の方から主力商品の差入

れを頂くという歓迎サプライズ。興奮冷めやらぬ間

に、バスはミッドタウン再開発予定地へ。そこでは

未来予想図を片手に開発計画に興奮の連続。そ

の後、Marriott at Legacy Town Centerで歓待を受

け、Plano市長がサプライズ登場！ウエストレガ

シー地域や周辺で生み出される雇用者数等、

Plano市がいかに「熱い！」かをご説明頂きました。

バスは建設中のウエストレガシー地域を横目に通

過し、トヨタモーターノースアメリカ本社前で停車。

車窓から建物実物を眺めながら、車内ビデオ併用

でトヨタ社員の方から本社概要のご説明を受けま

した。次に米国最大と言われるFrisco市のThe Star

Dallas 
開発地域のカウボーイズ本社・練習場を見学。

Frisco市経済開発局ディレクターと、700人の候補

者の中からカウボーイズ チアリーダーに選抜され

た河田侑子さんがサプライズ登場！この地域は

「$5billion 1Mile (1マイルの距離で5000億円開発

計画)」と言われ、今後更に発展が期待されていま

す。最後は、Grapevine市観光局でワインテイス

ティングをしながら観光に注力して発展する同市

の戦略をご紹介頂きました。 

 

 その後、Hilton DFW LakesのAustin Ranchにお

いて三井物産ロジステックス栗岡社長の司会でパ

ネルディスカッションが開催されました。先ずはダ

ラス日本人会の平井会長（Hitachi High Technolo-

gies America/VP）から日本人会組織の説明があ

り、続いて本交流会主管の安藤商工部会長

（Gephyro Consulting/President ）から挨拶、イベン

ト趣旨背景の説明、 ダラス紹介がありました。バス

見学で実感していただいた「今なぜダラスが熱い

のか」を詳細統計等も踏まえた説明で、皆様には

さらに「ダラスが熱い」を再確認頂けたのではない

でしょうか。パネルディスカッションでは、企業の役

員8名をパネラーとしてお招きしました。ダラスの主

要企業且つ歴代日本人会会長職の方々と今後

日本人会で活躍が期待されるパネラーが一堂に

会するのは大変稀な事。説得力ある生の声を伺う

機会となりました。冒頭では、パネラーのNEC 

Corporation of America/高橋社長のネクタイがトヨ

タモーターノースアメリカ永田CAOにテキサス流

儀で切られるというコミカルな場面もあり、皆さんを

和やかな雰囲気へ誘導する演出も本イベントの一

体感を醸成したのではないでしょうか。モデレー

ターの大橋弁護士のもと、パネラー各氏より1)会

社紹介及びダラス進出の経緯と現在の状況、2)進

出当初と現在のダラスでのビジネスの違い・ビジネ

スチャンス、3)行政サポートの状況や行政との関わ

り、4)ダラスの人材・生活等、ダラス在住であるが故

の多様なエピソードについてお話しいただき、全

員が耳を傾けました。挑戦する土壌がテキサス

州、特にダラスには備わっており、この気質がダラ

スで事業を行う上で利点となっており、一方で技術

系人材採用が難しい点等々、とても興味深い内容

となりました。また、テキサス州と覚書締結した愛知

県から会へ祝辞も届き、さらなるサプライズとなりま

した。 

 

 第二部懇親会の始まりでは、Deep in the Heart of 

Texasの軽快な音楽の中、栗岡さん・鈴木恵子さん

（Suzuki Graphic）が登場、テキサススタイルの六者

交流会に相応しい懇親会のスタートとなりました。

冒頭に、ダラス日本人会・平井会長の開会の辞と

ダラス・カウボーイズの河田侑子さんのご紹介。在

ヒューストン日本国総領事館の天野総領事からの

ご挨拶では、来年ダラスに領事館の分室設置の可

能性も示唆され、大いに盛り上がりました。その後

は、商工部・高橋前会長（MOL Logistics (USA)/

Branch Manager）の乾杯のご発声と続きました。次

にテキサスBBQを食べながらの歓談後、各都市代

表の方に各都市の紹介及び近況報告をして頂

き、各都市がテキサスの好調な経済の支えとなっ

ているのを実感しました。最後は航空各社様から

ご提供いただきました日本往復航空券（2名様）と

アップグレード券（1名様）が当たる恒例の抽選会

で盛り上がりました。閉会に際し、次回六者交流会

の開催都市であるMcAllen日本人商工会に「テキ

サス州六者交流会のバナー目録」が贈呈され、各

都市の参加者の方々へのお礼の握手で、懇親会

は終了しました。 

 翌日は名門カウボーイズゴルフコースでゴルフ

大会が開催され、71名が参加し、さらなる親睦を深

める事が出来ました。賞品をご提供頂きました各

社様には、この場をお借りしてお礼申し上げます。 

 

 今回の交流会は、「ダラスが熱い」を皆様が自ら

実感し、有意義でサプライズ満載な時間をお過ご

しいただけたと思います。来年はMcAllenで皆様

にお会いすることを楽しみにしております。 

（ダラス商工部会） 

＜六者交流会の写真は次ページに掲載＞ 

７...補習校会社見学・先生紹介 

８...七五三写真撮影会・課外活動 

９...駐妻日記・ピーカンキッズ 

三水会センター休館及び図書返却日一部変更のお知らせ 

 年末年始のホリデーのため三水会センター（図書館、商工会及び補習校事務局）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。貸出

日から2週間先の返却日が休館期間に該当する場合は3又は4週間の貸出となります。 

（例1 貸出日：12月14日 返却日：1月4日、例2 貸出日：12月10日 返却日：1月7日）  

休館期間：2016年12月24日（土）～2017年1月3日（火） 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

■January 15  Chevron Houston Marathon 
@ Downtown  Founded in 1995, the Chevron 
Houston Marathon's Run for a reason Charity 
Program links thousands of runners with par-
ticipating nonprofits. It  provides a platform for 
charities to raise awareness and funds as well 
as educate others about their cause.  
http://www.chevronhoustonmarathon.com/ 
 

■January 18  22nd Annual Martin Luther 

King Jr. Parade @ San Jacinto St & Elgin 
Street  Houston Celebrating! Its 22nd Anniver-
sary, the MLK Grande Parade is the third 
largest parade in the U.S. behind The Rose 
Parade and The Macy’s Day Parade.  
http://www.houstonpress.com/event/22nd-
annual-mlk-grande-parade-7944850 
 

■Now until January 27, 2017  The Ice 
Skate at The Discovery Park in Houston 
Downtown @ The Discovery Green The ICE 
at Discovery Green uses recycled water from 
Kinder Lake to create a 7,716 square-foot ice 
skating surface, making it the largest outdoor 
skating rink in the Southwest. $14 includes 
skate rental and tax.     
http://www.discoverygreen.com/ice 

ザ・スターにあるフォードセンターにて 

パネルディスカッション 
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平成28（2016-2017）年度11月 商工会理事委員会 議事録 

11 

日  時： 平成28年11月16日（水）11：30～12：40  

場  所： 住友商事社 会議室（10階） 

出席者： 名誉会長、名誉会員1名、理事委員9名、正会員代理1名、事務局長 

欠席者： 理事委員13名（うち本多副会長委任11名、代理委任2名） 

司  会： 木村健洋 幹事 

１．商工会会長連絡 （本多之仁 副会長: 薙野太一 会長代理） 

 薙野会長が業務の都合で不在の為、本多副会長の代読により会長連絡が行われた。 

①新会計年度も一カ月強が過ぎ、補習校運動会（10/15）、六者交流会（11/4&5）、テキ

サス会（11/13）の開催と当会が関係するイベントも盛り沢山であった。各イベント開催に

向け周到なご準備を頂いた関係各位には、深謝申し上げる。 

②産業界の動向を見てみると、原油価格は OPECによる11月末の減産合意への期待

が高まり10月後半にはWTIも50ドル/bblを超えたが、減産合意の難航が予想され、また

在庫統計等需給に改善傾向が見られず、再び足元43ドル台（11/14現在）で推移してい

る。エネルギー生産を中心とした関連産業はヒューストンの産業基盤の一つだが、やは

りここに来て域内の新車販売数、新規ビル契約額、非雇用者レートの何れも9月までの

Year to Dateベースでの前年対比はマイナスとなっている。2014年後半からの原油価格

下落の動きに対し、これら統計は此れまで比較的耐性が高さを示していたが、ここに来

ては影響が出ているのかと推測している。ただ、石油も2017年後半には世界需給バラン

スが均衡すると予想され、徐々に世界的需給は締まってくると予想されているので、そ

の動きを注視しているところである。 

③11月8日に行われた大統領選挙がこの時期最大のトピックスとなっており、直前のメ

ディアの予想に反してトランプ氏の当選という結果となった。直後には為替、株式、コモ

ディティーの相場がリスク回避の動きを見せたが、その後はトランプ政策への期待から

米国株価上昇や揺り戻しもあり、動きには不透明感が強い現状である。今後ビジネス領

域でどういう影響･変化があるのか、当商工会が意見交換の場となることを願っている。   

２． 総領事館連絡 （天野哲郎 総領事） 

 メディアのネガティブキャンペーンを受けたトランプ氏が次期大統領に選出され、メ

ディアが米国社会の実態をきちっと捉えていたのか疑問を感じざるを得ない結果となっ

た。各地で行われていた反トランプ・デモはやや落ち着いてきた様子だが、現在はテロ

などが起きやすい状況にあることから、油断することなく、デモ等大勢の人達が集まる場

所などには近づかないようご注意いただきたい。また、大統領選挙の過程で人種的な課

題が大きな注目を集めた流れを受け、会員の子弟が通っている学校で、万が一、人種

差別的ないじめに遭うようなことがあれば、当館で対応させていただくので是非ご連絡

いただきたい。 

 11月17日に安倍首相は、就任前のトランプ次期米大統領とニューヨークで会談を予定

しているが、これまで築き上げてきた日米同盟関係の更なる強化についてとりあげられ

るものと考えられる。我々日本政府としても、日頃から、米軍駐留経費については、日本

は約7割という多額の負担をしており、これは独や韓国等他国と比べても高いことや、

TPPに関しては、日米両国の経済発展のために自由貿易がいかに大切なのかについ

て、米側関係に対して、しっかりと伝えられる様に更なる努力をしていきたい。今後、トラ

ンプ次期大統領の考えより現実的なものとなる様期待している。当地の日系企業の皆

様におかれても、政府関係者と接する機会にはぜひTPPの早期発効をご支援いただけ

るようお伝えいただきたい。総領事館は、今後も日本のビジネス活動に対する理解を当

地に於いて深めていけるよう努めていく所存である。妙な動き等、お気づきの点があれ

ば、当館が東京やワシントンと連携を図り対応していくので、引き続き、ご協力・ご支援

いただきたい。 

３．第21回テキサス州六者交流会結果報告 （増田 徹 教育委員長： 髙杉 禎 第一副

会長代理） 

 11月4日に同交流会がダラスにて開催され、六都市から総勢186名が参加した。今年

度のダラス商工部会のキャッチフレーズ「ダラスが熱い！」を交流会のテーマとし、第一

部では活況なダラス市内の開発地をバスツアーで見学し、現地の日系企業役員による

パネルディスカッションを通してダラス進出の経緯と現状、ビジネスチャンスなどについ

て話を聞いた。第二部のテキサススタイルの懇親会では、他都市によるプレゼンテー

ション（当会は高杉第一副会長が担当）、BBQの会食、交流、情報交換が行われた。

翌日は、名門カウボーイゴルフコースで開催されたゴルフ大会に71名が参加し、さら

に親睦を深めることができた。来年は、McAllenにて開催予定である。 

４． 他団体関連報告 （加藤眞人 他団体対応・日本庭園担当特命理事） 

＊Hermann Parkならびに日本庭園について 

①先日、Hermann Park Conservancy （HPC）からHermann Park （HP）開園100周年

キャンペーンに関するメールを受領し、HPC開設（1992）以来2015年末までに累計5

万ドル以上の寄付を行った組織として、2017年にHPのLake Plazaに設置される

Donor WallにJBAHの名称を刻むをことに許可を求めてきたため、当会で承認しそれ

に応じることとなった。なお、このDonor Wallは、日本庭園の石碑とは別物との由。 

②日本庭園開園25周年記念事業への寄付は、11月初めの時点で200万ドルの目標

額に対して残りが29万ドルとなっている。 

③姉妹都市の千葉から日本庭園に寄贈された大賀蓮の花が咲かないため、再度、

寄贈されることになった。 

④恒例の秋の日本庭園清掃作業が11月19日（土）午前9時から予定されており、事

務局よりすでに案内済みである。ぜひご協力いただきたい。 

⑤Japan Festival (5/6-7) 前後のJapan Week関連イベントとして、HPCのGALA(4/28)、

日本庭園25周年記念レセプション(5/2)、生け花インターナショナルによる展示会(5/7)

などが予定されている。その他、まだ確定していない行事もいくつかあり、分かり次第

追ってご報告する。 

５． 新規入会申請について （木村健洋 幹事） 【承認事項】 

 定款第二条第二項に従い、下記の正団体会員3社の入会申請を全会一致で承認

した。 

＊正団体会員 

①KOBELCO  CONSTRUCTION  MACHINERY U.S.A.  INC.   

 申請者・責任者： 森田 克彦（もりた かつひこ）氏 

②NYK Energy Transport (USA) Inc.  

 申請者・責任者： 小沼 可幸（こぬま よしゆき）氏 

③Milestone Chemical Tankers America, Inc.  

