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本多会長から日本庭園へ寄付の贈呈 

鏡割り 

本多会長 

オープニング 

 Japan Festival of Houston, Inc. 主催の第25回ジャパン

フェスティバルが4月14日（土）、15日（日）の2日間、ハー

マンパークにて開催されました。今年の開会式は、木曜

日の夜にミラーシアターにて行われ、総勢3,000人が参

加しました。そこで例年通り、日本商工会からハーマン

パーク日本庭園維持管理のための寄付4,000ドルの小

切手贈呈も行われました。 

 フェスティバル初日、土曜日の午前中は季節外れの冷

雨が降るあいにくの天候となりましたが、その後は天気も

回復し午後は祭りとしての賑わいも見ることができまし

た。日曜日は気温も程よく、絶好の外出日和となり、最終

的には土日計で2万人以上の観客を集める催しとなりま

した。 

 日本商工会は、キッズ縁日として金魚すくい、スー

パーボールすくい、ヨーヨー釣り、輪投げ、ガラポンを出

展し、ヒューストン市民並びに駐在員ご家族の皆様に、

日本の祭の雰囲気を楽しんでいただきました。前日が雨

のため、当日に会場設営や用具の搬入をすることにな

り、開始当初は多少の混乱もありましたが、各社から集

まった230名のボランティアの方々の協力のおかげで、

事故やケガもなく無事に楽しく終えることができました。

改めてお礼申し上げます。今年度のキッズ縁日での売

上は12,470ドルとなり、現在集計中の経費を差し引いた

利益をJapan Festival of Houston Inc.に寄付いたします。 

 今年25周年の区切りを迎えたジャパンフェスティバル。

来年からは新たな25年（50周年）を目指し、関係者・参

加者がより楽しめる催しにしていきましょう。商工会会員

の皆様の引き続きのご協力をよろしくお願い申し上げま

す。        （文責：Kuraray America Japan Festival事務局） 

岩崎総領事代理 

右：グレン権藤 Japan Festival代表 
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平成29（2017-2018）年度 4月度 商工会常任委員会 議事録 

