
4…会社紹介・南氏叙勲式 

5…若田宇宙飛行士5回目の飛行 

6…テキサス会・駐妻日記 

 

Gulf Stream 

目 

次 

Japan Business Association of Houston 

Volume 48  No. 3 

December  2022 

www.jbahouston.org 1880 S. Dairy Ashford Road, Suite 170 Houston, TX 77077   TEL: (281) 493-1512 

7…補習校工場見学 

8…気ままなフォトアルバム 

9…Showing Japan・クリスマス料理 

10…テキサスメディカル 

11…三水会クラブ・告知・議事録 

12…知っとん・Houston Walker・編集後記 

1…六者交流会 

2…ターナー市長訪日ミッション 

3…ターナー市長訪日ミッション（続き） 

 新型コロナ感染症拡大により休止されていたテキサス州六者交流会（通

称 六者会）が11月4日エルパソにて3年ぶりに開催されました。今年で25

回目となる六者会はElizabeth Taylorも宿泊したという歴史と風格あるTHE 

PLAZA HOTEL PIONEER PARKにおいて、短縮プログラムで実施されま

した。ダラスからの航空便の到着が遅れるというハプニングにも見舞われ

ましたが、ヒューストン商工会から34名、州内各地から総勢105名の参加者

が集い、限られた時間の中で大いに親交を深めました。ホストを務められ

たエルパソ日本人会は会員数12社/37名と大変小規模ながらも皆さま総

出で準備・運営、心温まるおもてなしを頂きました。ここに改めて感謝申し

上げます。 

 

第一部 講演会 
 18時からの北田正

宏エルパソ日本人会

会長による主催者挨

拶に引き続き、ゲスト

にお招きした日本人

医師 Motoko Abra-

ham先 生 に「テ キ サ

ス/カリフォルニアの

医療と暮らし」と題し

たご講演を頂きまし

た。 

 先生は日本初の女

性航空管制官として

国交省に11年間勤務された後に渡米。メディカルスクールを卒業され、現

在はテキサステック大学に所属して緊急医療の最前線でご活躍されてい

る、ユニークな経歴のドクターです。我々日本

人が米国生活を営む上で必要な医療情報や、

初期のコロナ患者対応の様子などといった実

際の医療現場での生々しいお話まで、興味深

いトピックが満載でした。例えば、脳卒中の疑

いがある方への初期対処として「BE FAST」（＝

Balance/Eyes/Face/Arm/Speechに異変が認めら

れる場合は、直ぐにTime to call 911 !）という話

や、女性管制官時代に雑誌に掲載された記事

をご紹介頂いたりするなど、穏やかな優しい口

調で次々に繰り出されるお話に、皆大変熱心

に聞き入っていました。 

 