 申請者・責任者： 加藤 雅弘（かとう まさひろ）氏 

６． 委員会・部会関連事項 

①スポーツ委員会 （榊原正博 正会員：内藤 聡 エネルギー部会長代理）  

＊第556回日本商工会・日本人会共催テキサス会「商工会会長杯」開催結果報告 

 11月13日（日）に絶好のコンディションの下、The Club of Kingwood-Forestにてゴル

フコンペを開催し、79名という多くの参加者を迎えて激戦が繰り広げられた。収支

は、約90ドルの黒字となった。ボランティア、賞品提供者、参加者の皆様には、感謝

申し上げる。次回のテキサス会は、鉄鋼部会の幹事の下、来年5月頃の開催となるの

で引き続きご支援・ご参加いただきたい。 

７． 事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

①商工会事務局/三水会センター及び補習校事務局閉所連絡  

 休館日：11月24日（木）～11月28日（月）  

②会議日程について 

 12月度理事委員会： 12月21日（水）から14日（水）に変更。 通常通り、住友商事

社にて11:30より開催。 

  1月度常任委員会： 1月25日（水） 9:00-10:00にUnited Way of Greater Houston

にて開催確定。定例講演会は、同会場にて10:00-11:30に開催。 

③会員消息  

 会員名簿の改訂作業は最終段階に入っており、クリスマス前に皆様にお届けでき

るよう鋭意作成中である。皆様のご協力に感謝申し上げる。本日現在の会員数は、

名誉会員8名、正個人会員695名（正団体会員数112社）、準会員数39名、総会員数

は742名である。詳細は12月発行の2016－2017年版会員名簿を参照。 

By 
Kumiko 
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1 オーロラ（ローレンス）が眠る格納器だけが開い

て、90年も早く眠りから覚めてしまう。初めは途

方に暮れていた二人だが、やがて現実を受け

入れ宇宙船での生活を楽しんでいた。だがそ

れもつかの間、宇宙船に深刻な不具合が生じ、

大きな危険が迫る。 

ひとこと：今売れっ子のプラットとローレンスの他、

ローレンス・フッシュバーンやアンディ・ガルシア

も共演。 

 
HIDDEN FIGURES   

（2017年）1月13日 ★★☆（ドラマ） 

出演：タラジ P. ヘンソン、オクタヴィア・スペン

サー、ジャネール・モネイ、他 

あらすじ： 世界で宇宙開発競争が高まる中、1962

年にジョン・グレンがアメリカ初の地球周回軌道

飛行に成功。その功績の陰には、NASA に勤

める黒人女性、物理学者・数学者のキャサリン

（ヘンソン）、数学者のドロシー（スペンサー）と

航空宇宙技師のメアリー（モネイ）の飛び抜けた

数学的頭脳、技術、そして性別・人種を越えた

プロの信念と大きな努力があった。 

ひとこと：NASAのアポロ計画などに貢献した実在

の女性達を描く作品。科学者役にケヴィン・コス

ナー、宇宙飛行士グレン役にはグレン・パウウェ

ルが出演。また、“Happy”という曲で有名なファ

レル・ウィリアムスが製作と音楽のプロデュー

サーを手掛けたとか。 

SILENCE （2017年）1月21日 ★☆☆（ドラマ） 

出演：アンドリュー・ガーフィールド、リアーム・

ニーソン、浅野忠信、他 

あらすじ：舞台は17世紀の江戸。日本で布教し

ていたポルトガル人のフェレイラ司祭（ニーソ

ン）が棄教したと聞き、弟子のロドリゴ（ガー

フィールド）等は真実を知るため、キリシタン

禁制の日本に潜入。密かに布教活動をする

が、通訳として雇っていたキチジロー（浅野）

の裏切りで捕らえられ、背教を迫られる….。  

ひとこと：マーティン・スコセッシ監督が20年越し

の悲願を実現させ、遠藤周作の小説「沈黙」

を映画化。 

 

その他のお薦め作品 

Paterson  12月28日 ★☆☆（ドラマ） 

Star Wars: The Force Awaken のカイロ役を

演じたアダム・ドライヴァー主演。永瀬正敏

が詩人役でラストシーンに登場！ 

La La Land   
12月16日 ★☆☆（ドラマ／ミュージカル）  

売れないジャズピアニストと女優の恋物語。

ピアニスト役にライアン・ゴズリング、その恋

人役はエマ・ストーン。ダンスシーンがいい

感じ。 

Why Him?  12月23日 ★☆☆（コメディー） 

厳格な父が愛娘と交際す

るIT富豪の青年に会って

超 パ ニ ッ ク に！ジ ェ イ ム

ズ・フランコが入れ墨だら

けの大富豪役で出演。 

A MONSTER CALLS  
(2017年) 1月6日  

★★★ （ファンタジー） 

出演：ルイス・マクドゥー

ガル、フェリシティー・

ジョーンズ、他 

あらすじ：母親（ジョー

ン ズ）の 不 治 の 病、

疎遠な父と祖母との

関係、学校でのいじ

め … 深い絶望感を

抱える13才のコナー

少 年（マ ク ド ゥ ー ガ

ル）の前に、ある晩イ

チイの木の怪物が現れ、「私が3つの物語を語っ

た後、お前が4つ目の物語、心の真実の物語を

語れ」と彼を脅す。夢と現実の狭間で否応なしに

自分の心と向き合うことになったコナーは …。 

ひとこと：課題図書にも選ばれたという児童文学小

説を映画化。怪物の声には大物俳優リーアム・

ニーソンが出演。  

PASSENGERS  12月21日 ★★☆（ＳＦドラマ） 

出演：クリス・プラット、ジェニファー・ローレンス、他 

あらすじ： 新たな移住地となる惑星へ旅立った宇

宙船アヴァロン号には、120年後の到着まで

5,259名の入植者が冷凍睡眠格納器で眠ってい

る。出立から30年経ったある日、ジム（プラット）と

出典：https://en.wikipedia.org/wiki/ 
            File:A_Monster_Calls_poster.jpg  

★★★＝超お薦め ★★☆＝お薦め ★☆☆＝いいかな 

オースティン・ランチで開催された懇親会 天野総領事 
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存率）は、ステージI：57%、ステージII：44%、ステージIII：24％、ステージ

IVa：11%、ステージIＶb：3%となっています。大腸癌のステージIの5年生

存率が98％を超え、ステージIIIであっても80％を超えるように、他の癌と

比して治療成績も非常に悪いのが現状です。 
 

2. 治療法 

 これはどの癌腫であっても共通して言えることですが、科学的根拠に基

づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態

の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療である「標準治療」

をすることが、生存期間の延長に最も効果的であると考えられます。標準

治療を簡単に述べますと癌が膵臓にとどまっている場合は、手術と補助

化学療法（抗癌剤治療）を組み合わせて行います。癌が主要な血管を巻

き込んでいたり、別の臓器に転移したりして手術ができないときや再発時

は、放射線治療や抗癌剤治療を行うことになります。術式は膵頭部の腫

瘍は膵頭十二指腸切除、体部から尾部の腫瘍は膵体尾部切除を行うこと

になります。日本で多施設共同で行われた研究によると、手術後にティー

エスワンという抗癌剤を半年間内服することにより膵臓癌術後の5年生存

率が44.1%まで向上できてきました。また手術不能な膵臓癌でも抗癌剤治

療で中央値で11－13か月の予後まで改善してきており、状態に応じた最

善の治療をしていくことが大事であると考えられます。以前のテレビなどの

情報の影響でしょうか、いまだに抗癌剤の副作用の悪いイメージが強いで

すが、現在は副作用を和らげる良い薬も出てきており、切除不能な膵癌

に対しても「状態が良い時間をより長く作る」ために抗癌剤を使用するの

が良いでしょう。 

 

3. もし癌になっても 

今はインターネットが発展しており、色々な情報が得られる時代です。

しかし、インターネットの情報は玉石混交であり、「〇〇がん 克服」という

ような検索ワードを入れると、栄養療法や免疫療法と称して「癌が治っ

た！」というアピールをしている様々なサイトに出くわします。その類の治

療で癌が治った人もいるでしょうが、おそらく、それは天文学的な数字で

本当に奇跡であり、標準治療を否定して万人に勧める治療法ではありま

せん。さらにこれらの治療法のほとんどは自由診療であり、時には何百万

円もの治療費が皆保険制度の日本で患者さんの自己負担になってしま

います。抗癌剤治療や手術をどうしても受けたくないという患者さんの価

値観は尊重されるべきであり否定はできません。しかし、標準治療を否定

する「立場」をとる人間が、情報に疎い患者さんにフェアな説明をしない

で、客観的な根拠なしに標準治療法を否定し、一方的に誤った情報を植

え付け、自分の治療に誘導し利益を得るようなやり方は卑怯だといえま

す。本当に立派な治療であれば、日本国内でとっくに保険診療として認

められているはずで高額な治療費も支払わなくて済んでいるはずです。

私は標準治療を望まない患者さんには「私が同じ状況になったら、そのお

金で旅行に行ったり、おいしいご飯を食べに行きます。」と伝えています。 

以上、膵臓癌の話と標準治療の話を簡単にさせていただきました。標

準治療の成績を伸ばすだけでなく、正しい情報を患者さんに広め、すべ

ての患者さんが適切な治療を受けられるよう、これからも私は一消化器外

科医・肝胆膵外科医として日々精進していきたいと思っております。 

第146回 
 

           膵臓癌と標準療法の話  

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

についてお話して頂きます。 

 前回の工藤勇人先生から肝胆膵外科がご専門の大道清彦先生にバトンが移りました。 

皆さん初めまして。大道清彦（おおみちきよひこ）と申します。私もお世話に

なっている日本食スーパーの大道さんとは漢字は一緒ですが読み方は違いま

す。私は現在MDアンダーソンがんセンターの博士研究員としてDepartment of 

Surgical Oncologyの 中 の、Liver Sectionを 主 宰 す るVauthey教 授 の 下、

Research fellowとして、研鑽を積んでおります。日本では腹部全般を担当する

消化器外科中でも肝臓・胆管・膵臓の分野を専門とする肝胆膵外科医として働

いておりました。そこで今回は最近有名人も多く罹患して話題にもなっている膵

臓癌と標準療法の話をしたいと思います。 
 

1. 膵臓癌とは 

最近、第58代横綱であり、ウルフの愛称で親しまれていた千代の富士さんが

61歳の若さで膵臓癌でお亡くなりになられました。還暦の土俵入りをしたばかり

であり、ニュースを聞いた皆さんも非常にびっくりされたのではないでしょうか。

歌舞伎役者の十代目坂東三津五郎さんも膵臓癌でなくなったのも記憶に新し

いことだと思います。ちなみにアップル創業者のスティーブ・ジョブスさんは、膵

臓の腫瘍でも、神経内分泌腫瘍という日本人には比較的稀な腫瘍で亡くなっ

ており、神経内分泌腫瘍は今日お話しする一般的な膵臓癌とは少し振る舞い

が違う腫瘍ですので割愛させていただきます。 

膵臓は胃の後ろにあり、長さ20cmほどの細長い臓器です。十二指腸に囲ま

れている、ふくらんだ部分は頭部、真ん中の部分を体部、反対側の幅が狭く

なっている脾臓と接している端を尾部と呼びます。膵臓癌の進行度は腫瘍の大

きさと、周辺臓器への浸潤、転移の有無によって決められ、他の癌と同様にス

テージIからIVbに分けられています。日本膵臓学会膵癌登録によりますと、膵

臓癌の約8割はステージIVの最も進んだ状態で見つかり、治癒が最も期待でき

るステージIの状態で診断されるのはわずか1.7%という、早期発見が難しい癌

であります。さらに、日本膵臓学会の膵癌登録過去20年間の治療成績（5年生

 次回は同じ専門の水野隆史先生です。現在はMDアンダーソン

がんセンターの同じ研究室で私の隣の机です。私より2か月先に

来られており、色々教えていただいており、非常に頼りになる先生

です。  

医師（現MDアンダーソンがんセンター博士研究員）大道清彦  

 ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。  

 HZUSA Houston(以下HOU) 支店はNew Yorkに本社を置くHZUSA 

（Hitz日立造船(株)の１００％出資Group会社）の支店として2016年7月1日

に開店致しました。 

 当HOU支店は、日立造船が約40年以上の実績を有する石油、化学肥料

プラント用ReactorやConverterなどプロセス機器製品を在HOU顧客へ直接

Hitachi Zosen U.S.A. LTD.  

Houston支店 （HZUSA） 

  支店長 奥村 重温 さん 

 去る11月13日（日）、第556回テキサス会「商工会会長杯」

がヒューストン北東のThe Clubs of Kingwood (Forest)で開

催され、総勢79名の方が参加されました。ヒューストンで最

高のゴルフシーズンと言われる秋空の下、近年では最多の

参加人数でプレーすることが出来ました。今大会も前回同

様にダブルペリア方式で行われました。 
 

 今大会では、Yokogawa Corporation of Americaの武久 

知弘さんがグロス103、ネット71.8で「総合」及び「男子」の2

部門でみごと初優勝されました。「プレー中は優勝を諦めて

いましたが、ラッキーで優勝出来ました。副賞の松茸を日本

にいる妻にどのように食べさせるか悩み中です」とのコメント

を頂きました。また女性の部では5名が参加され、Japan 

Machine Tools Corpの山地 恭子さんがグロス92、ネット72.8

で優勝されました。「今日は本調子ではなかったのですが、

ドライバーが当たっていて、ドラコンを2つ取れて良かったで

す」とのコメントを頂きました。またInpex Corporationの三谷 

正実さんが79で回られ、ベスグロに輝かれました。皆様、誠

におめでとうございます。 
 

 今回も、商工会会員各社様、日本人会の皆様、日系スー

パー、レストラン様など多数の方々より、沢山のご寄付を頂

戴いたしましたことを厚く御礼申し上げます。また、10月から

総合＆男性優勝 武久さん（左） 女性優勝 山地さん（右） 

ベスグロ 三谷さん（左） 

第556回 テキサス会 

Dr.Vauthey（右）と筆者 

商工会会長に就任されました薙野会長にもプレーにご参加頂き、表彰式でのご挨拶

と優勝トロフィーの贈呈を賜りました。次回の第557回テキサス会は来年の5月頃を予

定しておりますので、引き続き多くの方にご参加頂けますよう宜しくお願い致します。 

 

エネルギー部会 幹事一同 

販売する目的で設立しました。 

 これらの製品は、当社が100年以上造船技術で培った鉄鋼材料（金属冶

金、溶接や機械加工）技術を応用したもので、トップレベルの技術は勿論

のこと品質や納期でも世界中の顧客から高い評価を頂いています。プロセ

ス機器は、石油精製、ＬＮＧ（液化天然ガス）、ＧＴＬ（Gas To Liquid）、肥料

など各種プラントの重要機器であり、有明工場（熊本県玉名郡長洲町）を主

力製造工場とするほか、インド大手のＩＳＧＥＣ社（ISGEC Heavy Engineer-

ing Limited）との合弁会社の２拠点で世界マーケットに対応しています。 

 HOU支店はWestheimer Rd. 沿いにあり、現在私と営業支援のスタッフの

2人ですが、日立造船南港、東京本社や有明工場からの営業、技術出張

者が滞在しており、おおよそ3-4名で業務を遂行しています。   
２．ヒューストン／テキサス州の印象についてお聞かせください。 

 見渡す限り広大（Flat?）で住宅区では木々の緑が映え、“衣（食？）住”は

理想的と感じています。 

 赴任前は東京（品川）で勤務していましたので、毎朝の通勤ラッシュがなく

自家用車で悠々と通勤できるのは本当にありがたいです！ 

 ただ7、8月の暑さが尋常でない事と仕事帰りにチョッと一献が出来ないの

が、少し寂しい限りです。 

 “（一滴でも）飲んだら乗らない！”と支店規則として制定しております。   

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。 

 ヒューストンへはこれまで出張では頻繁に来ていましたが、駐在は今回が

初めてです。 

 日頃はこちらの料理を楽しんでいますが、そろそろ焼肉、すき焼き、松

茸、鍋料理など日本料理が恋しくなってきたので、拙宅で食材を調達して

頑張ってみようと思っています。 

 またしばらく御無沙汰していたゴルフ（穴掘り？）も来年から再開しようと計

画しています。 

 こういった事を通して、在ヒューストン邦人の皆様や地元の方と交流を深

めて溶け込んで行ければと考えております。  

懇親会での薙野会長ご挨拶 

左から奥村さん、中川さん、相田さん 



 ピーカンキッズ今後の開催予定 

 
＜あそぼーかい＞ 

 2017年 

1月13日（金） 10時30分～ 

1月14日（土）  9時30分～ 

2月 1日（水） 10時30分～ 

2月 4日（土）  9時30分～ 

   