会員限定 
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＜要旨＞  

堅調な原油価格を受け、昨今のヒューストン経済は安定的に推移してい

る。また、従来からのエネルギー産業依存構造からの脱却を目指し、ヒュース

トン経済の多角化が進んでいる 。 

＜ヒューストン地域の経済概況＞ 

ヒューストン地域（ヒューストン市を中心とする9郡125以上の市町）の経済規

模は$4,780億 （2016年）に達し、ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、ダラス・

フォートワース、ワシントンに次いで第6位を誇る。2001-16年の間で50%以上

の成長を見せている。 

＜人口＞ 

人口は、ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、ダラス・フォートワースに次ぐ

第5位で、2017年は689万人。直近2年間は経済後退があったにも関わらず人

口増加を保ち続けている。1981年と2017年を比べるとほぼ2倍に増加してお

り、この先20年間もこの順位を保ち続けると予測される。 

＜雇用＞ 

ヒューストンにおける雇用は過去30年間で約2倍に拡大。ニューヨーク、ロ

サンゼルス、シカゴ、ダラス・フォートワース、ワシントンに次いで第6位の305万

人。1990年は雇用減少があったが、長期でみるとこれまで多くの雇用を創出

してきた。原油価格が高騰するときは100,000人／年の雇用を生み出し、原油

価格が下落するときでも10,000人～20,000人／年、平均で16,000人の雇用を

創出している。ピークは2014年12月で、2015年以降、石油・ガス産業において

は雇用減少があったが、他の産業、ホテルやレストランなどでの雇用が増えた

ことで、全体の雇用数の減少は緩やか。しかし2015年から2016年はほとんど

新しい雇用は創出できていない。一方で2017年以降、特に10月～12月の増

加は、ハリケーン・ハービーの後処理にかかるもので、建設業においては目ま

ぐるしい増加で、小売分野やレストラン分野でも、また契約社員もこの期間増

加した。ホテル・飲食業は27,600人、医療は19,300人、小売は17,200人、教育

は13,900人、金融は9,800人と、合計でおよそ87,800人もの雇用を創出してい

る。 

＜主要な構成要素＞ 

ヒューストン経済は主に3つの要素で構成されている。一つ目は国際貿易、

二つ目は米国経済、そして三つ目はエネルギー産業。それぞれほぼ同様の

比率で、ヒューストンの経済にとって重要な役割を担っている。 

過去3年間は恵まれている年で、石油・ガス産業にとっては厳しい時期も

あったが、米国経済やグローバル経済は強さを保っていた。この二つの経済

が弱ければさらなる大きな影響があり、雇用減少にもつながっていた。 

（１）国際貿易 

都市圏別では、ニューヨークに次いで第2位の輸出量をもつ。そのうち$840

億もの製品は市内で生産されている。第1位のニューヨーク都市圏は3倍もの

経済規模を持っているが、それでもヒューストン都市圏はそれに次ぐ第2位。

他のどの都市圏の経済よりも輸出に直結しており、5,000社以上の企業が、輸

出入や販売などで貿易に従事している。そしてヒューストンのGDPの16%は輸

出に関連していて、450,000人もの人が輸出などに従事する企業で働いてい

る。ヒューストン・ガルベストンエリアの輸出額の下落は、原油価格とコモディ

ティの価格の下落を反映しており、これらが上昇すれば輸出額も上昇する。今

後もこの強い国際経済が石油・ガス産業を支えていく。 

（２）米国経済 

2017年は1,700万台の自動車が販売され、これらに使われている150lbsの

ゴムや250lbsのプラスチックなどはテキサスで作られている。このように製造業

をはじめとする米国経済が好調であれば、供給しているテキサスの経済も順

調になる。米国のGDPの増加は2012年以降堅調で、各経済雑誌等の予測で

は、2018年の実質GDPは前年比2.6%～3%増以上としており、これが今年～

来年のヒューストン経済の成長をサポートしていくとみている。 

（3）エネルギー産業 

原油価格は緩やかに高騰してきており、2016年は$26／バレル以下だったも

のが直近（講演当日の18日午後）では$68／バレル。半年前の予測では$55以

上には上がらないとされていた。米国のリグ（石油掘削装置）稼働数を見ると、

ピークは2014年9月の1,931台で、2016年には400台まで減り、全体の稼働率は

80%下がった。その後2016年5月頃から回復傾向にはなっているが、2017年半

ばぐらいから増加は小さく止まっている。一方、U.S. Energy Information Ad-

ministration (EIA)によると、今日の米国におけるオンショアとオフショアでの原

油総生産量は1,000万バレル／日以上となっており、来年には1,100万を超え

ると予測している。過去最高は1970年の900万だったが、来年にはその記録を

200万も上回るとされている。これは、石油・ガス産業がこれまでより高性能な技

術を使うことなどで、リグを増加させ人を多く雇用しなくても生産を高めることが

できるようになっているからである。 

しかし、この先は、リグや雇用を増やさずどのように生産を増やしていくこと

ができるのかというのが懸念。現在エネルギー産業においては、大きな雇用増

加は見込まれず、大きな雇用増加が見えてくるのは2～3年後だろう。もし雇用

増加が見込まれなければ、小売や不動産の需要にも影響を与える。 

＜質問＞ 

Q :  経済を支える他の新しい、成長している産業のトレンドは何か？ 

A : 30年前は石油・ガス産業頼みのヒューストン経済だったが、最近では他産

業の隆盛により原油価格と雇用とが連動しなくなっている。最近強い産業の一

つは石油化学。ここ5年間で$600億もの投資がされたとみている。一旦化学工

場が建てられるとそこから移転することはあまりなく、それは豊富で安価な天然

ガスの貯蔵があるから。原油価格と天然ガス価格の比率は6:1で、米国で天然

ガスを生産する方がお手頃。これはこの先20-30年も同じ。もう一つはヘルスケ

ア。これまで研究の範囲だけのものを商業化させビジネスにつなげるため、テ

キサスメディカルセンター(TMC)が創業支援組織TMCxなどを立ち上げ新しい

産業を生み出そうとしている。バイオメディカル装置、医療関連機器などは今

後成長の可能性がある。さらに、デジタルサイバー。ダウンタウンからライス大

学エリアまでイノベーションコリドーと呼ばれる地域があり、地域におけるデジタ

ルのリソースをさらに豊富にし、発展させる役割を目指している。 

Q : ヒューストン-ダラス間の新幹線構想もあるように、これから両地域間におけ

る連携などは増えてくるか？ 

A : 二つの地域経済を足すと１兆ドル規模になり、ヒューストンは現在の第6位

から第2位になる。新幹線構想は両地域の経済をより密接にし、ダラスは金融

が強い都市、ヒューストンは製造に強い都市で、お互いの良い部分がお互い

の足りない部分を補う関係になれる。 

「ヒューストン経済の最新動向」 

商工会講演会 

 平成30（2018）年4月18日（水）2:00 pm ～ 3:30 pmに、United Way 

Community Resource Center オーディトリアムを会場に、グレーター・

ヒューストン・パートナーシップ(GHP)のエコノミストのジャンコウスキー氏

による「ヒューストン経済の最新動向」講演が、また、ダドレイ氏により、当

地を代表する経済・商工団体であるGHPの紹介が行われました。このう

ち、「ヒューストン経済の最新動向」の概要を紹介します。  

左：Mr. Patrick Jankowski 

(Senior Vice President, 
Research and Regional Econo-
mist) 

 

右：Ms. Jenny Dudley 

(Vice President, Development 

and Engagement ) 

講師：パトリック・ジャンコウスキー氏 

          グレーター・ヒューストン・パートナーシップ、 エコノミスト  

講師略歴： 

テキサス大学オースティン校卒業。ヒューストンマガジン、ヒューストンビジネス

ジャーナル等の経済記者を務めたのち、エコノミストとしてヒューストン商工会

議所（グレーター・ヒューストン・パートナーシップの前身）に採用となり、以後

約30年に渡り調査、分析、データベース、マッピング、経済予測等の業務に

従事。  
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 4月14日、15日 の 両 日、ハ ー マ ン