第二部 交流会 
 19時過ぎには、ご来賓の村林弘文在

ヒューストン日本国総領事よりご挨拶を

賜りました。これまで10カ国で業務に従

事されてきた総領事ご自身が外交官を

目指したきっかけなどの貴重なお話を共

有頂いた後、乾杯のご発声で交流会が

スタートしました。束の間の歓談の後、恒

例の六都市の各代表による都市紹介が

始まりました。今回のトップバッターは我

らがヒューストン。各地区割当時間がわ

ずか5分しかない中、石川隆次郎第一

副会長がユーモア溢れる快活なプレゼ

ンでヒューストンの魅力をしっかりアピー

ル。コロナ禍でも繋がりを大切にした当

商工会活動を報告しました。 

 それぞれのお国自慢が終わって一息

つく間もなく、日本往復航空券などの豪

華景品が出席者の二人に一人は当選

するという大抽選会が始まり、交流会は

最高潮を迎えました。抽選会の興奮冷

めやらぬ中、北田正宏エルパソ日本人

会会長より早坂晃ヒューストン商工会会

長に六者会バナーの引継ぎ式が行わ

れ、来年ヒューストンでの再会を誓って

20時半過ぎにお開きとなりました。来年

は11月3日、4日の2日間に亘って開催さ

れる予定です。当商工会の皆様とご相

談しながら準備を進め、イベントを盛り上

げたいと思いますので、幅広くご支援を

賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

      （米国三菱重工業 尾根敬介） 

第２５回 テキサス州六者交流会開催 

▲北田エルパソ日本人会会長 開会挨拶 

▲講師 

Motoko Abrahams先生 

▲村林総領事 乾杯 

▲石川第一副会長のプレゼン  

▲早坂会長、バ

ナー引継ぎ 
  

◀ヒューストン幹部 

（石川第一副会長、

早坂会長、村林総

領事、川上副会長）  



1．概要 
 10月22日から30日にかけてターナー市長とGreater Houston Partnership（GHP）の
ハービー会長が率いる訪日投資＆貿易ミッションの一行約40名が日本を訪問した。
関係省庁への表敬訪問、商工会会員企業訪問、JETROビジネスセミナー、千葉市
との姉妹提携50周年記念関連行事、米日カウンシルの年次総会、ヒューストンバレ
エ団日本初公演など、密なスケジュールで成功裏にミッションを完了した。同時期に
日本公演を行ったヒューストンバレエ団ダンサーやその関係者・理事約130名に当
ミッション団40名を加えた総勢170名強のヒューストニアンが日本に集結。ヒュースト
ンと日本間の貿易・投資・文化の更なる交流が促進された。 
 
2．背景 
 ターナー市長が2020年1月からの2期目、最初の外遊先に選んだのが、ヒュースト
ンとの貿易総額で国別ランキング8位の日本。(1期目に訪問した中国とインドに次
ぎ、アジア・インド太平洋地域では3か国目）当初は、2020年の桜の美しい春に訪日
する予定だったが、新型コロナの影響で延期となった。コロナ感染拡大が止まない
中、2020年12月にはオンラインによるバーチャル訪日ミッションを企画し、視聴500人
規模の「ヒューストンビジネスウェビナー」や姉妹都市の千葉市長や関係する各企業
のオンライン訪問を実施し、ヒューストンと日本コミュニティとのコロナ禍における関係
構築と、今後の早期訪日実現に繋げて双方の連携を確認していた。 
 今年の春、訪日にむけてヒューストン市とGHPとで可能性を探っていたところ、10月
末に東京で3年振りに対面で開催される米日カウンシル年次総会のメインスピー
カー出演とヒューストンバレエ団日本初公演開催が具体的になってきたことから、6
月頃に市長訪日ミッション計画が浮上。8月に入り、市とGHPの要請を受け、商工
会、在ヒューストン日本国総領事館、そのほかの日系団体の日本コミュニティが事務
局として協力し、約2か月かけて訪日の準備を進めてきた。 
 
3．訪問団・スポンサー 
 訪問団は、ターナー市長とGHPのハービー会長を団長とし、市からは市議会議
員、最高開発責任者、国際部長、ヒューストン空港公団とヒューストン観光局のトッ
プ、GHPからは上級副会長兼最高経済開発責任者はじめテキサスセントラルなど会
員企業と日本商工会員企業代表者が参加する官民日米一体となる豪華メンバーで
構成された。スポンサーは、ダイキン コンフォート テクノロジー ノースアメリカ社、米
州住友商事、米国三井物産、東芝インターナショナル米国社、米国三菱重工業、北
米三菱商事、ANA、Cole Chemical、権藤グレン氏など、JETROヒューストン事務所
の協力の下、商工会会員企業と個人を中心に構成された。 
 
4．訪問先・行事 
 関係省庁の訪問先は、外務省、経産省、国土交通省、都庁、千葉県、千葉市、
JETRO、駐日米大使館への要人表敬訪問。民間部門は、商工会会員企業中心に、
横浜の三菱重工業Yokohama Hardtech Hub、川崎の東芝インフラシステムズと東芝
未来科学館、住友商事本社、JR東海と新幹線体験乗車（東京/三島間）、住友重機
械工業とステラファーマ、ANA本社、ダイキン工業東京支社を訪問した（訪問順）。
訪問団が参加した行事は、ヒューストン市・GHP・在ヒューストン日本総領事館・
ヒューストン日本商工会・JETROが共催の「ヒューストンビジネスセミナー（ターナー
市長による基調講演）」、千葉市姉妹提携50周年記念行事、米日カウンシル総会
（プログラム冒頭のターナー市長とハワイ州知事によるパネルディスカッション）、東
京文化会館で開催されたヒューストンバレエ日本初公演。 
 