 

＜読み聞かせの会＞ 

 

12月10日（土） 9時30分～三歳以上を対象とした絵本  

          10時～ 三歳未満を対象とした絵本 

1月7日（土）  9時30分～三歳以上を対象とした絵本  

          10時～ 三歳未満を対象とした絵本 

2月11日（土）  9時30分～三歳以上を対象とした絵本  

          10時～ 三歳未満を対象とした絵本 

 

最新情報は、三水会センター内、日本語補習校内の

ポスター、またはコミュニティーサイトのヒューストンな

び＜hounavi.us＞でご確認いただけます。 

 

＊変更がある場合もございます。上記の各最新情報

をご確認ください。 

＊スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ちの方

やお問い合わせは、次のアドレスまでご連絡くださ

い。お待ちしております。 

 

あそぼーかい  
mama.asobokai@gmail.com  
 

読み聞かせの会   
houstonyomikikase@yahoo.co.jp  
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●身体あそび “おいも体操”  

 
二人一組になって身

体をいっぱい動かし

ました。ちびっこはお

いもの気持ちになれ

たかな！？ 

   
●うた “どんぐりころころ”  

 

実際に本物のどんぐ

りを見て、このうたを

歌いました。 

 

 

 

●工作 「ぬりえ」“秋”  

ちびっ子たちは秋にま

つわるいろいろな種類

のぬりえから好きなも

のを選んで色塗りを楽

しみました。 

※12日は後に「 七五

三写真撮影会」が控

えていたため、ぬりえ

用紙を持ち帰っていただきました。 

 
初めてのちびっこもお待ちしています。「あそ

ぼーかい」は月に2回、平日1回と土曜日1回開催し

ています。三水会センターのキッズルームへどうぞ

お気軽にお越しください。 

11月の「あそぼーかい」は秋らしい涼しさを感じる12日

（土）と、雲ひとつない鮮やかな青空の15日（火）に開催され

ました。11月のテーマは秋といえば・・・。気持ちの良い屋外

で体を動かすスポーツの秋。ゆったりと美術館、博物館を巡

る芸術の秋。そのほかにも読書の秋、食欲の秋、そしてなん

と言っても、山、海、畑や田んぼで美味しいものがとれる収穫

の秋。今月はちびっこたちと秋に採れるもので楽しみました。 

  
●はじまりのあいさつ 

  

トラお君トラ子ちゃんと、お

いもの種類がいろいろあ

ることを知ったり、本物の

どんぐりに触れたりしまし

た。 

 
●お楽しみ「紙芝居」  

“いもころがし：12日幼児向け”  

“おいしいおいしい！：15日乳幼児向け” 

 

いもころがしは大人も楽しめ

る 昔 話 。 お い し い お い し

い！は赤ちゃんが食べるこ

とを楽しむお話。ちびっこた

ちも耳を澄ましてじっくり聞

いていました。 

 

あそぼーかい 

 

駐妻のヒューストン日記 

第147回 佐々谷一恵  さん 

日本の職場で子供が生まれたらテキサスに住

むという話をした時に、アメリカ人の同僚に教え

てもらったこと。それは、テキサスはなんでも信じ

られないくらいデカイ、ショッピングモール内の

移動にも車を使う、車も駐車場もデカイ、食事

も…と。何のことだかさっぱりわからなかったので

すが、今ではピックアップトラックの大きさには驚

かなくなり、ショッピングモール内の移動に車を

使っている自分がいます、なるほど。 

 昨年2015年は我が家にとって一大転機の年で

した。第一子の娘が生まれ、同時に主人のテキ

サス州赴任が決まり、昨年10月末から赴任に同

行するという慌ただしい年になりました。そんな

月日もあっという間に過ぎ、先日一周年を迎えま

した。来たばかりの頃、寝てばかりだった3ヶ月の

娘はすっかり大きくなり、いまではよちよちと部屋

中を歩き回っています。 

 2011年に結婚をしてから、共働き生活をして

いた我が家では、平日の夕食は別々、私は仕事

の後に友人や仕事仲間と、週に3日は外食という

自由奔放な生活を送ってきました。アメリカでの

新しい生活、特にテキサス州に来てから最初の

3ヶ月はサン・アントニオに住んでいたため、車の

運転が苦手だった私は外にも出ることができず、

一日中部屋の中で過ごす毎日になりました。子供

はもちろん可愛い存在なのですが、それまでの自

由な生活がすっかりなくなってしまったことに慣れ

ることができず落胆していました。それでも最初の

うちは3時間に1回の授乳以外は寝ていたので、

本を読んだり、時間をかけて料理をしたり、好きな

ことができたわけですが、子供の成長と共にどん

どん自分の時間というものがとれなくなっていった

ように思います。 

 なにかを始めなければならないと感じていたと

き、サン・アントニオ日本語補習校のボランティア

募集をみつけ、お手伝いをさせて頂くことになっ

たのも束の間、今度はヒューストンへの引越しをす

ることになりました。補習校関係のご縁でヒュースト

ン日本語補習校をご紹介して頂き、講師として4月

から勤務をさせて頂いています。 

 

 

先生として指導し始めた当初は、小さい頃

からアメリカで生活し勉強ができる生徒たちを

羨ましいなと、安易に思っていました。しかし、

平日は現地校に通いながら土曜日は補習校

での勉強を両立するということは簡単なことで

はなく、頑張っている生徒達に本当に毎週感

心をするばかりです。授業の準備は、いつも

子供が寝た後になりますし、大変ではないと

いったら嘘になりますが、土曜日は完全に娘

を主人に任せて、やりがいのあるお仕事をさ

せて頂き、生徒たちとお話しができることはと

ても良いリフレッシュになっています。それもこ

れも、主人のサポートがあってのことなので、

本当に感謝をしています。 

話は変わりますが、この1年の間に、ポート

ランド、ニューオーリンズ、ニューメキシコ、ビッ

グベンドなど時間をみつけては行ったことのな

い場所に旅行に出かけました。その中でも一

番印象に残っているのは、テキサス州のマー

ファ（Marfa）という町です。有名ではないです

が、テキサス随一アートが盛んな町で、ギャラ

リーが立ち並んでおり、夏の気温も少し涼しく

テキサス州のミニ軽井沢（?）といった印象で

す。写真は宿泊をしたトレーラーハウスの前で

撮ったものです。内外装が素敵に装飾されて

おり、とても個性的で楽しい宿泊施設でした。

夏はとても人気らしく、休日はなかなか予約が

取れないようです。車で9時間かかり遠いです

が、とても面白い町です。是非足を運んでみ

てはいかがでしょうか。 

ゴルフ女性優勝者（山地様） 

ゴルフ男性優勝者（森様）  

髙岡総領事  

アメリカ 最新事情 
Information Technology 

第五回(最終回) 日常業務のＩＴ化・クラウド化の最先端          

出張旅費精算を電子化する「Concur」  
 イントラネットや社内ポータルサイトの新設・更新の際、よく開発候補にあがる機能に

出張申請と経費精算があります。出張申請→予約手配→精算書作成→承認→経理処

理→精算といった手続に浪費される労力は、出張が多い日系企業の深刻な課題でしょ

う。特に精算手続でのレシートを紙に張り付けて…という手作業部分が難題でした。            

 この煩雑な作業・手続を電子化する画期的なサービスをご存知でしょうか？ その名を

Concur.com（コンカー）というこのサービス、既に導入済の日系企業も少なくありません

が、出張精算をペーパーレス・自動化するクラウドサービスです。航空会社やホテル、

予約サイト等の請求書、UBER等の電子レシート、会社カードの利用データ等がConcur

に連動するだけでなく、各種レシートをスマホで撮った写真もConcurが取り込んで、経

費精算書の大部分を自動的に作成するのです。また、クラウドなので、上司もどこから

でもスマホで承認でき、会計システムとも連動できるので、精算終了までの期間と労力

を大幅に削減します。 

 ちなみに、レシートの写真を読み取って数値・文字データとして取り込む機能につい

て、手書きのtipがあったりすると自動読取の誤認識率はまだまだ高いので、Concurがど

う解決しているか興味深かったのですが、Concurのオペレーターが目視・手入力してい

るという話を聞いて妙に納得しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 クラウドPBX業界のトップシェアのRing Central社の提供サービスは、旧来の電話シ

ステムという概念を超え、UC（Unified Communication）として、電話会議、TV会議、

Web会議、固定電話からのTEXT、電子FAX、音声案内、通話録音等の基本機能

に加え、顧客管理システム等とも連携を可能にするAPI（異なるシステム間の接続を

可能とするプログラム）が開放されていることにより、OutlookやOffice 365、Google 

Appと言った一般的なクラウドサービスとも簡単に連携接続でき、次のようなメリットを

実現しています。 
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アナログ電話 Cloud PBX

どこでも利用可能

Outlook等のPCアプリと連動

システム購入不要

保守運用コスト無料

電話回線不要

米国内通話無料

TV会議、Web会議、電話会議

各内線にFAX機能

多拠点のNetwork化、内線接続

従来のPBX
及びIPPBX

進化するクラウド電話システム

通話機能

オペレータ取り次ぎ

デジタル化

ボイスメール

自動オペレーター

内線直通

① 固定電話、スマホ、タブレット、PCといった端末を自由に使える 

② 電話会議、 TV会議、 Web会議、 TEXT、 FAXが無料 

③ Outlook他、業務システムとの接続 

④ 海外（日本を含む70ヶ国以上）に専用電話番号を持てる 

⑤ 海外出張でも米国への通話は無料（スマホの内線化） 

⑥ 現在の電話番号をそのまま使える 

⑦ 30～50％の経費削減（一般的なPBXとの比較） 

筆者：新村 賢 （MultiNet International Inc. 代表 www.multinet-usa.com ） 

89年渡米、商社のIT Managerを経てMultiNetを94年に設立、日系企業向けのITソ

リューションプロバイダーとしてITシステム構築、情報セキュリティー対策、ERPと幅広い

コンサルテーションと技術サポートを提供。JBAH準会員。                        

お問合はメール・電話で  masaru@multinet-usa.com   713-581-8985  

 前回（9月号）はWindowsのサポート期限やOffice 365も含めたクラウド化についてお

話しました。さて、ITシステム更新時には、様々なクラウド機能が検討される時代となりま

した。筆者は「クラウド」という言葉が登場する前から、サーバー仮想化技術に取り組

み、クラウド的なサービスの企画や立上げに10年以上携わってきました。今回は、お堅

いIT専門領域ではなく、日常業務のIT化を実現し、今すぐ活用できそうな便利な「イケ

てる」クラウドサービスをご紹介します。  

不測の事態への対応準備ができているか？ 
 ヒューストンでもハリケーン、洪水、停電等で何日も仕事ができない状態を経験さ

れた方がいらっしゃると思います。NYでも、ハリケーンSandyの際に、1週間近く停

電したり、電話局設備が冠水して電話が何ヶ月も途絶えたところがありました。携帯

電話があっても安心ではなく、東北の大震災でも携帯の通話は難しかったがText

やSkype等のデータ通信は比較的使えたそうで、9.11と北東部の大停電（2003年）

でも携帯の通話は通じにくくなりました。電話会社の基地局の電源が8～12時間で

途絶えることと、被災者救済ための通信を優先する規制が原因でしょう。 

 こうした事態に備え、電話システムをクラウド化しておけば、通話ができるだけで

なく、どこでも仕事ができるようになり、最高のDR（災害復旧）対策にもなります。特

に、このRing Centralでは、非常時に会社の内線及び登録された携帯電話に一斉

に通知し、緊急の音声案内を提供し、不測の事態でも会社社員との連絡・周知や

安否確認を迅速に確実に行えます。会社へ出社できなくても、インターネット回線

さえあれば、会社の電話をどこにでも移動して業務を再開できます。電話機がなく

ても専用のAppでスマホやタブレット、PCでも使えるので余計な費用もかかりませ

ん。 

 従来そのようなシステム構築には莫大な費用を伴いましたが、クラウド化により費

用が抑えられるだけでなく、私がお手伝いしたケースの殆どはむしろ30～50％程

度の経費削減となっています。導入効果の分析（経費削減効果含めて）は簡単に

できますので、ご興味ありましたらお気軽にご連絡下さい。 

 

さて、この「アメリカＩＴ最新事情」も最終回となりました。皆様、お読み頂きありがとう

ございました。今後も引き続きお気軽にお問合・ご相談いただければと思います。 

 

 Concurのサービス料金も自社で独自にシステム化する費用とは比較にならない程安

く、事務効率化を考えるとコストパフォーマンスが高いサービスです。会社の会計システ

ムとどのように接続出来るか？どのように導入するか等のご相談ありましたら、上記連絡

先までお気軽にご連絡下さい。 

電話システムのクラウド化 
 クラウド化、技術革新による恩恵が高い意外な分野として電話システムがあります。発

明後1世紀以上経過してもアナログ技術がデジタル化された以外、機能的な進化が大し

てありませんでしたが、無線の技術の発達により携帯電話が急速に普及し、今ではスマ

ホという、小型コンピューターと携帯電話の融合で、便利な機器というか生活必需品とな

りました。一方で会社の電話システム（PBX）は、この30年、何も目立った進化をしていな

いというのが現実と思います。 

  出張経費精算の一例 
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＃7  バレーボールは楽しい！ 

 

  こんにちは！ 宮内です。皆様、8月にリオ・オリンピックのバレーボールを

見ましたか？！私は、普段日本ではなかなか見ることができない日本以外の

強豪国（男女）チームを連日大興奮でＴＶ観戦してました！（日本戦はほとん

ど観れませんでしたが） 

 ヒューストンに赴任して2年ほど経ち公私ともに少し余裕が出てきたころ

（2015年秋）、スポーツが盛んなこの国で、学生時代に打ち込んでいたバ

レーボールができたらいいなと思っていたところ、同年の商工会ピクニック時

に屋外バレーボールで遊んだことがきっかけで、友人がOpen Play Volleyball

（1回一人当たり$5）をwebsiteで見つけ、即、参加してみました。行ってみると

何と！エアコンの効いた専用体育館には8面もコートがあり、毎週火曜と木曜

の夜8:30～10:45の時間帯に国籍豊かなバレーボール好きの老若男女が150

名ほど集まっているではないか？！ さすがヒューストン、欧米系・中南米系・

アジア系・インド系など多様性豊か。 

 Open Play Volleyballは全て試合形式で1回（1日）4試合できます。参加者

は当日3段階のレベルに分けられますが、おおかた数人の仲間同士で参加

しているようです。初心者っぽい人から、私のように経験者ですがブランクの

あいている人、学生、現役のクラブチームでプレーしている凄い人など様々

です。但し、6人揃えば一つのチームを作ることができます。これまで何度か

“Team Japan”を結成できた時は、「日の丸を背負って戦っているぞ！」って感

じで試合をしましたが、大抵は色々な国籍や人種の人達と一緒のチームに

なって大好きなバレーボールをしながらストレス発散をしております。聞く

ところによると米国でバレーボールは、女子においては1・2位を争う人気

スポーツですが、男子は日本同様？にマイナーのようです。個人的に

は、日本代表バレーの復活を期待してます！ 

 日本に居たらなかなかできないバレーボールですが、比較的近い場

所で、リーズナブルに、メンバー集めも全く気にせずプレーできる環境に

はとても満足しています（最近、日曜の夜6:30～8:30にもできるようになり

ました）。経験者の方は勿論、未経験者の方でもバレーボールに関心の

ある方、ぜひ一緒にエンジョイしませんか！ ご興味のある方やご質問

のある方は、以下の連絡先へお気軽にご連絡下さい！ 

 