パークにて毎年恒例のJapan Festivalが

開催され、私達Showing Japanもしおり

に名前を書いて差し上げる活動や日

本の小物や着物などを売るブースを出

店いたしました。 

 1週間前から刻々と変わる天気予報と

にらめっこしながら迎えた当日の朝でし

たが、前日の夜から降り出した雨は明

け方には雷雨に。時折かなり激しく

降っておりました。私達Showing Japan

では、ブースを盛り上げる為、毎年可能な限り浴衣や着物を着てお客様

をお迎えするようにしております。しかしこの雨ではどうしたものか、と家を

出る直前まで悩みに悩んだ末、小降りになったのを見て、着物に身を包

み、家を出発いたしました。 

 幸いなことに、ハーマンパークに到着した時には、雨も上がりブースま

での品物の搬入を無事済ませることが出来ましたが、その途端また雨が

降り出し、お店の準備もスムーズに進みません。帰国したメンバーからの

たくさんの着物やその他のメンバーからの日本の小物、また先日伺った

デモをご依頼くださった方からJapan Festivalで使って下さいとご寄付頂

いた品々を雨や寒さと戦いながら、並べていきましたが、果たしてこの雨

の中お客様は来てくださるのか、と心配に。しかしその後天気も回復し、

翌日にはすっかり晴れ渡り、今年もたくさんの方がブースに来てください

ました。 

 一番のお目当ては、着物や浴衣、帯のようでした。以前に比べ、日本

人以外の方々でも浴衣や着物を着て来場される方が多いように思われま

す。ブースでもお買い上げいただいた浴衣や着物を早速着てみたいと

のご要望がある場合には、着付けのお手伝いをしました。ブースにはす

ショーイング・ジャパン 

べての着付け小物が揃っているわけではありませんが、あるもので簡易に着

せて差し上げるととても喜んでくださいました。 

 また、大人気はやはり無料で日本のアニメのキャラクター等が描かれてい

る切手や折り鶴のついたお手製のしおりにカタカナで名前を書いて差し上

げるしおりコーナーです。可愛く浴衣に身を包んだ女子高校生や男子高校

生のボランティアの皆さんが寒い中、頑張ってくれました。高校生の明るい

笑顔に誘われ、1000枚程用意したしおりも2日目の途中で全てなくなってし

まう程の大人気でした。高校生ボランティアの皆さん、寒い中ありがとうござ

いました。 

この時期にしては寒い

Japan Festivalでしたが、今

年もたくさんの方々との触

れ合いがあり、少しでも日本

の事を知っていただけたの

でしたら私達もうれしく思い

ます。 

（文責：岩﨑優美子）    
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グレーターヒューストン 

日本人会 

4月14日（土）、ジャパンフェスティバルの初日は

未明から雷雨となり、日中の天気が非常に気がか

りでした。しかし、午前中は名残惜しげな雨が少し

ぱらつきましたが、暑すぎず寒すぎずの気温が功

を奏したか、ジャパンフェスティバルへの出足は好

調でした。 

うって変わって翌15日（日）は朝からよく晴れ、気

温も最適で絶好のジャパンフェスティバル日和と

なりました。朝10時からの開場でしたが、11時を過

ぎたころから、会場は山手線のホームのような混み

具合となり、どこのブースの前でもたくさんの人が

行列を作る盛況振りでした。その中でも日本人会

のブースには長蛇の列が出来ました。 

 ヒューストン日本人会では日本にちなんだ手作り

の日本食品の販売を行ってきています。今年は、

毎年恒例かつ好評のたこ焼き、綿菓子、アンパ

ン・クリームパンに加え、新たにつくねの焼き鳥の

投入を試みました。3つのゴルフボール大のつくね

の 串 が、焼 き 鳥

用のグリルの上

に置かれると、そ

の匂いに誘われ

て か、お 客 さ ん

がどんどん並び

始 め ま し た。大

好評のつくねの
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焼き鳥は、おかげさ

まで2日間とも一番

に売り切れとなりまし

た。 

 一方、フェスティバ

ルの日本人会ブー

ス のエ ース の「たこ

焼 き」に も 長 蛇 の

列。目の前で8台のたこ焼き器を使いイケメン男性

陣が一生懸命本場の「たこ焼き」を焼く姿は眼福の

うち。作っても作ってもお客さんの列は短くならず、

うれしい悲鳴！結局、フェスティバル終了時間まで

焼けるだけ焼きました。 

 静かな人気のアンパンとクリームパンは、売り声

に足を止める人に、パンの説明を丁寧にしながら

着実に売り上げ、こちらも午後早々に完売。日本の

アンパンがヒューストンに浸透をしているのを感じま

す。子供たちに人気、と思われている綿菓子は、大

人にもひそかに人気で、ピンクのふわふわの綿あ

めを手にすると、誰の顔にも思わず無邪気な笑み

が広がり、幸せオーラが漂います。

こちらはカワイイ女子中高生トリオが

中心になっての販売でしたので、彼

女たちに惹かれての購入者もいたとか、いな

かったとか･･･。 

 忙しくも楽しく充実した今年の日本人会ブー

スは、準備や運営にかかわったボランティアの

皆様にも特別心に残るイベントになったことと

思います。 

尚、今回の収益は今後のイベント（懇親会、

コンサート、落語等）を通じてヒューストンの日

本人コミュニティの方々に還元する予定です

ので、皆さんの日本人会のイベントへのご参加

をお待ちしています。 

（文責：ヒューストン日本人会広報部）  

 ～行列のできる日本人会ブース～ 
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住友ダッシュ優勝 !!  

■June 9 Money LIVE 2018 

@NRG Center(8400 Kirby Dr.Houston, TX77054) 

「あなたはお金に困らない人生を送れる？」。非営利団体の金融リテラシー・

Alliance Financial Ministriesh主催による、中高生のためのファイナンシャル・

シミュレーションイベント。金融の専門家が、これから大学進学を目指すティー

ンのために、幅広いジャンルの職種を説明してくれ、さらに希望の職種に就い

た場合、どのくらいの収入が望め、人生においてどんな支出があるかなど、リ

アルな人生設計をガイドしてくれる。入場料無料 
 https://moneylive.org 
 

■June 16 Dad’s Day 5K 

@Near Downtown Houston(Sam Houston Park & Allen Parkway) 

父の日特別企画のファンランイベント！5Kランほか、3Kファミリーウォークの

コースには、フェイスペインティングや音楽、ウォーターミストなど子供が喜ぶ

工夫も。12歳以下の子供は親子で参加できる1Kレースもあり。お父さんに日

頃の感謝の気持ちを込めて、家族みんなで汗を流して良い思い出づくりをし

てみよう！参加費$30~$35  

http://dadsday5k.org/race-info 

 

■June 18〜July 20 Summer History Camp 2018 

@Bayou Bend Collection and Gardens(6003 Memorial Dr.Houston, TX 
77265) 

現小5と新小5の子供たちを対象としたアメリカンクラフトのサマーキャン

プ。21世紀を生きる子供たちが、アートクラフトやアクティビティを通じて、

250年前の古き懐かしいアメリカ植民地時代を体験できる。アートと歴史の

専門家のガイドにより、子供達の疑問や気づきなど考える力を培っていく

本格的なカリキュラム。各キャンプは月〜金 9:00〜17:00 $375 / 週 
www.mfah.org/downloads/31e259c6-8a07-e811-80d6-0050569125fe/view 
 

■June 23〜July 1 Swan Lake 

@Jones Hall for the Performing Arts(615 Louisiana St.Houston, TX 
77002) 

ヒューストンバレエ団による「白鳥の湖」。スタントン・ウェルチ芸術監督によ

る作品は、オデットやジークフリット王子ほか、主人公たちの複雑な心理状

態を21世紀風に表現している。チケット：$25〜 
www.houstonballet.org/seasontickets/2017-18-season/swan-lake-2018/?
id=10997 

 

Block I  

A JAXAダイナボアーズ   24 － 0 B  Meds 

Block IV 

L 住友ダッシュ  8 － 6 M アストロズ  

A JAXAダイナボアーズ   14 － 2 C JXTGオイラーズ  N  三井マリガンズ 7 － 9 O Rookies  

B Meds 12 － 11 C JXTGオイラーズ L  住友ダッシュ 7 － 1 N 三井マリガンズ  

Block II 

F IZAKAYA WA  4 － 5 G FC JAPAN  M アストロズ 3 － 2 O  Rookies 

D カネカ  3 － 6 E JERAハンターズ  

Block V 

P 三菱Red Diamonds 3 － 2 Q Gastros  

D カネカ 1 － 10 F IZAKAYA WA   R  Osaka Tacoxans 4 － 11 S 千代田タートルズ  

E  JERAハンターズ 2 － 3 G  FC JAPAN P  三菱Red Diamonds 9 － 1 R Osaka Tacoxans  

Block III  

H  Roadrunners 13 － 14 I 双日パッションズ  Q Gastros  6 － 1 S 千代田タートルズ  

J  ハリケーンズ 7 － 6 K KOBELCOセイフティ1st  

Block VI  

T コメッツ  2 － 10 U Clear Lake United  

H  Roadrunners 5 － 11 J ハリケーンズ  T コメッツ  15 － 3 V TOSHIBA  

I 双日パッションズ 18 － 2 K KOBELCOセイフティ1st  U  Clear Lake United 11 － 4 V TOSHIBA  

JAXA 
ダイナボアーズ 

ハリケーンズ 三菱 
Red Diamonds 

双日 
パッションズ IZAKAYA WA FC JAPAN 住友ダッシュ 

 今年の商工会ソフトボール大会は、4月1日（日）にSportsplexにて、春の心地よい天

候の下開催され、熱戦が多数繰り広げられました。昨年三位の住友ダッシュが、決勝

戦でJAXAダイナボアーズに打ち勝ち、優勝杯を手にしました。別ページ掲載の優

勝チーム、準優勝チーム並びに三位入賞チームのレポートもご覧ください。 

住友ダッシュ 

Clear Lake 
United 

Final 

6-7 

Semi Final B 

9-5 

Semi Final A 

6-4 

Quarter Final A 

15-2 

Quarter Final B 

8-1 

Quarter Final C 

8-4 
Quarter Final D 

13-6 

Clear Lake 
United 

Block Ⅰ Block Ⅱ Block Ⅲ Block Ⅳ Block Ⅴ Block Ⅵ Wild Card 1st Wild Card 2nd 

 
6 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
6 

＜最終順位＞ 

優勝：住友ダッシュ 

準優勝：JAXAダイナボアーズ 

三位：Clear Lake United 

＜予選リーグ結果一覧＞ 

2018年 商工会ソフトボール大会結果報告  

 
7 

 
7 

Third Place 

5-3 

Clear Lake 
United FC JAPAN 

http://dadsday5k.org/race-info
https://www.mfah.org/downloads/31e259c6-8a07-e811-80d6-0050569125fe/view
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 優勝という出来過ぎの結果にチーム内では既に来年を心配する声も