5．ミッション全日程の先陣を切った「ヒューストンビジネスセミナー」  

 市長は基調講演で「ヒューストンにとって日本ほど素晴らしいパートナーはいない」
と述べ、同市と日本との貿易額が2021年には115億ドルに達したほか、100社以上の
日本企業がヒューストン市や周辺に大規模な投資を行っていると説明。また、同市と
ダラス市を結ぶ米国初の高速鉄道システムの構想に触れ、「われわれが活用しようと

しているのは日本の
テクノロジーだ」と述
べた。市長は同市の
ビジネス上の魅力と
して「特に強固な陸
海空のインフラ網に
より、同市がテキサ
ス州内や米国内の
みならず、ラテンアメ
リカ市場との貿易や
取引に最適なゲート
ウェイとなっている」
と強調。また、エネ
ルギー産業のみなら
ず、エネルギー関連
企業や技術者の集積により、水素、太陽光、風力、炭素回収・貯留（CCS）など、脱
炭素に向けたトランジションエネルギーの分野でも世界をリードしていると説明した。 
 セミナーの準備期間中、市長のスピーチ時間をめぐり、市役所側は当初5分が基
本と説明していた。セミナーの目玉にあたる基調講演、舞台裏では日本の聴衆が期
待しているのは市長の生の声とし「7分でどうか」「いやそれは長い、5分だ」との応酬
があった。結果、原稿とは異なる市長個人の思いもつまった10分超の名スピーチ
に 。 「 我 々 が 重 視 し て い る の は 目 先 の 損 得 で は な い 。 皆 さ ん と の 関 係
性 （relationship）だ。そして今深めた関係は、今後数十年先にわたりプラスをもたら
す。」 “ターナー節”の締めに酔い、そしてお茶目な“アリガトウ ゴザイマス”の一言
で思わず一同が笑みになる、名演説だった。 
 
6．各訪問先での活発な議論や積極的な提言 
 2年前のバーチャル訪日ミッションでは貿易や投資など経済を主体とした関係構築
を目指したが、今回はそうした経済的な交流促進に加えて、新しい技術の導入やス
タートアップ企業の誘致、市長自ら主導する気候変動問題とサステナビリティの、中
期的には2030年、長期的には2050年までも見据えた、中長期的な解決策や双方の
行動計画について積極的な議論が交わされ、今後の日本（民間企業・千葉市）と
ヒューストン（市・GHP）の新たな分野でも更なる関係構築を図る必要性が再確認さ
れた。 
 

1)貿易・投資促進、新しい技術の導入、スタートアップ企業の誘致 
 三菱重工業のYokohama Hardtech Hubでは、“Hardtech”のイノベーションに挑戦
する新たな共創空間が提供されている各スタートアップ企業の施設を見学。東芝未
来科学館ショールームでは、東芝製品の一号機や環境・エネルギー、社会インフ
ラ、半導体、デジタルプロダクツなど近未来の社会・生活シーンを見据えた先端技
術を視察。ダイキン工業の東京支社移転先である東京ミッドタウン八重洲では、オ
フィスビルとして国内最大級の「ZEB Ready」認証を取得した設備を視察し、またそれ
を支えるダイキン工業の技術やヒューストン市での実績を含むグローバルでの環境
取り組みについて活発な提言や議論が交わされた。ヒューストン市が力を入れてい
る大型インキュベーション施設「アイオン（The Ion）」、スタートアップ・インキュベー
ション施設「グリーンタウン・ラブズ・ヒューストン」、ウェリントン空港「スペースポート」、
テキサスメディカルセンターなどとの今後の連携模索や双方の運営に参考になる議
論が交わされた。 