【連絡先】 宮内典祐（写真左）：miyauchi.norisuke@kobelco.com 

チャンドラー教子（写真中央）：n_abe@yahoo.com 

【場所】  Spike Sport Club http://www.spikesport.com/ 
10914 S Gessner Dr. Houston, TX 77071-3504 

今年のJapan Cup シアトル大会試合後 
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 七五三写真撮影会が11月5日と12日に三水会センターにて行われました。両日ともお天気に恵ま

れ、全部で51家族の方々がご参加され、お子様の成長を祝う素敵な記念日のお手伝いをさせて頂

く事が出来ました。 

 着付けルームでは、初めての和装に戸惑っていたお子様達が、お着物や羽織袴を身につけてい

くうちに鏡に釘付けとなり、最後には、自分の姿に眩しそうに見入っていたのがとても微笑ましかっ

たです。 

 赤い絨毯が敷かれた撮影ルームでは、明るい照明と屏風の前で、最初は緊張で顔が強張ってい

たお子様達も、周りの優しい声掛けで徐々に落ち着き、素敵な家族写真を撮影されていました。 

 ショーイングジャパンの着物や帯、羽織袴などは、ほとんどが以前ヒューストンにいらした方々が帰

国される際に置いていって下さった物です。その数は本当に多く、これらを見ていると、その長い温

かい繋がりに感激してしまいます。 

 1月には晴れ着撮影会が予定されており、振袖だけではなく、七五三のご衣装を着る事も出来ま

す。今回ご参加出来なかった方々も、是非、来年の晴れ着撮影会や七五三写真撮影会にお申込

み頂ければと思います。 

 今回の七五三写真撮影会では、109名の方に着付けを、57名の方に髪の毛のセットをさせて頂き

ました。頂戴しました参加費は、今後の活動費として大切に使わせて頂きます。ご参加された皆様

に心より御礼を申し上げます。 着付け担当 

 受付担当    

 髪のセット担当  

 撮影室担当    

Showing 

Japan 

～補習校中学部2・3年生の理科実験～  

 毎年6月、JAXAのご支援とご協力を得て行っている水ロケットの実験を、今年は秋に行いました。これは、理科の授業の一環と

して中学部2・3年生が参加します。 

 第一回目は、10月29日。持ち時間：2時間。目標：水ロケット2つを完成させること。JAXAの職員総勢3名をお迎えし、中2と中3

の混合グループ4つが2つの教室に分かれて、水ロケットの設計と製作に早速とりかかりました。中2は一つのグループに6人。対

する中3は、4名程度。最初から数で圧倒されている中3は、この日欠席者が多く、最初は中2に押され気味でした。しかし中2の生

徒たちは、先輩たちと一緒に授業を受けられるのが光栄らしく、中3の指示に従い、嬉々として作業を行っています。 

 JAXAの皆さんは、仏様のような慈しみ深い眼差しを生徒たちに注ぎながら、楽しそうに作業を見守っていました。生徒たち自

身で考えることを基本として、生徒たちが質問をしてくるまで黙って待っています。しかし、質問されてもすぐに答えを教えてくれ

るわけではありません。生徒自らが自分たちの力で結論を導き出せるようにヒントを与えたり、考えを深めるために、理論を丁寧に

説明するだけです。そうしてできた水ロケットに対する生徒たちの愛着と満足度は、非常に高いものとなりました。完成したロケット

には、各グループがエノキだのマツタケだのと好きな名前をつけ、記念写真を撮ってこの日は終了です。 

 11月5日。雲が多く、風もほとんどない爽やかな日となりました。昨年は、体が溶けそうなほど

暑い中で汗をダラダラかきながらの実験でしたので、11月に日を移して正解です。 

 打ち上げ実験場に生徒たちが出ていくと、朝のうちにJAXAの皆様が水や発射台の準備を整

えてくださったので、あとは打ち上げるばかりとなっていました。前回欠席の生徒たちもいたの

で、JAXAの皆様がもう一度自己紹介をしてくださり、理科担当の清水先生から注意事項を聞

いた後、いよいよ実験開始。 

 ロケットに水を入れる人、発射台の角度を調整する人、ポンプで空気を送り込む人、記録を取

る人、発射ボタンを押す人など、各グループ内で役割を分担し、中2と中3が協力し合って、水ロ

ケットが次々と空に舞い上がって行く…こともありました。 

 最初のうちは、要領がわからず高く上がっても遠くに飛ばなかったり、左右に大きく蛇行して

飛距離が伸びなかったり、重すぎて発射後すぐに落ちたりしていました。ひとつ飛ぶたびに、巻

き尺を片手にした久留所長が、落ちている水ロケットのもとにフットワークも軽く駆けていきます。

そんなに遠くに行かずにすんでいるうちは、ニコニコして行ったり来たりしていましたが、だんだ

ん飛距離が伸びてくるとさすがに疲れたようで、相棒のVanDyneさんに選手交代。生徒たちも、

次々と役割を交代して、全員が全部の仕事を一度はやることができたようです。 

 そのうち、小学部の児童が見学にやって来たので、中2の生徒たちが水ロケットのしくみや飛

ばし方の説明をしました。小学生たちに見守られて、ますます張り切る中学生たち。もっと遠く

に飛ばそうと、角度や水の量の調整にも熱がこもってきます。 

 結局、2時間で合計30回ほどの打ち上げを行って、実験は終了。何度も空に舞い上がっては

地面に叩きつけられた水ロケットは、ひとつ残らずノーズコーンがひしゃげて、フィンもちぎれか

かったりの満身創痍でしたが、職務を全うして誇らしげでした。生徒たちにとっては、「ハヤブ

サ」に匹敵する宝物になったのでは? 

 今回の2学年合同の授業では、理科の知識はもちろん、共同作業への取り組み方を学んだ

り、普段あまり交流のない学年の生徒と近しく作業を行って親しくなるという副産物もあり、大変

有意義な時間となりました。 

 最後になりましたが、この水ロケットの実験のために、2日間も遠路はるばるお越しくださった

JAXA職員の皆様へ、心から御礼申し上げます。発射台横待機で、水を何度も浴びてビショビ

ショになりながらも笑顔を絶やさなかった髙田さん、発射台の角度の調整を手伝って何度も

立ったりしゃがんだりしていた梅村さん、後方でさりげなく気を配りながら、手薄な所にヒーロー

のごとく現れてフォローしてくださった中西さん、飛距離を測ってくださった久留所長とVanDyne

さん。「宇宙に一番近い補習校」に在学していなければ体験し得ないJAXAの絶妙のチーム

ワークを垣間見ることができました。 

 生徒たちからのメッセージ：今度こそもっと遠くに飛ぶロケットを作りたいので、来年もよろしく

お願いします!                                （補習校中学部 佐藤暁子） 
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 今年で45年目を迎えるヒュー

ストン日本語補習校では、今後

児童生徒の増加が見込まれる

ため、現在教員を募集中です。 

 現場の教員の方に登場してい

ただき、職場としての補習校に

ついて、教員の立場からの体験

や思いをお伝えしてまいります。 

 これを読んで、ひとりでも多く

の魅力ある先生が仲間に加わっ

てくだされば幸いです。第12回

目は、後藤先生にお聞きしまし

た。 

聞くと、みんなに教えてあげたい、みんなはどんな反応をす

るだろうとワクワクします。 

Q. 補習校で大変だったことを教えてください。また、それを

どのようにして乗り越えましたか？ 

A. 授業計画にしても資料集めにしても、正解も終わりもない

作業が多い仕事ですので、時間がいくらあっても足りない、と

いうのが先生方の殆どが感じていることではないかと思いま

す。3年目でようやく自分の中で仕事のリズムが出来てきまし

たが、そうすると今度は型にはまった授業になってしまうとこ

ろもあり、まだまだ乗り越えることはできていません。 

Q. これから応募される方へのメッセージをお願いいたしま

す。 

A. 児童の自由な発想や発言で、毎週「目からウロコ」が落ち

るような経験をさせてもらっています。気が付かないうちに自

分の考え方がずいぶんと柔軟さを失っていたことに気が付く

と共に、視野が広がる楽しい仕事だと思います。 

後藤 明日美 先生 

勤務年数： 3年目  

ビザの種類：グリーンカード 

Q  

ヒューストン 

日本語補習校 

教員 

募集中 
Q. 補習校に勤められたきっ

かけはどのようなことですか？ 

A. 2013年の夏にジョージア

州アトランタよりヒューストンに

引っ越して来ました。当時、娘

が小さく平日に働くのは難しい

と思っていましたが、それでも

何か社会とかかわって行きた

いと考えていた所に、補習校

が教員を募集していることを知

り応募しました。 

Q. どのような教員になりたいと思っていますか？ 

A. いつも笑顔でいられたら、とは思っているのですが、

なかなか難しいです。  

Q. 現在、何を教えていらっしゃいますか？ 

A. 小学校５年生の担任として国語と社会を教えていま

す。  

Q. 補習校で勤務を始めて、期待どおりだっ

たことと意外だったことは何ですか？ 

A. 両親が共に日本で教員をしていたので、

仕事内容で意外と感じることはそれ程無かっ

たのですが、敢えて言えば、児童の生活の

あまりの忙しさにびっくりしたことでしょうか。

平日には週5日現地校に通い、宿題をし、

様々な習い事をした上に、補習校の宿題や

テスト勉強をこなすという日常を日々過ごして

いる彼らには、心より頭が下がります。 

Q. 補習校での、教員としてのやりがいや喜

びを感じた経験を教えてください。 

A. 子供たちの笑顔が一番ですね。少しでも

面白く、興味を持てるような授業にしたいと、

日頃から様々なことに対してのアンテナを立

てるようになりました。面白いニュースや話を

恒例となったヒューストン日本語補習校3年生の社会科

見学は、商工会会員企業のご協力を得て、毎年実施さ

れています。今年は、初の見学先となったクラレ様にて、

理科の実験と工場見学の二本立てでの学習となりまし

た。（編集部） 

 ようやく過ごしやすい気候となって来た11月5日（土）、ヒューストン日本語

補習校の3年生72名が、クラレアメリカを訪れました。昨年の参加者は54名

でしたので、1年の間に1.3倍増加したことになります。 

 子ども達がスクールバスで到着後、大広間に並べた12個の机に1班6人で

着席し、白衣とゴム手袋、保護メガネを装着し、社会科見学がスタートしまし

た。なお、今回は、「見学」よりも「体験」に焦点を置き、クラレの製品を利用

した3つの化学実験（スーパーボールすくい、芳香剤作製、スライム作り）と

施設見学をしました。まずは、諸注意とクラレについての簡単な説明から。

日本ではだいぶ有名になったはずのクラレのキャッチフレーズ「ミラバケッソ

（未来に化ける新素材）」も、ここでは数名の子どもにしか知られておらず、

残念でした。アメリカでもＣＭを流さなければ、と感じました。 

 1つ目の実験は、水に溶けるフィルムを利用した「スーパーボールすくい」

です。このフィルムは、Tide PODSなどの洗濯用洗剤や食洗器用洗剤の包

装として使用されています。子ども達に、このフィルムを和紙の代わりに貼っ

た2つの異なるすくい網（AとB）を渡し、20秒間でどちらが多くスーパーボー

ルを取れるか一人ずつやってもらいました。子ども達は、1つでも多く取ろう

と、開始の合図とともに素早くすくいだし、非常に熱中していました。全員が

終わった後結果を集計し、なぜBの方が、たくさんとれたのか（水に溶けな

かったのか）理由を考えてもらいました。 

 続いての芳香剤作製では、吸水性のプラスチックにぬるま湯を入れ、好き

な色（赤・緑・青）と香料（レモンやココナッツ、ジャスミンなど）を加えました。

その後、プラスチックに早く吸水させるため、子ども達に水で浸されたプラス

チックの入った容器を振ってもらいました。「えーっっ！！」という声で会場

が包まれるほど、皆驚いていましたが、プラスチックが膨らみだすと、水を

吸って徐々に膨らんでいく様子に興味津々で楽しそうでした。その後の色・

香り付けでは、お互いに色を見せあい、自分の一番好きな香りを作り出そう

と、集中してやっていました。芳香剤が完成した後、なぜプラスチックが水を

吸ったのか、どうやって香りを作っているのか説明をしました。100グラムの

レモンから天然の香りがどれくらいとれるかという質問は中々難しかったよう

で、答えの0.3ミリグラムという少なさに驚きの声が上がっていました。 

 3つ目の化学実験では定番中の定番、スライム作りを行いました。まずは

ある水溶液に芳香剤の時と同様に色を付けてもらい、その後、もう1つの液

体を少しずつピペットで入れていき、かき混ぜる。この作業を一人一人

にやってもらいました。一生懸命かき混ぜるものの液体の量が少なく

て固まらない子、液体を慎重に慎重に足していく子、液体をいっきに

入れる子など個性あふれる実験となりました。その後、なぜ液体を加え

ていくと固まったのか、その仕組みを説明しました。開始から大分時間

が経過していましたが、質問には多数の手が上がり、皆集中して聞き

入っていました。 

 そして最後に、お待ちかねの施設見学を行いました。2つのグルー

プに分かれ、交代で見学を行いました。1つのグループは、クラレが

作っているプラスチックの粉や粒が、どんな形でみんなのところに届く

のか、袋やシートを作る機械が実際に動いている様子を見学しまし

た。こういった機械は珍しいようで、色々な質問が活発に飛び交って

いました。もう1つのグループは、クラレの製品が日常生活のどんなとこ

ろに使われているのか、実際の最終製品を見せながら説明をしまし

た。 

 アメリカで社会科見学に携わるのは今回が初めてでしたが、子ども

達の元気の良さには終始圧倒されっぱなしでした。特に驚いたのは、

皆非常によく発言をするということです。日本でも同じような社会科見

学に関わった経験がありますが、手を挙げる子が少なかったように記

憶しています。「日本人は会議で発言しない」などと言われています

が、世界における日本のプレゼンスを高めるためにも、是非この姿勢

を大人になっても維持していってほしいと感じました。 

 最後に、中間素材メーカーであるクラレの製品は、消費者の目に直

接存在を認知されるものではなく、わかりにくい点もあったと思います

が、実は身近なところに存在し世の中に広く貢献していることや、化学

の面白さを体感してもらえたのではないかと思います。この社会科見

学が、子ども達の理科への興味を深め、学ぶことの面白さを感じる一

助となれば幸いです。          （文責：補習校見学会事務局） 
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＃7  バレーボールは楽しい！ 