上がっておりますが、頂いた機会ですので今年の振り返りとメンバー

紹介をさせて頂きます。 

 

 毎年1月、この時期がやってくる。週末の持ち物をゴルフクラブから

バットに持ち替え練習を開始するベテランメンバー。練習開始の掛け

声によく分からないまま参加する初参加者。週末に向けてこっそりと

平日の運動強度を上げ始める女性陣。昨年を知る者は「今年こそ」と

いう思いを秘める一方、主力の打撃不振もあり、チームのギアは上が

らずにいた。徐々に強まる社内外からの期待と圧力。チームが纏まら

ずにいる中、我々の強みは明るく元気を出す事だと再確認。大会前に

はチーム一体となって異様なまでの盛り上がりを見せる集団と化し

た。 

 迎えた本番。初戦の相手は毎年優勝候補に上げられる強豪アストロ

ズ。試合前、リアル筋肉マン三木が某重鎮が無くしたものとしてこれ

まで探し回っていた個人グローブを使っていたアクシデント(ボケ)が発

覚、緊張がほぐれる。序盤こそ重い出足ながら、打撃練習の成果が

徐々に出始め、また内野の固い守りと外野陣の連携が上手くはまり9-7

での薄氷の勝利。二戦目は3年連続で予選での対戦となる因縁の三井マ

リガンズ戦。例年同様、アスリートも多くまた活気のある相手に、負

けじとこちらも声で対抗。先発ピッチャー福田が安定のピッチングを

見せ、ローバー小林の二塁打等打線も噛み合い7-1で勝利。 

 準々決勝、三菱Red Diamonds戦。初回に4点を先制するも相手のス

ピードに乗った攻撃や好守もあり、苦しい展開。全試合安定したパ

フォーマンスを披露した出張帰り/蛯原の中押しタイムリー等が利いて8

-4で勝利。 

 準決勝、Clear Lake United戦。三菱戦を終え握力低下を訴えるシニア

エースピッチャー河原塚を尻目に、「身体? 何も問題ないっす!」と無

尽蔵の体力を誇る福田がナイスピッチング。抜群のコントロールで

ボールを操る相手ピッチャーに苦戦するも、折原(妻)の気迫のヘッドス

ライディングや監督本多、キャッチャー金原(妻)のファインプレー等も

あり、9-5で辛勝。 

 決勝、JAXAダイナボアーズ戦。昨年準決勝でサヨナラ負けした相手

であり、メンバーの気持ちは高まる。が、さすがは前年チャンピオ

ン。ホームランを打たれ、さらにはレフト内田の離脱等もあり前半は

劣勢。5点差まで開いたが、チーム一丸諦めずに声を出し続け徐々に勢

いを取り戻す。6-6同点で迎えた最終回裏の攻撃。チームを牽引し続け

たトップバッター金原の二塁打に前キャプテン渡部が執念のクリーン

ヒットで繋ぎ、2アウトながら打席には主砲中村。強く振り抜いた当た

りはサヨナラタイムリーヒット。ホームに帰る金原、駆け寄るチーム

メンバー。涙を流す応援メンバー。固いチームワークで勝ち取った歓

喜の瞬間であった。 

優勝  

住友ダッシュ 

 