 

  こんにちは！ 宮内です。皆様、8月にリオ・オリンピックのバレーボールを

見ましたか？！私は、普段日本ではなかなか見ることができない日本以外の

強豪国（男女）チームを連日大興奮でＴＶ観戦してました！（日本戦はほとん

ど観れませんでしたが） 

 ヒューストンに赴任して2年ほど経ち公私ともに少し余裕が出てきたころ

（2015年秋）、スポーツが盛んなこの国で、学生時代に打ち込んでいたバ

レーボールができたらいいなと思っていたところ、同年の商工会ピクニック時

に屋外バレーボールで遊んだことがきっかけで、友人がOpen Play Volleyball

（1回一人当たり$5）をwebsiteで見つけ、即、参加してみました。行ってみると

何と！エアコンの効いた専用体育館には8面もコートがあり、毎週火曜と木曜

の夜8:30～10:45の時間帯に国籍豊かなバレーボール好きの老若男女が150

名ほど集まっているではないか？！ さすがヒューストン、欧米系・中南米系・

アジア系・インド系など多様性豊か。 

 Open Play Volleyballは全て試合形式で1回（1日）4試合できます。参加者

は当日3段階のレベルに分けられますが、おおかた数人の仲間同士で参加

しているようです。初心者っぽい人から、私のように経験者ですがブランクの

あいている人、学生、現役のクラブチームでプレーしている凄い人など様々

です。但し、6人揃えば一つのチームを作ることができます。これまで何度か

“Team Japan”を結成できた時は、「日の丸を背負って戦っているぞ！」って感

じで試合をしましたが、大抵は色々な国籍や人種の人達と一緒のチームに

なって大好きなバレーボールをしながらストレス発散をしております。聞く

ところによると米国でバレーボールは、女子においては1・2位を争う人気

スポーツですが、男子は日本同様？にマイナーのようです。個人的に

は、日本代表バレーの復活を期待してます！ 

 日本に居たらなかなかできないバレーボールですが、比較的近い場

所で、リーズナブルに、メンバー集めも全く気にせずプレーできる環境に

はとても満足しています（最近、日曜の夜6:30～8:30にもできるようになり

ました）。経験者の方は勿論、未経験者の方でもバレーボールに関心の

ある方、ぜひ一緒にエンジョイしませんか！ ご興味のある方やご質問

のある方は、以下の連絡先へお気軽にご連絡下さい！ 

 

【連絡先】 宮内典祐（写真左）：miyauchi.norisuke@kobelco.com 

チャンドラー教子（写真中央）：n_abe@yahoo.com 

【場所】  Spike Sport Club http://www.spikesport.com/ 
10914 S Gessner Dr. Houston, TX 77071-3504 

今年のJapan Cup シアトル大会試合後 

 

七
五
三
写
真
撮
影
会 

 七五三写真撮影会が11月5日と12日に三水会センターにて行われました。両日ともお天気に恵ま

れ、全部で51家族の方々がご参加され、お子様の成長を祝う素敵な記念日のお手伝いをさせて頂

く事が出来ました。 

 着付けルームでは、初めての和装に戸惑っていたお子様達が、お着物や羽織袴を身につけてい

くうちに鏡に釘付けとなり、最後には、自分の姿に眩しそうに見入っていたのがとても微笑ましかっ

たです。 

 赤い絨毯が敷かれた撮影ルームでは、明るい照明と屏風の前で、最初は緊張で顔が強張ってい

たお子様達も、周りの優しい声掛けで徐々に落ち着き、素敵な家族写真を撮影されていました。 

 ショーイングジャパンの着物や帯、羽織袴などは、ほとんどが以前ヒューストンにいらした方々が帰

国される際に置いていって下さった物です。その数は本当に多く、これらを見ていると、その長い温

かい繋がりに感激してしまいます。 

 1月には晴れ着撮影会が予定されており、振袖だけではなく、七五三のご衣装を着る事も出来ま

す。今回ご参加出来なかった方々も、是非、来年の晴れ着撮影会や七五三写真撮影会にお申込

み頂ければと思います。 

 今回の七五三写真撮影会では、109名の方に着付けを、57名の方に髪の毛のセットをさせて頂き

ました。頂戴しました参加費は、今後の活動費として大切に使わせて頂きます。ご参加された皆様

に心より御礼を申し上げます。 着付け担当 

 受付担当    

 髪のセット担当  

 撮影室担当    

Showing 

Japan 

～補習校中学部2・3年生の理科実験～  

 毎年6月、JAXAのご支援とご協力を得て行っている水ロケットの実験を、今年は秋に行いました。これは、理科の授業の一環と

して中学部2・3年生が参加します。 

 第一回目は、10月29日。持ち時間：2時間。目標：水ロケット2つを完成させること。JAXAの職員総勢3名をお迎えし、中2と中3

の混合グループ4つが2つの教室に分かれて、水ロケットの設計と製作に早速とりかかりました。中2は一つのグループに6人。対

する中3は、4名程度。最初から数で圧倒されている中3は、この日欠席者が多く、最初は中2に押され気味でした。しかし中2の生

徒たちは、先輩たちと一緒に授業を受けられるのが光栄らしく、中3の指示に従い、嬉々として作業を行っています。 

 JAXAの皆さんは、仏様のような慈しみ深い眼差しを生徒たちに注ぎながら、楽しそうに作業を見守っていました。生徒たち自

身で考えることを基本として、生徒たちが質問をしてくるまで黙って待っています。しかし、質問されてもすぐに答えを教えてくれ

るわけではありません。生徒自らが自分たちの力で結論を導き出せるようにヒントを与えたり、考えを深めるために、理論を丁寧に

説明するだけです。そうしてできた水ロケットに対する生徒たちの愛着と満足度は、非常に高いものとなりました。完成したロケット

には、各グループがエノキだのマツタケだのと好きな名前をつけ、記念写真を撮ってこの日は終了です。 

 11月5日。雲が多く、風もほとんどない爽やかな日となりました。昨年は、体が溶けそうなほど

暑い中で汗をダラダラかきながらの実験でしたので、11月に日を移して正解です。 

 打ち上げ実験場に生徒たちが出ていくと、朝のうちにJAXAの皆様が水や発射台の準備を整

えてくださったので、あとは打ち上げるばかりとなっていました。前回欠席の生徒たちもいたの

で、JAXAの皆様がもう一度自己紹介をしてくださり、理科担当の清水先生から注意事項を聞

いた後、いよいよ実験開始。 

 ロケットに水を入れる人、発射台の角度を調整する人、ポンプで空気を送り込む人、記録を取

る人、発射ボタンを押す人など、各グループ内で役割を分担し、中2と中3が協力し合って、水ロ

ケットが次々と空に舞い上がって行く…こともありました。 

 最初のうちは、要領がわからず高く上がっても遠くに飛ばなかったり、左右に大きく蛇行して

飛距離が伸びなかったり、重すぎて発射後すぐに落ちたりしていました。ひとつ飛ぶたびに、巻

き尺を片手にした久留所長が、落ちている水ロケットのもとにフットワークも軽く駆けていきます。

そんなに遠くに行かずにすんでいるうちは、ニコニコして行ったり来たりしていましたが、だんだ

ん飛距離が伸びてくるとさすがに疲れたようで、相棒のVanDyneさんに選手交代。生徒たちも、

次々と役割を交代して、全員が全部の仕事を一度はやることができたようです。 

 そのうち、小学部の児童が見学にやって来たので、中2の生徒たちが水ロケットのしくみや飛

ばし方の説明をしました。小学生たちに見守られて、ますます張り切る中学生たち。もっと遠く

に飛ばそうと、角度や水の量の調整にも熱がこもってきます。 

 結局、2時間で合計30回ほどの打ち上げを行って、実験は終了。何度も空に舞い上がっては

地面に叩きつけられた水ロケットは、ひとつ残らずノーズコーンがひしゃげて、フィンもちぎれか

かったりの満身創痍でしたが、職務を全うして誇らしげでした。生徒たちにとっては、「ハヤブ

サ」に匹敵する宝物になったのでは? 

 今回の2学年合同の授業では、理科の知識はもちろん、共同作業への取り組み方を学んだ

り、普段あまり交流のない学年の生徒と近しく作業を行って親しくなるという副産物もあり、大変

有意義な時間となりました。 

 最後になりましたが、この水ロケットの実験のために、2日間も遠路はるばるお越しくださった

JAXA職員の皆様へ、心から御礼申し上げます。発射台横待機で、水を何度も浴びてビショビ

ショになりながらも笑顔を絶やさなかった髙田さん、発射台の角度の調整を手伝って何度も

立ったりしゃがんだりしていた梅村さん、後方でさりげなく気を配りながら、手薄な所にヒーロー

のごとく現れてフォローしてくださった中西さん、飛距離を測ってくださった久留所長とVanDyne

さん。「宇宙に一番近い補習校」に在学していなければ体験し得ないJAXAの絶妙のチーム

ワークを垣間見ることができました。 

 生徒たちからのメッセージ：今度こそもっと遠くに飛ぶロケットを作りたいので、来年もよろしく

お願いします!                                （補習校中学部 佐藤暁子） 



 ピーカンキッズ今後の開催予定 

 
＜あそぼーかい＞ 

 2017年 

1月13日（金） 10時30分～ 

1月14日（土）  9時30分～ 

2月 1日（水） 10時30分～ 

2月 4日（土）  9時30分～ 

   

 

＜読み聞かせの会＞ 

 

12月10日（土） 9時30分～三歳以上を対象とした絵本  

          10時～ 三歳未満を対象とした絵本 

1月7日（土）  9時30分～三歳以上を対象とした絵本  

          10時～ 三歳未満を対象とした絵本 

2月11日（土）  9時30分～三歳以上を対象とした絵本  

          10時～ 三歳未満を対象とした絵本 

 

最新情報は、三水会センター内、日本語補習校内の

ポスター、またはコミュニティーサイトのヒューストンな

び＜hounavi.us＞でご確認いただけます。 

 

＊変更がある場合もございます。上記の各最新情報

をご確認ください。 

＊スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ちの方

やお問い合わせは、次のアドレスまでご連絡くださ

い。お待ちしております。 

 

あそぼーかい  
mama.asobokai@gmail.com  
 

読み聞かせの会   
houstonyomikikase@yahoo.co.jp  
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●身体あそび “おいも体操”  

 
二人一組になって身

体をいっぱい動かし

ました。ちびっこはお

いもの気持ちになれ

たかな！？ 

   
●うた “どんぐりころころ”  

 

実際に本物のどんぐ

りを見て、このうたを

歌いました。 

 

 

 

●工作 「ぬりえ」“秋”  

ちびっ子たちは秋にま

つわるいろいろな種類

のぬりえから好きなも

のを選んで色塗りを楽

しみました。 

※12日は後に「 七五

三写真撮影会」が控

えていたため、ぬりえ

用紙を持ち帰っていただきました。 

 
初めてのちびっこもお待ちしています。「あそ

ぼーかい」は月に2回、平日1回と土曜日1回開催し

ています。三水会センターのキッズルームへどうぞ

お気軽にお越しください。 

11月の「あそぼーかい」は秋らしい涼しさを感じる12日

（土）と、雲ひとつない鮮やかな青空の15日（火）に開催され

ました。11月のテーマは秋といえば・・・。気持ちの良い屋外

で体を動かすスポーツの秋。ゆったりと美術館、博物館を巡

る芸術の秋。そのほかにも読書の秋、食欲の秋、そしてなん

と言っても、山、海、畑や田んぼで美味しいものがとれる収穫

の秋。今月はちびっこたちと秋に採れるもので楽しみました。 

  
●はじまりのあいさつ 

  

トラお君トラ子ちゃんと、お

いもの種類がいろいろあ

ることを知ったり、本物の

どんぐりに触れたりしまし

た。 

 
●お楽しみ「紙芝居」  

“いもころがし：12日幼児向け”  

“おいしいおいしい！：15日乳幼児向け” 

 

いもころがしは大人も楽しめ

る 昔 話 。 お い し い お い し

い！は赤ちゃんが食べるこ

とを楽しむお話。ちびっこた

ちも耳を澄ましてじっくり聞

いていました。 

 

あそぼーかい 

 

駐妻のヒューストン日記 

第147回 佐々谷一恵  さん 

日本の職場で子供が生まれたらテキサスに住

むという話をした時に、アメリカ人の同僚に教え

てもらったこと。それは、テキサスはなんでも信じ

られないくらいデカイ、ショッピングモール内の

移動にも車を使う、車も駐車場もデカイ、食事

も…と。何のことだかさっぱりわからなかったので

すが、今ではピックアップトラックの大きさには驚

かなくなり、ショッピングモール内の移動に車を

使っている自分がいます、なるほど。 

 昨年2015年は我が家にとって一大転機の年で

した。第一子の娘が生まれ、同時に主人のテキ

サス州赴任が決まり、昨年10月末から赴任に同

行するという慌ただしい年になりました。そんな

月日もあっという間に過ぎ、先日一周年を迎えま

した。来たばかりの頃、寝てばかりだった3ヶ月の

娘はすっかり大きくなり、いまではよちよちと部屋

中を歩き回っています。 

 2011年に結婚をしてから、共働き生活をして

いた我が家では、平日の夕食は別々、私は仕事

の後に友人や仕事仲間と、週に3日は外食という

自由奔放な生活を送ってきました。アメリカでの

新しい生活、特にテキサス州に来てから最初の

3ヶ月はサン・アントニオに住んでいたため、車の

運転が苦手だった私は外にも出ることができず、

一日中部屋の中で過ごす毎日になりました。子供

はもちろん可愛い存在なのですが、それまでの自

由な生活がすっかりなくなってしまったことに慣れ

ることができず落胆していました。それでも最初の

うちは3時間に1回の授乳以外は寝ていたので、

本を読んだり、時間をかけて料理をしたり、好きな

ことができたわけですが、子供の成長と共にどん

どん自分の時間というものがとれなくなっていった

ように思います。 

 なにかを始めなければならないと感じていたと

き、サン・アントニオ日本語補習校のボランティア

募集をみつけ、お手伝いをさせて頂くことになっ

たのも束の間、今度はヒューストンへの引越しをす

ることになりました。補習校関係のご縁でヒュースト

ン日本語補習校をご紹介して頂き、講師として4月

から勤務をさせて頂いています。 

 

 