■メンバー紹介■ 

ピッチャー：エース

河原塚、若手福田の

2枚看板に、本番で

も代打として出塁率

の高さを発揮した野

宮が控える。見た目

がイデホ似の河原塚

は、体は大きさの割

に股割りも苦にしな

い柔軟さでピッチャーライナーを淡々と好捕、チームを盛り上げる。 

キャッチャー：金原(妻)、河原塚(妻)、渡部(妻)。全員平日に素振りをし

てしまう程、本競技にはまったソフトボール女子達。現在はソフトボー

ル ロスな生活を過ごす。 

ファースト：シニア枠の主戦場、かつ当チーム強みの一つ。相手に面圧

をかけることに長けた本多、高市、セカンドや外野も出来る永遠の若手

(シニア)の蛯原に加え、代打の切り札「筋肉は裏切らない」三木、得意

の分析能力で対戦相手を丸裸にする(?)佐藤もファースト・代打で活躍。 

セカンド：誰よりも本大会を知り尽くし熱い想いを持った前キャプテン

渡部。本番でもその卓越した右打ち、堅実な守備、強めの眼力は健在。

優勝決定の瞬間は隠れて泣いていたに違いない。 

サード：言わずとしれた主砲中村。グラウンドではオフィス比百倍増の

イケメンと化す。昨年の5試合連続本塁打に続き、今年は打率9割の活

躍。職業を間違えたと思われる。 

ショート：今年最大の新戦力、金原。妻とともに常に本気、毎朝夫婦で

の素振りを欠かさない。本大会に懸ける思いが強過ぎ、大会前2週間は

仕事を忘れていた。 

レフト：身体が大き過ぎる内田。ユニフォームのサイズがなく、当日は

同系色のテキサンズユニで参戦。いかつい身体で相手の守備位置を引か

せてから、戦略的に当り損ないの内野安打を量産。 

センター：新キャプテン末宗。前キャプテン渡部の熱過ぎる思いを引継

ぐ。ハッスルしすぎて準決勝で両足をつり肝心な場面でベンチに退く。 

ライト：影の主砲、折原(妻)。試合前打撃練習では相手チームからの視

線を一身に集める。本番では「気合を入れる為」にヘッドスライディン

グまで披露、周囲の度肝を抜いた。 

ローバー：チームに勢いを与えるポジション。福田、小林、朝夷の俊足

トリオが凌ぎを削る。 

代打で渋い活躍の山本尭は声出し番長。さらに服部、西垣、山本匡、宇

野が盛り上げ役として、チームに勇気を与え続けた。来年はプレーでも

大活躍を期待したい。 

その他、偉大なる父の背中を追って活躍を目指した渡部航成、翔大、偉

大なる母の背中を追った折原一樹、ら子供達も盛り上げ役としてチーム

を牽引。 
 

 チームワークと元気だけはどこにも負けないように取り組んできた結

果、我々のキーワードである「全員主役」「Harness the power」をモッ

トーにチームとして最高の経験をさせて頂きました。改めてこの場を借

りまして、対戦させて頂きましたチームの皆様、本大会を滞りなく運営

頂いた幹事の皆様に心より御礼申し上げます。 

(キャプテン 末宗啓)  
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準優勝 

JAXAダイナボアーズ 

 「連覇」。今大会も優勝カップを手にし、また一年間、優勝の余韻を味わ

いたい。その想いを胸に、練習に励んできた。大会前に怪我人が出てし

まうなど、思いがけない出来事があったものの、新たなメンバーの加入も

あり、チームの状態は良し。自信を持って当日を迎えた。 

 予選リーグ初戦、Meds戦は打線が爆発し快勝。続く2戦目JXTGオイ

ラーズ戦も勢いを欠くことなく快勝し、決勝トーナメントへ駒を進めた。 

 決勝トーナメント初戦はハリケーンズ。熟練の投球術、ナックルボールに

苦しみながらも、チャンスを生かし得点を積み重ね、15-2で勝利。準決勝

はFC JAPAN戦。昨年ベスト8で対決した相手。サッカーのチームというこ

とを疑うほど見事な守備、攻撃を展開され苦戦。ムライダーなる打者にレ

フトオーバーのホームランを放たれるなど、5回まで2-3の苦しい展開。し

かしそこから打線が目を覚まし、また相手のミ

スにもつけこみ4点を奪い逆転、結果6-4で勝

利。迎えた決勝戦、相手は住友ダッシュ。昨

年は準決勝で劇的なサヨナラ勝ちをした相

手。試合前のキャプテン挨拶。じゃんけんで

敗れ、後攻を取られる。昨年は我々のサヨナラ

勝ち、嫌な予感がよぎる。初回、リズムよく2点

を先制。裏に1点を返されるものの、2回表に1

点、3回表には3番中西のホームランが飛び出

し3点を追加、3回表終了時点で6-1とリード。こ

こで、「勝った」というムードがベンチに流れ始

める。まずい、と思った矢先、守備の乱れと相

手の強烈な攻撃により、あっという間に同点

に。一度緩んだ空気は変えられず、4、

5、6、7回と攻撃は沈黙。そして6-6の同

点で迎えた7回裏、2アウト1、3塁の大ピ

ンチ、迎えたのは4番。敬遠はしない。

強い気持ちを持って投じた初球、強く打

ち返された打球は三塁手のグラブを弾

き、サヨナラ負けでゲームセット。あまり

にも悔しい幕切れであったが、チーム一

丸で勝ち取った準優勝のトロフィーは宝

物であり、思い出はかけがえのないもの

となった。 

 来年は、再び決勝戦の舞台に現れ、

優勝の座を奪還します! 最後に、対戦さ

せて頂きましたチームの皆様、本大会を

webサイトの運営など新たな要素を取り入れ、円滑にかつエキサイティング

に運営して頂きました幹事の皆様に、心より御礼申し上げます。ありがとう

ございました。                 

（キャプテン 中村信哉） 

第3位 

Clear Lake United  

 3位入賞が決まった瞬間、それまでの疲れなどはどこかへ吹き飛び、満面の笑み

のメンバー達がグランドではしゃいでいました。皆、信じられない気持ちと嬉しさで一

杯、まさに最高の瞬間を最高のメンバーと共有することができました。 

 今大会までの道のりは決して順調ではなく、大会前に故障者続出。主力サードのF

木が試合直前の練習試合でまさかの足骨折。。どんよりとしたムードが漂う中、彼か

ら一言「悪い運気は吸い取っておきました!!」。大会当日、松葉杖を突きながらも必

死に応援へ駆け付けるその姿をみてメンバー一同奮起し、必ず勝ち進もう!と決意し

たのでした。初戦は新米ほやほやキャプテン、K野のくじ運の無さも災いし、いきなり

昨年2位の強豪コメッツ戦。「ここで勝てたらもしかして・・」、「いや

いや昨年2位ってヤバいでしょう!」という状況下でしたが、結果は

何と10- 2の2桁得点での勝利! 次戦のTOSHIBA戦でも11- 4で勝

利して、無事に予選リーグ突破。ここからの壁が我々には非常に

高くて、これまで準決勝へは一度も進んだことが無い状況。た

だ、メンバーの士気は依然として高く、IZAKAYA WA戦でも打

線炸裂で13- 6の2桁勝利! なんとなんと、ベスト4以上が確定! 

チームはまるで優勝したような雰囲気! 前のめりになり過ぎて転び

そうな勢いの中、いよいよ優勝候補の一角である住友ダッシュ

戦。さすが住友ダッシュさん、攻守に隙が全くなく我々の打線も

沈没気味で、何とか5点を取る事は出来ましたが結果は5- 9で惜

敗。この時点で4試合が経過し、メンバーも疲労困憊、帰りたい

オーラ満載のなか、未経験の5試合目に突入。自然体で試合に

臨んだ事が功を奏したのか、FC JAPANさんに5- 3で辛勝し、

チーム創立以来初の3位入賞を勝ち取ることができました。チー

ムで掲げてきた「仲良く、楽しく、（怪我無く）、勝利!」が正にチー

ム一丸で実現した瞬間でした。表彰式では初めて目にするトロ

フィーに皆感動! 来年もこ

のコレクションを増やそう

と密かに心に誓ったので

した。 

 最後に、対戦させて頂

いた皆様、また円滑な運

営をして頂いた幹事の皆

様に心より御礼申し上げ

ます。 

(キャプテン 菅野剛広) 
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１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

 弊社は、工業薬品メーカーである株式会社ネオスの現地法人として

2017年10月にヒューストンに設立致しました。我々ネオスは日本の神戸

に本社を置き、船舶関係の仕事でスタートし、創業68年を迎えます。創

業当時に比べお取引様も様変わりしてきて、今では、自動車や家電、ま

たそれにまつわる各部品メーカー様が主なお取引先様となります。 

  弊社の製品は、金属向けが、切削・研削油剤、洗浄剤、防錆剤で、樹

脂向けは離型剤といった製品群の製造・販売をしており、この北米地域

ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

中島 一博  さん 

Neos Manufacturing America, Inc. 

では、まず離型剤を中心として展開していく予定となっています。 

   弊社の取り扱う製品は、水をベースとしているもので、各製造現場の環

境面、生産面で貢献できるよう、このヒューストンからアメリカ、メキシコ、カ

ナダの広大なエリアをフォローしていくというミッションを与えられておりま

す。 

  なお、駐在員は私含めて2名でスタートいたしました。  
 

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。 

 設立前にヒューストンには出張で数回訪れただけで、その時はとても暑

く南国の印象でした。赴任前にも気候を確認したところ、平均気温30℃を

超すことが多い地域ということで、主に軽装を持参してきましたが、赴任

当初の昨年秋口から今年の冬にかけての寒さには驚きました。日本から

の船便（冬物）が待ち遠しかったのを覚えています。 

  食事は、ステーキとハンバーガーのアメリカンフードの印象が強かった

ですが、和食を始め、アジア各国、メキシカンなど目移りしてしまうほど選

択肢があり、スーパーも充実していることから、つい食べ過ぎてしまい、

持ってきた服がいつまで着ることが出来るか心配になるぐらいです。  
 

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。 

  特にこれといった自慢できる趣味はないですが、野球とゴルフはやるの

も観戦するのも好きです。 

  ヒューストンは、昨年アストロズの優勝で盛り上がっていましたし、年明け

のスーパーボールもルールがわからなくても興奮しました。関西出身なの

で、野球は阪神ファンですが、こちらでは少し封印してアストロズを応援し

ようと思っています。 

  また、アメリカ赴任になったので、ゴルフはもう一度仕切り直しで真剣？

に取り組もうかなと思っています。人に言えるようなスコアではないです

が、楽しくラウンド出来て、少しでも上達出来ればともっと楽しくなるんだ

ろうと信じています。 

  皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 
ヒューストン日本語補習校 

 日増しに春めいてブルーボネット

が咲き始めるこの頃、第47回ヒュー

ストン日本語補習校の入園・入学

式が4月7日に行われました。今年

度は幼稚園54名、小学部80名、中

学部34名、高等部14名の総人数

182名となり、昨年の188名とほぼ同

等の新入生の数となりました。今年

も中学部・高等部と幼稚園・小学部

の二部制での開催となりました。 

 最初の中学部・高等部の入学式では、会場の

温かい拍手のもと新入生が入場し、日米国歌

斉唱後、担任の先生から一人一人の名前が呼

び上げられました。立野校長先生からは、新入

生には夢・希望・チャレンジを大切にして、到達

目標を今日、週、月、年で設定して具体的に行

動して実現することの重要さを述べていただ

き、新入生の保護者に対しては、補習校と現

地校の二重生活は質と量ともに生徒に負担

をかけることになり、親の監督のもと明確な目

標に基いて子育てをすることの大切さを説い

ていただきました。続いて岩崎総領事代理か

らは、両校の勉強は大変だが二つの文化を

学ぶことのできる貴重な環境におり、この機

会を大いに楽しむことが大切との激励の言葉

をいただきました。また、総領事館として邦人

の安全確保は常に最優先事項であり、補習校

と提携して警備体制の最大限の強化をしてい

くことを述べていただきました。次に中学部1年

の石井輝さんと高等部1年の大西菜々香さん

が新入生代表として、中学や高校生活に対す

る希望や直面するであろう困難を仲間と共に

切磋琢磨して乗り越える決意を述べました。 

 小休憩をはさんだあと、第二部の幼稚園・小学部の入園・入学式が始ま

り、在校生と保護者の待つオーディトリアムにブレザーやワンピースに身

を包んだ新入園児と小学部1年生が元気よく入場行進。わが子の晴れ姿

を撮ろうとカメラやビデオを構える保護者の方々の熱気が伝わってきまし

た。岩崎総領事代理の、「入学式

の日に一人で起きられたかどうか」

との質問に対して、新入生が元気

よく答えております。新入生を代表

して小学部1年の竹下葉菜さん、

杉田健君、坂本未来さん、蛯原直

輝君が壇上に立ち、補習校の勉

強に対する抱負を語ってくれまし

た。 

 現地校は入学式が無いため、補

習校で盛大に開催された入学式は園児・児童・生徒達にとって新鮮で感

慨深いものになったに違いありません。 

 新入園生・新入学生の保護者の皆様方、本当におめでとうございまし

た。この補習校での経験を通して両国の文化を学び、現地校との両立を

図り、様々な困難を乗り越えた子ども達が、将来世界で活躍することを願

わずにはいられません。 

（文責：補習校運営委員石井） 
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  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。 

 前回の河野良介先生から皮膚科がご専門の緒方大先生にバトンが移りました。 

第163回 

       紫外線対策と皮膚がん  
MDアンダーソンがんセンター 

Melanoma Medical Oncology研究員 

埼玉医科大学皮膚科  

緒方大      

  皆様、初めまして。昨年9

月に埼玉医科大学皮膚科

からヒューストンへまいりまし

た、緒方 大と申します。日

本では皮膚科、特に皮膚が

んの診療に従事しており、

現在はMDアンダーソンが

んセンター(Melanoma Med-

ical Oncology)でメラノーマ

の研究を行っています。 

ヒューストンではまだ本格的

な夏を経験していない私ですが、晴れた日に空を見上げられないほどの

日差しの強さは9月のヒューストンでも十分に感じることができました。今回

はその紫外線対策と皮膚がんについてお話させて頂きたいと思います。

図1は原稿を執筆している4月のUV indexですが、すでにヒューストンで

はscale8 (very high) を示しており、US Environmental Protection Agency

によると①10時から16時までの紫外線暴露は最小限にすること、②外出

する際は日陰を選び、長袖、帽子、サングラスを着用すること、③SPF30+

のサンスクリーンを2時間おきに塗ること、④紫外線を反射する砂、水、な

どに気をつけることを推奨するレベルの強い紫外線がヒューストンには降

り注いでいることがわかります。 

 次回は血液内科がご専門で現在MDアンダーソンのDepartment of 

Stem Cell Transplantation Rschで研究に従事されている西本光孝先生

です。西本先生は私と同時期にヒューストンにこられ、趣味のサッカー

やメディカルセンターで結成したソフトボールチームで一緒に活動させ

ていただいています。  

図2.紫外線の影響で発生しうる皮膚がん 

左からメラノーマ、有棘細胞癌、基底細胞癌) 

このように極端に紫外線を浴びすぎることは体にとってたくさんの負の

影響を及ぼすことから対策が必要なのです。 

さて、ここまで紫外線の負の側面ばかりをお話してきましたが、あまり過

剰に紫外線対策をしすぎる必要はない理由もいくつかあります。1つ目は

加齢に伴いこのような皮膚がんが発生してしまうことはある程度防ぎようの

ないことですが、一方で皮膚がんは体の表面に見えるものであり、早期に

自覚し治療を受ければ治癒が可能であるということが言えます。また、皮

膚にはスキンフォトタイプという分類があり、上述のイギリスでの統計も必ず

しも日本人に当てはまるものというわけではありません。 

.Fitzpatrik skin phototypeより 

(https://www.dermnetnz.org/topics/skin-phototype/) 