先生として指導し始めた当初は、小さい頃

からアメリカで生活し勉強ができる生徒たちを

羨ましいなと、安易に思っていました。しかし、

平日は現地校に通いながら土曜日は補習校

での勉強を両立するということは簡単なことで

はなく、頑張っている生徒達に本当に毎週感

心をするばかりです。授業の準備は、いつも

子供が寝た後になりますし、大変ではないと

いったら嘘になりますが、土曜日は完全に娘

を主人に任せて、やりがいのあるお仕事をさ

せて頂き、生徒たちとお話しができることはと

ても良いリフレッシュになっています。それもこ

れも、主人のサポートがあってのことなので、

本当に感謝をしています。 

話は変わりますが、この1年の間に、ポート

ランド、ニューオーリンズ、ニューメキシコ、ビッ

グベンドなど時間をみつけては行ったことのな

い場所に旅行に出かけました。その中でも一

番印象に残っているのは、テキサス州のマー

ファ（Marfa）という町です。有名ではないです

が、テキサス随一アートが盛んな町で、ギャラ

リーが立ち並んでおり、夏の気温も少し涼しく

テキサス州のミニ軽井沢（?）といった印象で

す。写真は宿泊をしたトレーラーハウスの前で

撮ったものです。内外装が素敵に装飾されて

おり、とても個性的で楽しい宿泊施設でした。

夏はとても人気らしく、休日はなかなか予約が

取れないようです。車で9時間かかり遠いです

が、とても面白い町です。是非足を運んでみ

てはいかがでしょうか。 

ゴルフ女性優勝者（山地様） 

ゴルフ男性優勝者（森様）  

髙岡総領事  

アメリカ 最新事情 
Information Technology 

第五回(最終回) 日常業務のＩＴ化・クラウド化の最先端          

出張旅費精算を電子化する「Concur」  
 イントラネットや社内ポータルサイトの新設・更新の際、よく開発候補にあがる機能に

出張申請と経費精算があります。出張申請→予約手配→精算書作成→承認→経理処

理→精算といった手続に浪費される労力は、出張が多い日系企業の深刻な課題でしょ

う。特に精算手続でのレシートを紙に張り付けて…という手作業部分が難題でした。            

 この煩雑な作業・手続を電子化する画期的なサービスをご存知でしょうか？ その名を

Concur.com（コンカー）というこのサービス、既に導入済の日系企業も少なくありません

が、出張精算をペーパーレス・自動化するクラウドサービスです。航空会社やホテル、

予約サイト等の請求書、UBER等の電子レシート、会社カードの利用データ等がConcur

に連動するだけでなく、各種レシートをスマホで撮った写真もConcurが取り込んで、経

費精算書の大部分を自動的に作成するのです。また、クラウドなので、上司もどこから

でもスマホで承認でき、会計システムとも連動できるので、精算終了までの期間と労力

を大幅に削減します。 

 ちなみに、レシートの写真を読み取って数値・文字データとして取り込む機能につい

て、手書きのtipがあったりすると自動読取の誤認識率はまだまだ高いので、Concurがど

う解決しているか興味深かったのですが、Concurのオペレーターが目視・手入力してい

るという話を聞いて妙に納得しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 クラウドPBX業界のトップシェアのRing Central社の提供サービスは、旧来の電話シ

ステムという概念を超え、UC（Unified Communication）として、電話会議、TV会議、

Web会議、固定電話からのTEXT、電子FAX、音声案内、通話録音等の基本機能

に加え、顧客管理システム等とも連携を可能にするAPI（異なるシステム間の接続を

可能とするプログラム）が開放されていることにより、OutlookやOffice 365、Google 

Appと言った一般的なクラウドサービスとも簡単に連携接続でき、次のようなメリットを

実現しています。 

 

 

 

 

 

 

1 |    © 2016 RingCentral, Inc.  All rights reserved. 

アナログ電話 Cloud PBX

どこでも利用可能

Outlook等のPCアプリと連動

システム購入不要

保守運用コスト無料

電話回線不要

米国内通話無料

TV会議、Web会議、電話会議

各内線にFAX機能

多拠点のNetwork化、内線接続

従来のPBX
及びIPPBX

進化するクラウド電話システム

通話機能

オペレータ取り次ぎ

デジタル化

ボイスメール

自動オペレーター

内線直通

① 固定電話、スマホ、タブレット、PCといった端末を自由に使える 

② 電話会議、 TV会議、 Web会議、 TEXT、 FAXが無料 

③ Outlook他、業務システムとの接続 

④ 海外（日本を含む70ヶ国以上）に専用電話番号を持てる 

⑤ 海外出張でも米国への通話は無料（スマホの内線化） 

⑥ 現在の電話番号をそのまま使える 

⑦ 30～50％の経費削減（一般的なPBXとの比較） 

筆者：新村 賢 （MultiNet International Inc. 代表 www.multinet-usa.com ） 

89年渡米、商社のIT Managerを経てMultiNetを94年に設立、日系企業向けのITソ

リューションプロバイダーとしてITシステム構築、情報セキュリティー対策、ERPと幅広い

コンサルテーションと技術サポートを提供。JBAH準会員。                        

お問合はメール・電話で  masaru@multinet-usa.com   713-581-8985  

 前回（9月号）はWindowsのサポート期限やOffice 365も含めたクラウド化についてお

話しました。さて、ITシステム更新時には、様々なクラウド機能が検討される時代となりま

した。筆者は「クラウド」という言葉が登場する前から、サーバー仮想化技術に取り組

み、クラウド的なサービスの企画や立上げに10年以上携わってきました。今回は、お堅

いIT専門領域ではなく、日常業務のIT化を実現し、今すぐ活用できそうな便利な「イケ

てる」クラウドサービスをご紹介します。  

不測の事態への対応準備ができているか？ 
 ヒューストンでもハリケーン、洪水、停電等で何日も仕事ができない状態を経験さ

れた方がいらっしゃると思います。NYでも、ハリケーンSandyの際に、1週間近く停

電したり、電話局設備が冠水して電話が何ヶ月も途絶えたところがありました。携帯

電話があっても安心ではなく、東北の大震災でも携帯の通話は難しかったがText

やSkype等のデータ通信は比較的使えたそうで、9.11と北東部の大停電（2003年）

でも携帯の通話は通じにくくなりました。電話会社の基地局の電源が8～12時間で

途絶えることと、被災者救済ための通信を優先する規制が原因でしょう。 

 こうした事態に備え、電話システムをクラウド化しておけば、通話ができるだけで

なく、どこでも仕事ができるようになり、最高のDR（災害復旧）対策にもなります。特

に、このRing Centralでは、非常時に会社の内線及び登録された携帯電話に一斉

に通知し、緊急の音声案内を提供し、不測の事態でも会社社員との連絡・周知や

安否確認を迅速に確実に行えます。会社へ出社できなくても、インターネット回線

さえあれば、会社の電話をどこにでも移動して業務を再開できます。電話機がなく

ても専用のAppでスマホやタブレット、PCでも使えるので余計な費用もかかりませ

ん。 

 従来そのようなシステム構築には莫大な費用を伴いましたが、クラウド化により費

用が抑えられるだけでなく、私がお手伝いしたケースの殆どはむしろ30～50％程

度の経費削減となっています。導入効果の分析（経費削減効果含めて）は簡単に

できますので、ご興味ありましたらお気軽にご連絡下さい。 

 

さて、この「アメリカＩＴ最新事情」も最終回となりました。皆様、お読み頂きありがとう

ございました。今後も引き続きお気軽にお問合・ご相談いただければと思います。 

 

 Concurのサービス料金も自社で独自にシステム化する費用とは比較にならない程安

く、事務効率化を考えるとコストパフォーマンスが高いサービスです。会社の会計システ

ムとどのように接続出来るか？どのように導入するか等のご相談ありましたら、上記連絡

先までお気軽にご連絡下さい。 

電話システムのクラウド化 
 クラウド化、技術革新による恩恵が高い意外な分野として電話システムがあります。発

明後1世紀以上経過してもアナログ技術がデジタル化された以外、機能的な進化が大し

てありませんでしたが、無線の技術の発達により携帯電話が急速に普及し、今ではスマ

ホという、小型コンピューターと携帯電話の融合で、便利な機器というか生活必需品とな

りました。一方で会社の電話システム（PBX）は、この30年、何も目立った進化をしていな

いというのが現実と思います。 

  出張経費精算の一例 
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存率）は、ステージI：57%、ステージII：44%、ステージIII：24％、ステージ

IVa：11%、ステージIＶb：3%となっています。大腸癌のステージIの5年生

存率が98％を超え、ステージIIIであっても80％を超えるように、他の癌と

比して治療成績も非常に悪いのが現状です。 
 

2. 治療法 

 これはどの癌腫であっても共通して言えることですが、科学的根拠に基

づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態

の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療である「標準治療」

をすることが、生存期間の延長に最も効果的であると考えられます。標準

治療を簡単に述べますと癌が膵臓にとどまっている場合は、手術と補助

化学療法（抗癌剤治療）を組み合わせて行います。癌が主要な血管を巻

き込んでいたり、別の臓器に転移したりして手術ができないときや再発時

は、放射線治療や抗癌剤治療を行うことになります。術式は膵頭部の腫

瘍は膵頭十二指腸切除、体部から尾部の腫瘍は膵体尾部切除を行うこと

になります。日本で多施設共同で行われた研究によると、手術後にティー

エスワンという抗癌剤を半年間内服することにより膵臓癌術後の5年生存

率が44.1%まで向上できてきました。また手術不能な膵臓癌でも抗癌剤治

療で中央値で11－13か月の予後まで改善してきており、状態に応じた最

善の治療をしていくことが大事であると考えられます。以前のテレビなどの

情報の影響でしょうか、いまだに抗癌剤の副作用の悪いイメージが強いで

すが、現在は副作用を和らげる良い薬も出てきており、切除不能な膵癌

に対しても「状態が良い時間をより長く作る」ために抗癌剤を使用するの

が良いでしょう。 

 

3. もし癌になっても 

今はインターネットが発展しており、色々な情報が得られる時代です。

しかし、インターネットの情報は玉石混交であり、「〇〇がん 克服」という

ような検索ワードを入れると、栄養療法や免疫療法と称して「癌が治っ

た！」というアピールをしている様々なサイトに出くわします。その類の治

療で癌が治った人もいるでしょうが、おそらく、それは天文学的な数字で

本当に奇跡であり、標準治療を否定して万人に勧める治療法ではありま

せん。さらにこれらの治療法のほとんどは自由診療であり、時には何百万

円もの治療費が皆保険制度の日本で患者さんの自己負担になってしま

います。抗癌剤治療や手術をどうしても受けたくないという患者さんの価

値観は尊重されるべきであり否定はできません。しかし、標準治療を否定

する「立場」をとる人間が、情報に疎い患者さんにフェアな説明をしない

で、客観的な根拠なしに標準治療法を否定し、一方的に誤った情報を植

え付け、自分の治療に誘導し利益を得るようなやり方は卑怯だといえま

す。本当に立派な治療であれば、日本国内でとっくに保険診療として認

められているはずで高額な治療費も支払わなくて済んでいるはずです。

私は標準治療を望まない患者さんには「私が同じ状況になったら、そのお

金で旅行に行ったり、おいしいご飯を食べに行きます。」と伝えています。 

以上、膵臓癌の話と標準治療の話を簡単にさせていただきました。標

準治療の成績を伸ばすだけでなく、正しい情報を患者さんに広め、すべ

ての患者さんが適切な治療を受けられるよう、これからも私は一消化器外

科医・肝胆膵外科医として日々精進していきたいと思っております。 

第146回 
 

           膵臓癌と標準療法の話  

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

についてお話して頂きます。 

 前回の工藤勇人先生から肝胆膵外科がご専門の大道清彦先生にバトンが移りました。 

皆さん初めまして。大道清彦（おおみちきよひこ）と申します。私もお世話に

なっている日本食スーパーの大道さんとは漢字は一緒ですが読み方は違いま

す。私は現在MDアンダーソンがんセンターの博士研究員としてDepartment of 

Surgical Oncologyの 中 の、Liver Sectionを 主 宰 す るVauthey教 授 の 下、

Research fellowとして、研鑽を積んでおります。日本では腹部全般を担当する

消化器外科中でも肝臓・胆管・膵臓の分野を専門とする肝胆膵外科医として働

いておりました。そこで今回は最近有名人も多く罹患して話題にもなっている膵

臓癌と標準療法の話をしたいと思います。 
 

1. 膵臓癌とは 

最近、第58代横綱であり、ウルフの愛称で親しまれていた千代の富士さんが

61歳の若さで膵臓癌でお亡くなりになられました。還暦の土俵入りをしたばかり

であり、ニュースを聞いた皆さんも非常にびっくりされたのではないでしょうか。

歌舞伎役者の十代目坂東三津五郎さんも膵臓癌でなくなったのも記憶に新し

いことだと思います。ちなみにアップル創業者のスティーブ・ジョブスさんは、膵

臓の腫瘍でも、神経内分泌腫瘍という日本人には比較的稀な腫瘍で亡くなっ

ており、神経内分泌腫瘍は今日お話しする一般的な膵臓癌とは少し振る舞い

が違う腫瘍ですので割愛させていただきます。 

膵臓は胃の後ろにあり、長さ20cmほどの細長い臓器です。十二指腸に囲ま

れている、ふくらんだ部分は頭部、真ん中の部分を体部、反対側の幅が狭く

なっている脾臓と接している端を尾部と呼びます。膵臓癌の進行度は腫瘍の大

きさと、周辺臓器への浸潤、転移の有無によって決められ、他の癌と同様にス

テージIからIVbに分けられています。日本膵臓学会膵癌登録によりますと、膵

臓癌の約8割はステージIVの最も進んだ状態で見つかり、治癒が最も期待でき

るステージIの状態で診断されるのはわずか1.7%という、早期発見が難しい癌

であります。さらに、日本膵臓学会の膵癌登録過去20年間の治療成績（5年生

 次回は同じ専門の水野隆史先生です。現在はMDアンダーソン

がんセンターの同じ研究室で私の隣の机です。私より2か月先に

来られており、色々教えていただいており、非常に頼りになる先生

です。  

医師（現MDアンダーソンがんセンター博士研究員）大道清彦  

 ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。  

 HZUSA Houston(以下HOU) 支店はNew Yorkに本社を置くHZUSA 

（Hitz日立造船(株)の１００％出資Group会社）の支店として2016年7月1日

に開店致しました。 

 当HOU支店は、日立造船が約40年以上の実績を有する石油、化学肥料

プラント用ReactorやConverterなどプロセス機器製品を在HOU顧客へ直接

Hitachi Zosen U.S.A. LTD.  