図1.United states EPAサイトより  

(https://www.epa. gov/sunsafety/uv-index-1)  

スキンタイプ 皮膚の特徴 反応 

Ⅰ 
青白い肌、青または緑

の目、ブロンド 

常に赤くなり、決して

色が濃くならない 

Ⅱ 白い肌、青い目 
常に赤くなり、その後

少し色が濃くなる 

Ⅲ わずかに褐色の肌 
赤くなり、その後色が

濃くなる 

Ⅳ やや褐色の肌 
ほとんど赤くならず、

必ず色が濃くなる 

Ⅴ 褐色の肌 
めったに赤くならず、

すぐに色が濃くなる 

Ⅵ 黒色の肌 赤くならず、濃くなる 

な紫外線暴露で、これが13,600人以上のメラノーマの発生につながって

いると報告されています。(以下は過剰な飲酒、繊維摂取不足、大気汚染

と続きます。) 

ではなぜ紫外線対策

が必要なのでしょうか？ 

紫外線が引き起こす

体への負の影響としては

大きく分けて急性障害、

慢性障害、まれに光線

過敏症などがあります。

急性障害とは一度に大

量の紫外線を浴びること

で 起 き る 日 焼 け ( サ ン

バーン、サンタン)を指

し、慢性障害は長年の

紫外線暴露の蓄積によ

る光老化(シミ・しわ)、光

発癌を指します。 

なかなか将来起こりう

る皮膚がん(図2)のことを

想像するのは難しいで

すが、2015年のイギリス

での疫学調査によると、

がんの原因となる生活習

慣のうち、予防できるも

のの中で最も大きな原因

が喫煙で年間55,000人

以上、第2位が肥満で

23,000人、第3位は過剰

皮膚癌になりやすいのはスキンタイプのI、IIに属する白色人種を中心と

した色の白い人で、ほとんどの日本人はスキンタイプII～IVにあたり、皮膚

の色と紫外線に対する反応の仕方で皮膚がんになりやすさが変わってく

るというのがその2つ目です。 

急性、慢性の皮膚障害を予防するためにはお子さんへの紫外線対策

も重要で、アメリカの小児学会は6ヶ月未満のお子さんに対しても紫外線

暴露そのものを極力避けること、外出時は長袖長ズボン、帽子を着用する

こと、それができない場合はSPF＋15程度のサンスクリーンを顔、首、手に

は塗ってあげることを推奨しています。これから今以上に日差しが強い季

節になりますが、これまでよりも少しやさしく皮膚に接してあげてください

ね。 



リオを結成し、それぞれの職場の同僚や友人を招

いたホームコンサートを開催するという暴挙に出

た。ド素人の演奏であるにも関わらず、国籍を越

えて集まった心優しいゲストたちと音楽を通して和

やかな時間を共有できたことに感謝している。自

由を最大限に許容し、パフォーマンスに惜しみな

い拍手と賛辞を送ってくれる文化のあるアメリカで

だからこそ、思い切ってできたことである。 

 広い国土に様々な人種、出自の人が暮らすこの

国に身を置いてみてはじめて、「アメリカ人」と一

口にいっても、その実は、それぞれに独自のバッ

クグラウンドをもって集まった多種多様の人びとで

あることを実感した。ESLで親しくなった友人が英

語でおしゃべりをする週1回のランチ会に招いてく

れ、メンバーとなって4年になる。互いに母語では

ない英語で悩みを相談したり、それぞれの出身国

のことを話したりする時間は、相手を理解したいと

いう思いに支えられた心温まるひとときである。す

ぐに家族ぐるみのおつきあいになり、ハロウィーン

やクリスマスなどのイベント、バースデーやウェ

ディング、ベビー誕生といった人生の節目を共に

祝ってきた。移民一世、二世である彼女らもまた、

シティズンシップを有するという意味ではれっきと

した「アメリカ人」であるが、それぞれの出身地の

文化やメンタリティを色濃く残しながら生活してい

る。折しも、保守派の大統領誕生によって国際社

 
駐妻のヒューストン日記 

 地平線の先まで見渡せる茫漠としたテキサス

の大地に車を走らせながら、日本にいた頃とは

かけ離れた生活にふと、これは夢なのではない

かと錯覚する時がある。買い物や仕事に自転車

で行き、節約の精神やリサイクル・エコの習慣に

なじんでいた私が、どこへ行くにも車をぶっ飛ば

し、冷房のガンガンにきいた屋内で凍え、焼却

するのではなく一切合財を地面に埋めるのだと

いうことで、ゴミを分別することもない。それもこれ

も、有り余る土地と世界有数の産出量を誇るエ

ネルギー資源のゆえであり、日本での暮らしぶり

とのあまりの違いにため息が出る。 

 そんな広大なテキサス暮らしの恩恵の一つ

は、日本では考えられない広い一戸建ての家に

住んでいることである。せっかくの環境なので、

思い切ってアップライトピアノを購入、隣近所に

気兼ねすることなく、思う存分音を鳴らすことの

できる贅沢を味わっている。昨年はアマチュア楽

団でチェロ、バイオリンを弾いている友人たちとト

会から距離を取り始めたアメリカであるが、外

の世界からのまなざしを持ち、国際情勢や異

文化への関心が高い市民がいることで、多様

性を担保し、懐の深い社会であり続けることが

できるのだろう。 

 アメリカがその内部に矛盾や問題を抱えなが

らも、一方で優れた人材や企業の育つ土壌を

有し、世界と日本に多大な影響力をもっている

ということを足かけ5年に渡るヒューストン暮らし

の中で感じ続けてきた。それはとりもなおさず、

日本が世界でどうプレゼンスを発揮するべきな

のかを考えることであり、また、自分は異国や

異文化に対して何ができるのか、日本人として

どう振舞うのかを問うことであったと思う。 
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第16４回  

神田彩子 さん 

向かって右側から4人目が神田さん 

  3月2日は3歳以下のお子さん向けの会が平日

に開催されました。ちょうど1歳代の同じお年頃の

お子さんがたくさん来てくれました。読んだ絵本を

以下に紹介させて頂きます。ちょうど春めいてきた

頃でしたので、春らしいラインナップとなりました。 
 

「おべんとうバス」 真珠まりこ作・絵 

  春はお花見や遠足の季節。目的地に着いてお

弁当を開ける時のわくわく感を思い出しますね。

お弁当バスに乗ってハンバーグやエビフライ、卵

焼き、おにぎりと、子供たちの大好物が次から次

へとやってきて、子供たちはみんな歓声をあげま

す。が、みんなが大好きな唐揚げが登場しませ

ん。後から遅れて乗り込んでくるオレンジくん。い

よいよ唐揚げの登場?! と期待しましたが裏切られ

ました。しかし、最後はデザートなので、オレンジ

が適役なのでしょうね。 
 

「のせて のせて」 松谷みよ子文 東光寺啓絵 

  まこちゃんの赤い車に「のせてのせて」と、うさぎ

さんやくまさん、ネズミの親子が乗り込んできま

す。最後は全員で暗いトンネルの中を疾走しま

す。トンネルを抜けてお日様の下へでるとみんな

笑顔になりますね。 
 

「おしくら・まんじゅう」 かがくいひろし作 

  紅白のおまんじゅうがこんにゃくやなっとう、ゆう

れい?と一緒におしくらまんじゅうをします。とてもと

毎回、迫力のある大型絵本を読みます。

子供たちに大人気ですので、ぜひ親子で

お楽しみください。 

ても可愛らしいおまんじゅうです。ふんわりか

わいいおまんじゅうが、グニャグニャ蒟蒻やネ

バネバ納豆とおしくらまんじゅうをしたらどうな

るのでしょう? 
 