Houston支店 （HZUSA） 

  支店長 奥村 重温 さん 

 去る11月13日（日）、第556回テキサス会「商工会会長杯」

がヒューストン北東のThe Clubs of Kingwood (Forest)で開

催され、総勢79名の方が参加されました。ヒューストンで最

高のゴルフシーズンと言われる秋空の下、近年では最多の

参加人数でプレーすることが出来ました。今大会も前回同

様にダブルペリア方式で行われました。 
 

 今大会では、Yokogawa Corporation of Americaの武久 

知弘さんがグロス103、ネット71.8で「総合」及び「男子」の2

部門でみごと初優勝されました。「プレー中は優勝を諦めて

いましたが、ラッキーで優勝出来ました。副賞の松茸を日本

にいる妻にどのように食べさせるか悩み中です」とのコメント

を頂きました。また女性の部では5名が参加され、Japan 

Machine Tools Corpの山地 恭子さんがグロス92、ネット72.8

で優勝されました。「今日は本調子ではなかったのですが、

ドライバーが当たっていて、ドラコンを2つ取れて良かったで

す」とのコメントを頂きました。またInpex Corporationの三谷 

正実さんが79で回られ、ベスグロに輝かれました。皆様、誠

におめでとうございます。 
 

 今回も、商工会会員各社様、日本人会の皆様、日系スー

パー、レストラン様など多数の方々より、沢山のご寄付を頂

戴いたしましたことを厚く御礼申し上げます。また、10月から

総合＆男性優勝 武久さん（左） 女性優勝 山地さん（右） 

ベスグロ 三谷さん（左） 

第556回 テキサス会 

Dr.Vauthey（右）と筆者 

商工会会長に就任されました薙野会長にもプレーにご参加頂き、表彰式でのご挨拶

と優勝トロフィーの贈呈を賜りました。次回の第557回テキサス会は来年の5月頃を予

定しておりますので、引き続き多くの方にご参加頂けますよう宜しくお願い致します。 

 

エネルギー部会 幹事一同 

販売する目的で設立しました。 

 これらの製品は、当社が100年以上造船技術で培った鉄鋼材料（金属冶

金、溶接や機械加工）技術を応用したもので、トップレベルの技術は勿論

のこと品質や納期でも世界中の顧客から高い評価を頂いています。プロセ

ス機器は、石油精製、ＬＮＧ（液化天然ガス）、ＧＴＬ（Gas To Liquid）、肥料

など各種プラントの重要機器であり、有明工場（熊本県玉名郡長洲町）を主

力製造工場とするほか、インド大手のＩＳＧＥＣ社（ISGEC Heavy Engineer-

ing Limited）との合弁会社の２拠点で世界マーケットに対応しています。 

 HOU支店はWestheimer Rd. 沿いにあり、現在私と営業支援のスタッフの

2人ですが、日立造船南港、東京本社や有明工場からの営業、技術出張

者が滞在しており、おおよそ3-4名で業務を遂行しています。   
２．ヒューストン／テキサス州の印象についてお聞かせください。 

 見渡す限り広大（Flat?）で住宅区では木々の緑が映え、“衣（食？）住”は

理想的と感じています。 

 赴任前は東京（品川）で勤務していましたので、毎朝の通勤ラッシュがなく

自家用車で悠々と通勤できるのは本当にありがたいです！ 

 ただ7、8月の暑さが尋常でない事と仕事帰りにチョッと一献が出来ないの

が、少し寂しい限りです。 

 “（一滴でも）飲んだら乗らない！”と支店規則として制定しております。   

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。 

 ヒューストンへはこれまで出張では頻繁に来ていましたが、駐在は今回が

初めてです。 

 日頃はこちらの料理を楽しんでいますが、そろそろ焼肉、すき焼き、松

茸、鍋料理など日本料理が恋しくなってきたので、拙宅で食材を調達して

頑張ってみようと思っています。 

 またしばらく御無沙汰していたゴルフ（穴掘り？）も来年から再開しようと計

画しています。 

 こういった事を通して、在ヒューストン邦人の皆様や地元の方と交流を深

めて溶け込んで行ければと考えております。  

懇親会での薙野会長ご挨拶 

左から奥村さん、中川さん、相田さん 
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日  時： 平成28年11月16日（水）11：30～12：40  

場  所： 住友商事社 会議室（10階） 

出席者： 名誉会長、名誉会員1名、理事委員9名、正会員代理1名、事務局長 

欠席者： 理事委員13名（うち本多副会長委任11名、代理委任2名） 

司  会： 木村健洋 幹事 

１．商工会会長連絡 （本多之仁 副会長: 薙野太一 会長代理） 

 薙野会長が業務の都合で不在の為、本多副会長の代読により会長連絡が行われた。 

①新会計年度も一カ月強が過ぎ、補習校運動会（10/15）、六者交流会（11/4&5）、テキ

サス会（11/13）の開催と当会が関係するイベントも盛り沢山であった。各イベント開催に

向け周到なご準備を頂いた関係各位には、深謝申し上げる。 

②産業界の動向を見てみると、原油価格は OPECによる11月末の減産合意への期待

が高まり10月後半にはWTIも50ドル/bblを超えたが、減産合意の難航が予想され、また

在庫統計等需給に改善傾向が見られず、再び足元43ドル台（11/14現在）で推移してい

る。エネルギー生産を中心とした関連産業はヒューストンの産業基盤の一つだが、やは

りここに来て域内の新車販売数、新規ビル契約額、非雇用者レートの何れも9月までの

Year to Dateベースでの前年対比はマイナスとなっている。2014年後半からの原油価格

下落の動きに対し、これら統計は此れまで比較的耐性が高さを示していたが、ここに来

ては影響が出ているのかと推測している。ただ、石油も2017年後半には世界需給バラン

スが均衡すると予想され、徐々に世界的需給は締まってくると予想されているので、そ

の動きを注視しているところである。 

③11月8日に行われた大統領選挙がこの時期最大のトピックスとなっており、直前のメ

ディアの予想に反してトランプ氏の当選という結果となった。直後には為替、株式、コモ

ディティーの相場がリスク回避の動きを見せたが、その後はトランプ政策への期待から

米国株価上昇や揺り戻しもあり、動きには不透明感が強い現状である。今後ビジネス領

域でどういう影響･変化があるのか、当商工会が意見交換の場となることを願っている。   

２． 総領事館連絡 （天野哲郎 総領事） 

 メディアのネガティブキャンペーンを受けたトランプ氏が次期大統領に選出され、メ

ディアが米国社会の実態をきちっと捉えていたのか疑問を感じざるを得ない結果となっ

た。各地で行われていた反トランプ・デモはやや落ち着いてきた様子だが、現在はテロ

などが起きやすい状況にあることから、油断することなく、デモ等大勢の人達が集まる場

所などには近づかないようご注意いただきたい。また、大統領選挙の過程で人種的な課

題が大きな注目を集めた流れを受け、会員の子弟が通っている学校で、万が一、人種

差別的ないじめに遭うようなことがあれば、当館で対応させていただくので是非ご連絡

いただきたい。 

 11月17日に安倍首相は、就任前のトランプ次期米大統領とニューヨークで会談を予定

しているが、これまで築き上げてきた日米同盟関係の更なる強化についてとりあげられ

るものと考えられる。我々日本政府としても、日頃から、米軍駐留経費については、日本

は約7割という多額の負担をしており、これは独や韓国等他国と比べても高いことや、

TPPに関しては、日米両国の経済発展のために自由貿易がいかに大切なのかについ

て、米側関係に対して、しっかりと伝えられる様に更なる努力をしていきたい。今後、トラ

ンプ次期大統領の考えより現実的なものとなる様期待している。当地の日系企業の皆

様におかれても、政府関係者と接する機会にはぜひTPPの早期発効をご支援いただけ

るようお伝えいただきたい。総領事館は、今後も日本のビジネス活動に対する理解を当

地に於いて深めていけるよう努めていく所存である。妙な動き等、お気づきの点があれ

ば、当館が東京やワシントンと連携を図り対応していくので、引き続き、ご協力・ご支援

いただきたい。 

３．第21回テキサス州六者交流会結果報告 （増田 徹 教育委員長： 髙杉 禎 第一副

会長代理） 

 11月4日に同交流会がダラスにて開催され、六都市から総勢186名が参加した。今年

度のダラス商工部会のキャッチフレーズ「ダラスが熱い！」を交流会のテーマとし、第一

部では活況なダラス市内の開発地をバスツアーで見学し、現地の日系企業役員による

パネルディスカッションを通してダラス進出の経緯と現状、ビジネスチャンスなどについ

て話を聞いた。第二部のテキサススタイルの懇親会では、他都市によるプレゼンテー

ション（当会は高杉第一副会長が担当）、BBQの会食、交流、情報交換が行われた。

翌日は、名門カウボーイゴルフコースで開催されたゴルフ大会に71名が参加し、さら

に親睦を深めることができた。来年は、McAllenにて開催予定である。 

４． 他団体関連報告 （加藤眞人 他団体対応・日本庭園担当特命理事） 

＊Hermann Parkならびに日本庭園について 

①先日、Hermann Park Conservancy （HPC）からHermann Park （HP）開園100周年

キャンペーンに関するメールを受領し、HPC開設（1992）以来2015年末までに累計5

万ドル以上の寄付を行った組織として、2017年にHPのLake Plazaに設置される

Donor WallにJBAHの名称を刻むをことに許可を求めてきたため、当会で承認しそれ

に応じることとなった。なお、このDonor Wallは、日本庭園の石碑とは別物との由。 

②日本庭園開園25周年記念事業への寄付は、11月初めの時点で200万ドルの目標

額に対して残りが29万ドルとなっている。 

③姉妹都市の千葉から日本庭園に寄贈された大賀蓮の花が咲かないため、再度、

寄贈されることになった。 

④恒例の秋の日本庭園清掃作業が11月19日（土）午前9時から予定されており、事

務局よりすでに案内済みである。ぜひご協力いただきたい。 

⑤Japan Festival (5/6-7) 前後のJapan Week関連イベントとして、HPCのGALA(4/28)、

日本庭園25周年記念レセプション(5/2)、生け花インターナショナルによる展示会(5/7)

などが予定されている。その他、まだ確定していない行事もいくつかあり、分かり次第

追ってご報告する。 

５． 新規入会申請について （木村健洋 幹事） 【承認事項】 

 定款第二条第二項に従い、下記の正団体会員3社の入会申請を全会一致で承認

した。 

＊正団体会員 

①KOBELCO  CONSTRUCTION  MACHINERY U.S.A.  INC.   

 申請者・責任者： 森田 克彦（もりた かつひこ）氏 

②NYK Energy Transport (USA) Inc.  

 申請者・責任者： 小沼 可幸（こぬま よしゆき）氏 

③Milestone Chemical Tankers America, Inc.  

 申請者・責任者： 加藤 雅弘（かとう まさひろ）氏 

６． 委員会・部会関連事項 

①スポーツ委員会 （榊原正博 正会員：内藤 聡 エネルギー部会長代理）  

＊第556回日本商工会・日本人会共催テキサス会「商工会会長杯」開催結果報告 

 11月13日（日）に絶好のコンディションの下、The Club of Kingwood-Forestにてゴル

フコンペを開催し、79名という多くの参加者を迎えて激戦が繰り広げられた。収支

は、約90ドルの黒字となった。ボランティア、賞品提供者、参加者の皆様には、感謝

申し上げる。次回のテキサス会は、鉄鋼部会の幹事の下、来年5月頃の開催となるの

で引き続きご支援・ご参加いただきたい。 

７． 事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

①商工会事務局/三水会センター及び補習校事務局閉所連絡  

 休館日：11月24日（木）～11月28日（月）  

②会議日程について 

 12月度理事委員会： 12月21日（水）から14日（水）に変更。 通常通り、住友商事

社にて11:30より開催。 

  1月度常任委員会： 1月25日（水） 9:00-10:00にUnited Way of Greater Houston

にて開催確定。定例講演会は、同会場にて10:00-11:30に開催。 

③会員消息  

 会員名簿の改訂作業は最終段階に入っており、クリスマス前に皆様にお届けでき

るよう鋭意作成中である。皆様のご協力に感謝申し上げる。本日現在の会員数は、

名誉会員8名、正個人会員695名（正団体会員数112社）、準会員数39名、総会員数

は742名である。詳細は12月発行の2016－2017年版会員名簿を参照。 

By 
Kumiko 
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1 オーロラ（ローレンス）が眠る格納器だけが開い

て、90年も早く眠りから覚めてしまう。初めは途

方に暮れていた二人だが、やがて現実を受け

入れ宇宙船での生活を楽しんでいた。だがそ

れもつかの間、宇宙船に深刻な不具合が生じ、

大きな危険が迫る。 

ひとこと：今売れっ子のプラットとローレンスの他、

ローレンス・フッシュバーンやアンディ・ガルシア

も共演。 

 
HIDDEN FIGURES   

（2017年）1月13日 ★★☆（ドラマ） 

出演：タラジ P. ヘンソン、オクタヴィア・スペン

サー、ジャネール・モネイ、他 

あらすじ： 世界で宇宙開発競争が高まる中、1962

年にジョン・グレンがアメリカ初の地球周回軌道

飛行に成功。その功績の陰には、NASA に勤

める黒人女性、物理学者・数学者のキャサリン

（ヘンソン）、数学者のドロシー（スペンサー）と

航空宇宙技師のメアリー（モネイ）の飛び抜けた

数学的頭脳、技術、そして性別・人種を越えた

プロの信念と大きな努力があった。 

ひとこと：NASAのアポロ計画などに貢献した実在

の女性達を描く作品。科学者役にケヴィン・コス

ナー、宇宙飛行士グレン役にはグレン・パウウェ

ルが出演。また、“Happy”という曲で有名なファ

レル・ウィリアムスが製作と音楽のプロデュー

サーを手掛けたとか。 

SILENCE （2017年）1月21日 ★☆☆（ドラマ） 

出演：アンドリュー・ガーフィールド、リアーム・

ニーソン、浅野忠信、他 

あらすじ：舞台は17世紀の江戸。日本で布教し

ていたポルトガル人のフェレイラ司祭（ニーソ

ン）が棄教したと聞き、弟子のロドリゴ（ガー

フィールド）等は真実を知るため、キリシタン

禁制の日本に潜入。密かに布教活動をする

が、通訳として雇っていたキチジロー（浅野）

の裏切りで捕らえられ、背教を迫られる….。  

ひとこと：マーティン・スコセッシ監督が20年越し

の悲願を実現させ、遠藤周作の小説「沈黙」

を映画化。 

 

その他のお薦め作品 

Paterson  12月28日 ★☆☆（ドラマ） 

Star Wars: The Force Awaken のカイロ役を

演じたアダム・ドライヴァー主演。永瀬正敏

が詩人役でラストシーンに登場！ 

La La Land   
12月16日 ★☆☆（ドラマ／ミュージカル）  

売れないジャズピアニストと女優の恋物語。

ピアニスト役にライアン・ゴズリング、その恋

人役はエマ・ストーン。ダンスシーンがいい

感じ。 

Why Him?  12月23日 ★☆☆（コメディー） 

厳格な父が愛娘と交際す

るIT富豪の青年に会って

超 パ ニ ッ ク に！ジ ェ イ ム

ズ・フランコが入れ墨だら

けの大富豪役で出演。 

A MONSTER CALLS  
(2017年) 1月6日  

★★★ （ファンタジー） 

出演：ルイス・マクドゥー

ガル、フェリシティー・

ジョーンズ、他 

あらすじ：母親（ジョー

ン ズ）の 不 治 の 病、

疎遠な父と祖母との

関係、学校でのいじ

め … 深い絶望感を

抱える13才のコナー

少 年（マ ク ド ゥ ー ガ

ル）の前に、ある晩イ

チイの木の怪物が現れ、「私が3つの物語を語っ

た後、お前が4つ目の物語、心の真実の物語を

語れ」と彼を脅す。夢と現実の狭間で否応なしに

自分の心と向き合うことになったコナーは …。 

ひとこと：課題図書にも選ばれたという児童文学小

説を映画化。怪物の声には大物俳優リーアム・

ニーソンが出演。  

PASSENGERS  12月21日 ★★☆（ＳＦドラマ） 

出演：クリス・プラット、ジェニファー・ローレンス、他 

あらすじ： 新たな移住地となる惑星へ旅立った宇

宙船アヴァロン号には、120年後の到着まで

5,259名の入植者が冷凍睡眠格納器で眠ってい

る。出立から30年経ったある日、ジム（プラット）と

出典：https://en.wikipedia.org/wiki/ 
            File:A_Monster_Calls_poster.jpg  

★★★＝超お薦め ★★☆＝お薦め ★☆☆＝いいかな 

オースティン・ランチで開催された懇親会 天野総領事 



 毎年恒例となりました、新年晴れ着撮影会を

下記の日程にて開催いたします。華やかな振

袖、落ち着いた訪問着や男性用の羽織袴に女

性用の袴のほか、花嫁の打掛などを用意して

おります。ご自身のカメラをお持ちいただき、晴

れ着姿を会場にて撮影いただけます。ご家族

の記念、あるいはお友達と思い出の一枚に、も

ちろんお一人での撮影も歓迎です。 
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１...六者交流会 

２...商工会理事委員会議事録 

３...テキサス会・会社紹介 

目 

次 

４...アメリカのIT最新事情 

５...水ロケット打ち上げ実験 

６...補習校会社見学 

編  集  後  記 

サンクスギビングも過ぎ、クリスマスの12月になりました。 

今号のガルフストリームは、第21回「六者交流会開催」を一面に、「商工

会議事録」、第556回の「テキサス会」は会長杯、「会社紹介」、「アメリカＩＴ

最新事情」の第5回は日常業務のＩＴ化・クラウド化の最先端、補習校の「水

ロケット発射実験」、化学実験もされたという補習校3年生の「会社見学」、

「補習校先生体験談」、「七五三写真撮影会」、様々な人種の方と楽しまれ

ているという「課外活動(バレーボール)」、「駐妻日記」、「ピーカンキッ

ズ」、「テキサスメディカル」、「ヒューストン知っとん」、「シネマ情報」、さらに

告知が3件「晴れ着撮影会」「古本市」「第二回ガルフ川柳募集」、そして、

「Houston Walker」になります。 

大統領選挙からひと月余り、街も平穏を取り戻したでしょうか？クリスマ

ス電飾がみられ、すっかり、年の瀬を感じる今日この頃です。皆さんのお

家の周りでも、輝くお家・お庭が見られるのではないでしょうか。有名なとこ

ろでは、リバー オークスの電飾に毎シーズン多くの見物人が訪れるとか？

ある方に、「車はどこに停めるのがよいですか？」とお聞きしたら、車がゆっ

くり動きながらの見物で、駐車の心配はないそうです。また、ヒューストン動

物園でもZoo Lightsとして、18時から夜間のライトアップが始まっていると

か、1月15日までの予定だそうです。冬は、光で飾られるヒューストン、これ

もきれいですね。 

今年も各方面の方々にお世話になりました。来年も、「ガルフストリーム」

を宜しくお願い申し上げます。             （佐藤大地） 

Japan Business Association of Houston 

１０...テキサス・メディカル最前線 

１１...知っとん物語・シネマ情報 

１２...各種告知・H.Walker・編集後記 

■Until December 21  Trader’s Village 

2016 Holiday Market with Santa Claus @ 
Trader’s Village   
Santa is at Trader's Village this weekend to 
meet and greet. It only $5 to take pictures 
with Santa. Free to enter the market. $4 to 
park your car. 
http://tradersvillage.com/houston/events/
holiday-market-with-santa-claus-5-photos-5/ 
 

■January 6-15  Houston Boat Show @ 

NRG Center   通常の入場料大

人10ドル子供12歳以下4ドル。

NRG Center駐車場料金＄10。

1000以 上 の ボ ー ト や Ｒ Ｖ ( レ

ジャーカー)が展示される予定

になっています。日本ではな

かなか見られないＲＶを見に

行ってみませんか？ 
http://houstonboatshows.com/ 
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 ガルフストリームでは、「あるある～」と思わずう

なずいてしまう当地の生活での何気ない一コマ

を題材としたユニークな川柳を募集しています。

今回は、下記のテーマを設定しました。お一人

様何句でもどうぞ。 

 たくさんのご応募お待ちしております。 

 生活・情報委員会では下記のとおり「古本

市」を開催いたします。 

 今回も、現地校で日本語を学習している生

徒にも大変好評な日本語教材（辞書、ひらが

なドリル、漢字ドリル、国語・漢字学習ノート）

のコーナーを設ける予定です。また、これら

日本語教材のご寄付も受け付けております。

三水会センターに専用の箱を用意しておりま

すので、お持ちいただけるようお願いいたし

ます。  
 皆様のご来場を心よりお待ちしております。 

 

開催日時：2016年2月11日（土） 

               10：00～12：00 

開催場所：三水会センター 会議室 

 

◆ボランティアも同時募集◆ 

 前日及び当日にお手伝いをしていただけ

る方を募集しております。ご希望の方は、希

望日の3日前までに、商工会事務局までご連

絡ください。 

 前日 2月10日（金） 11：00～13：00   

 当日 2月11日（土） 9：30～13：00 

 

連絡先：商工会事務局 Tel：281-493-1512 
sansuikai@jbahouston.org 

第２回 ガルフ川柳募集！！ 

■賞： 商工会会長賞 

   ガルフストリーム編集委員長賞（各1点）  

  ※豪華賞品が当たります！ 

■テーマ：クリスマス、お正月、バレンタインデーに

ちなんだもの 

■締切：3月31日 

■応募方法：emailに作品、ペンネーム、作品の説

明、氏名を書いて下記アドレスまでお送りください。 

※氏名は公表しません。未発表の作品に限ります。 

■提出先： 商工会事務局 assist@jbahouston.org 

※応募作品は選考の上、ガルフストリームに掲載予

定です。 

商工会生活・情報委員会主催 

「古本市」開催のご案内 

ショーイングジャパン  

晴れ着撮影会のお知らせ 

日時： 1月14日（土） 10時～4時15分    

          予約制 

場所： 三水会センター 

参加費： 着付けのみ20ドル   

              髪のセット15ドル 

お申し込み方法：  

  ホームページをご覧ください  
 http://showingjapan.wordpress.com/ 

お問い合わせ： showingjapan@live.jp 

 11月4日（金）・5日（土）に、州内六都市（Austin, 

El Paso, Houston, McAllen, San Antonio 及び

Dallas）の日本人会・商工会の方が一堂に会し、

第21回テキサス州六者交流会をダラスにて開催

し、186名の方にご参加頂きました。 

 今年度のダラス商工部会のキャッチフレーズ「ダ

ラスが熱い」を今回の交流会のテーマとし、テキサ

スを象徴するようなカウボーイスタイル（カウボーイ

ハットやブーツ）のドレスコードで実施されました。

各都市参加者には、「今ダラスがなぜ熱いのか」を

目で見て（バス見学）、話を聞き（パネルディスカッ

ション）、飲んで（Grapevine市観光局提供のワイン

を試飲）、食べて（懇親会のテキサスBBQ）、実体

験して頂きました。 

 

 第一部のバス見学は、会場のHilton DFW Lakes

を11時半に出発し、バス3台に分乗してダラスの熱

いスポットを楽しいバスガイド説明付きで回りまし

た 。 最 初 の 訪 問 先 で あ るCoppell/Irving市 の

Cypress Watersは、7-ELEVENの本社等日系企業

数社が入る開発地区。7-ELEVEN本社前では、カ

ウボーイハット姿の社員の方から主力商品の差入

れを頂くという歓迎サプライズ。興奮冷めやらぬ間

に、バスはミッドタウン再開発予定地へ。そこでは

未来予想図を片手に開発計画に興奮の連続。そ

の後、Marriott at Legacy Town Centerで歓待を受

け、Plano市長がサプライズ登場！ウエストレガ

シー地域や周辺で生み出される雇用者数等、

Plano市がいかに「熱い！」かをご説明頂きました。

バスは建設中のウエストレガシー地域を横目に通

過し、トヨタモーターノースアメリカ本社前で停車。

車窓から建物実物を眺めながら、車内ビデオ併用

でトヨタ社員の方から本社概要のご説明を受けま

した。次に米国最大と言われるFrisco市のThe Star

Dallas 
開発地域のカウボーイズ本社・練習場を見学。

Frisco市経済開発局ディレクターと、700人の候補

者の中からカウボーイズ チアリーダーに選抜され

た河田侑子さんがサプライズ登場！この地域は

「$5billion 1Mile (1マイルの距離で5000億円開発

計画)」と言われ、今後更に発展が期待されていま

す。最後は、Grapevine市観光局でワインテイス

ティングをしながら観光に注力して発展する同市

の戦略をご紹介頂きました。 

 

 その後、Hilton DFW LakesのAustin Ranchにお

いて三井物産ロジステックス栗岡社長の司会でパ

ネルディスカッションが開催されました。先ずはダ

ラス日本人会の平井会長（Hitachi High Technolo-

gies America/VP）から日本人会組織の説明があ

り、続いて本交流会主管の安藤商工部会長

（Gephyro Consulting/President ）から挨拶、イベン

ト趣旨背景の説明、 ダラス紹介がありました。バス

見学で実感していただいた「今なぜダラスが熱い

のか」を詳細統計等も踏まえた説明で、皆様には

さらに「ダラスが熱い」を再確認頂けたのではない

でしょうか。パネルディスカッションでは、企業の役

員8名をパネラーとしてお招きしました。ダラスの主

要企業且つ歴代日本人会会長職の方々と今後

日本人会で活躍が期待されるパネラーが一堂に

会するのは大変稀な事。説得力ある生の声を伺う

機会となりました。冒頭では、パネラーのNEC 

Corporation of America/高橋社長のネクタイがトヨ

タモーターノースアメリカ永田CAOにテキサス流

儀で切られるというコミカルな場面もあり、皆さんを

和やかな雰囲気へ誘導する演出も本イベントの一

体感を醸成したのではないでしょうか。モデレー

ターの大橋弁護士のもと、パネラー各氏より1)会

社紹介及びダラス進出の経緯と現在の状況、2)進

出当初と現在のダラスでのビジネスの違い・ビジネ

スチャンス、3)行政サポートの状況や行政との関わ

り、4)ダラスの人材・生活等、ダラス在住であるが故

の多様なエピソードについてお話しいただき、全

員が耳を傾けました。挑戦する土壌がテキサス

州、特にダラスには備わっており、この気質がダラ

スで事業を行う上で利点となっており、一方で技術

系人材採用が難しい点等々、とても興味深い内容

となりました。また、テキサス州と覚書締結した愛知

県から会へ祝辞も届き、さらなるサプライズとなりま

した。 

 

 第二部懇親会の始まりでは、Deep in the Heart of 

Texasの軽快な音楽の中、栗岡さん・鈴木恵子さん

（Suzuki Graphic）が登場、テキサススタイルの六者

交流会に相応しい懇親会のスタートとなりました。

冒頭に、ダラス日本人会・平井会長の開会の辞と

ダラス・カウボーイズの河田侑子さんのご紹介。在

ヒューストン日本国総領事館の天野総領事からの

ご挨拶では、来年ダラスに領事館の分室設置の可

能性も示唆され、大いに盛り上がりました。その後

は、商工部・高橋前会長（MOL Logistics (USA)/

Branch Manager）の乾杯のご発声と続きました。次

にテキサスBBQを食べながらの歓談後、各都市代

表の方に各都市の紹介及び近況報告をして頂

き、各都市がテキサスの好調な経済の支えとなっ

ているのを実感しました。最後は航空各社様から

ご提供いただきました日本往復航空券（2名様）と

アップグレード券（1名様）が当たる恒例の抽選会

で盛り上がりました。閉会に際し、次回六者交流会

の開催都市であるMcAllen日本人商工会に「テキ

サス州六者交流会のバナー目録」が贈呈され、各

都市の参加者の方々へのお礼の握手で、懇親会

は終了しました。 

 翌日は名門カウボーイズゴルフコースでゴルフ

大会が開催され、71名が参加し、さらなる親睦を深

める事が出来ました。賞品をご提供頂きました各

社様には、この場をお借りしてお礼申し上げます。 

 

 今回の交流会は、「ダラスが熱い」を皆様が自ら

実感し、有意義でサプライズ満載な時間をお過ご

しいただけたと思います。来年はMcAllenで皆様

にお会いすることを楽しみにしております。 

（ダラス商工部会） 

＜六者交流会の写真は次ページに掲載＞ 

７...補習校会社見学・先生紹介 

８...七五三写真撮影会・課外活動 

９...駐妻日記・ピーカンキッズ 

三水会センター休館及び図書返却日一部変更のお知らせ 

 年末年始のホリデーのため三水会センター（図書館、商工会及び補習校事務局）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。貸出

日から2週間先の返却日が休館期間に該当する場合は3又は4週間の貸出となります。 

（例1 貸出日：12月14日 返却日：1月4日、例2 貸出日：12月10日 返却日：1月7日）  

休館期間：2016年12月24日（土）～2017年1月3日（火） 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

■January 15  Chevron Houston Marathon 
@ Downtown  Founded in 1995, the Chevron 
Houston Marathon's Run for a reason Charity 
Program links thousands of runners with par-
ticipating nonprofits. It  provides a platform for 
charities to raise awareness and funds as well 
as educate others about their cause.  
http://www.chevronhoustonmarathon.com/ 
 

■January 18  22nd Annual Martin Luther 

King Jr. Parade @ San Jacinto St & Elgin 
Street  Houston Celebrating! Its 22nd Anniver-
sary, the MLK Grande Parade is the third 
largest parade in the U.S. behind The Rose 
Parade and The Macy’s Day Parade.  
http://www.houstonpress.com/event/22nd-
annual-mlk-grande-parade-7944850 
 

■Now until January 27, 2017  The Ice 
Skate at The Discovery Park in Houston 
Downtown @ The Discovery Green The ICE 
at Discovery Green uses recycled water from 
Kinder Lake to create a 7,716 square-foot ice 
skating surface, making it the largest outdoor 
skating rink in the Southwest. $14 includes 
skate rental and tax.     
http://www.discoverygreen.com/ice 

ザ・スターにあるフォードセンターにて 

パネルディスカッション 
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