「いちごは どこ?」 きむらゆういち文  

とりごえまり絵 

  春の果物というとイチゴを真っ先に挙げる人

が多いのではないでしょうか。うさぎちゃんの

お誕生日。せっかくのケーキからイチゴがどこ

かへ転がっていってしまいます。子供たちは

探すのが大好き。みんな前へ出てきて「ここ! 

ここ!」と教えてくれました。 
 

「はらぺこあおむし」（大型絵本）  

エリック・カール作 もりひさし訳 

  生まれたばかりのあおむしはおなかがぺこ

ぺこ。食べても食べてもおなかがいっぱいに

なりません。モリモリ食べてどんどん大きくな

る。春だからこそ感じられる生命の息吹、命の

力強さがあふれている一冊です。 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞ 
6月、7月、8月はお休みです。 
 
＜読み聞かせの会＞ 
6月、7月、8月はお休みです。 

  

＊変更がある場合もございます。三水会センター
内のポスターやコミュニティーサイト：ヒューストンな
び＜hounavi.us＞でもご確認ください。 
＊スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ちの
方やお問い合わせは、次のアドレスまでご連絡く
ださい。お待ちしております。 
あそぼーかい mama.asobokai@gmail.com 

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

「だるまさんの」（大型絵本） かがくいひろし作 

  「だるまさんが」「だるまさんの」「だるまさんと」の

だるまさん三部作のひとつです。だるまさんの動き

が何とも可愛らしく、子供たちや保護者の方々、ス

タッフも全員だるまさんと一緒にゆらゆら動きまし

た。みんなが幸せな気持ちになる一冊です。 
 

  今日も子供たちは、短い時間ではありましたが、

あおむしと一緒になってモリモリ食べたり、納豆と

おしくらまんじゅうをしてねばねばくっつかれたり、

だるまさんになってみたりと絵本の豊かな世界を

旅しました。 
 

   読み聞かせの後は、しばし歓談の場となりまし

た。ただでさえ不安の多い幼子を連れての異国で

の生活。同じような境遇にある人々との交流は、大

きな助けにも癒しにもなります。少しでもその不安

を和らげる手助けができたならよいのですが。また

次回のお越しをお待ちしております。 
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編 集 後 記 

青い空、白い雲、暑い日も多くなってきましたね。私のア

パートでは、子供たちがはしゃぎ回るだけでなく、大人たち

もプールサイドでくつろぐ姿が見られるようになりました。現

地校では、学年末も迫ってきて、もう少し頑張れば夏休みに

突入ですね。 

さて、今号のガルフストリームは、「ジャパンフェスティバ

ル」を1、4、5面に、「商工会議事録」、「商工会セミナー」、

「ソフトボール試合結果」、「Houston Walker」、「ソフトボール

上位3チームのコメント」、「駐妻日記」、「ピーカンキッズ」、

「テキサスメディカル」、日本語補習校の「入園・入学式」、

「会社紹介」、「ヒューストン知っとん」、そして、「古本市のご

報告」になります。 

イベントたくさんの春、今号もイベントの様子盛りだくさん

でお届けします。そして、今号発行のころには、皆さんお楽

しみのピクニックの開催も間近ですね。この春、長くヒュース

トンにいらした方の異動のお話もわりとお聞きしました。その

分、新しく来られた方も多いと思います。イベントを通して、

皆様、ヒューストンを楽しんで行っていただければと思いま

す。今号で載せきれていないイベントの様子は、来月号に

追って、掲載予定です。また、商工会ホームページ掲載の

本誌の過去号にありますように、ヒューストンの様々な面を

今後も紹介していければと思います。本誌もヒューストンを

楽しむお役にたてば幸いです。 

今月も、「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） 

 ガルフストリームは毎月１５日発行です。 
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古本市のご報告 

今年度2回目の古本市を4月7日(土) にボランティアの皆様や事務局のご協力に

より、三水会センター会議室にて、無事開催することができました。 
 

古本は、前回と同様、文庫本が最も多く、会場中央の大きなスペースに、著者名

の「あいうえお」順に仕分してぎっしり並べられ、その他の本は壁を囲むようにジャン

ル別に並べられました。今回多く集まった絵本や児童書は、来場者が手に取って見

やすくなるようにディスプレイされ、一番人気のセクションとなりました。当日は入園・

入学式、ジャパンフェスティバル一週間前の日本庭園のお掃除等のイベントと重

なっていたこともあり、来場人数は少ないと予想しており、更に雨が降り、寒い日で

あったため、前回より20人ほど少ない、80人ほどの方々が来場されました。この度の

収益金は$834 .00、そして$39.25の寄付と合わせると、$873.25 となりました。収益金

はピーカンキッズやお助けマップ、ショーイングジャパンの運営や活動、古い本棚の

買い替え等の図書館を充実させるための備品購入に充てる予定でおります。 
 

毎回古本市には日本語や日本の文化に興味のあるアメリカ人の方々、ルイジア

ナなど遠方より足を運んでくださる常連の方々もいらっしゃいます。特に今回は現地

コミュニティーの学校の先生や学生の方々の来場が多く、商工会の親善・広報活動

にも役に立ったのではないかと感じられました。早速、次回の古本市の案内をリクエ

ストされる方々もおられ、イベントの意義を改めて実感いたしました。 
 

お越しいただいた皆様、またボランティアの皆様にはこの場をお借りして心よりお

礼を申し上げます。次回の古本市も引き続き皆様が心待ちにしてくださるイベントに

なるように、より充実した内容にてご案内できるよう、色々な工夫を取り入れて、ボラ

ンティアの方々と準備してまいります。今回の古本市についてお気づきの点などが

ございましたら、今後の参考にさせていただきますので、是非ご連絡ください。 
 

連絡先：商工会事務局  sansuikai@jbahouston.org 

（文責：生活・情報委員長 根本真樹子） 
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