Vol.48 No.3 December 2022 2 Gulf    Stream 

ヒューストン市ターナー市長 初の訪日ミッション 

▲上段左 ： 東芝未来科学館 左からハービーGHP会長とターナー市長 

  上段右 ： 東京ミッドタウン八重洲 ダイキン工業とのディスカッション 

  下  段 ： 三菱重工業Yokohama Hardtech Hub 

▲上段左から：ジェトロ桜内氏、米州住友商事川上氏、GHPスーザン氏、ヒューストン・

ファースト フランツ氏、全日本空輸名川氏。下段左から：ヒューストン市イーケン氏、ヒュー

ストン市ターナー市長、ジェトロ曽根氏、GHPハービー氏（ジェトロ撮影）  

▲ターナー市長の基調講演        
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2)気候変動への主導的な役割 
 市長は「全米気候変動市長会議」の共同議長、「世界エネルギー都市パートナー
シップ」事務局長を務めている立場から、「世界のエネルギー首都（Energy Capital）」
とも呼ばれるヒューストン市が世界のエネルギー・トランジションの牽引役になることを
コミットメントとして各企業訪問先で一貫して主張。訪問先からは、各日本企業の高
い技術開発力を背景とした省エネや再生可能エネルギーの導入など気候変動対策
の積極的な取り組みについて説明を受けた。それに対し、8月に米国連邦政府の再
生可能エネルギーの推進などを盛り込んだ新たな歳出・歳入法案がタイミングよく可
決したことから、連邦政府からの補助の予算目途がついた上、「（CCUSのためのパ
イプラインのようなインフラ、CO2を貯留する地層、労働力がそろっている）ヒュースト
ンが脱炭素の追求に適している」と、市長がきめ細かく説明し、各企業とヒューストン
が脱炭素の追求に向けて「WIN WIN」となる将来の相互関係強化について力強い
期待と支援の意向を伝えた。 
 

3)経済・文化交流の更なる促進を再確認 
 JETROビジネスセミナ－、千葉市との姉妹提携50周年記念行事、米日カウンシル
総会のパネルディスカッションにおいてターナー市長が一貫して行った主張は、
ヒューストン市と日本との関係について、「経済的な関係に加えて、文化的にもつな
がりがあるからこそ、関係は特別」と強調、千葉市との姉妹都市協定が50年を迎える
こと、青少年交流や文化交流を積極的に行ってきたこと、また今般ヒューストンバレ
エ団の日本初訪問を通じ、ダンサー70名の多くを占める若い世代が初めて日本を
訪問したことなど触れ、「相互に安定した信頼のおける関係、国際交流（特に青少
年）はこの時代に重要だ」とした。 
 千葉市長は「環境に配慮しながら経済発展するための協力をこれからも継続する
ことなどを確認した」と話し、ターナー市長は「エネルギーが武器化されるような時
代、経済安保の重要性が増している。こうした先行き不透明な時代だからこそ、安定
感があり（stable）、信頼でき（reliable）、持続可能な（sustainable）な関係をもてる友好
国との強い信頼関係を作っていきたい。その筆頭が日本だ」などと述べた。国の垣
根を超えて、民間企業や地域団体間の草の根レベルの交流や、バーチャルでは得
られない対面での交流の重要性について改めて、訪問団も受け入れ先も再認識し
た。 
 
7．訪日ミッション全体を通じて 
1)「Great Trip」 
 ターナー市長にとって公私ともに初の日本訪問となり、コロナ禍延期されたものの
地元コミュニティの厚い（熱い）協力を受け、市長就任以来念願の訪日ミッションを成
功に収めた。ヒューストンに戻り、市長関係者からは、これまで実施した投資貿易の
海外ミッションの中でもベストであったこと、またヒューストンに戻って早速に幅広く活
動されている市長からは「Great Trip」と総領事へご報告いただくなど、市長が訪問す

る各講演や会合では事あるごとに日本
訪問は大変に良かったとアピールされて
いるところからも、有意義な訪問であった
と窺える。11月15日にヒューストン日米協
会が主催した45周年記念GALA/BASH
では公務忙しい中、市長が授与された
ヒューストンと日本の友好関係に貢献し
た2022 Houston-Japan Friendship 賞に
市長自ら参加され、訪日ミッションの成
功を振り返り、商工会をはじめとする日
本企業のヒューストンに対する貢献につ
いて感謝の意を表された。 
 

2)分刻みの忙しい日程 
 7泊9日の日程は休みもなく分刻みのス
ケジュールで昼夜組まれ、訪問団先遣
隊とセキュリティー警備官が1～2時間前
に次の訪問先にて必ずスタンバイするなど周到に準備していたことから、スムーズに
日程が運んだ。当日の朝と訪問先直前ではスタッフからのブリーフィングを受け、資
料にはすべて目を通し、対面では原稿を見ずに会話をするといったスタイルを通じ、
貴重な直接の会話を重視していた。時間があるときや移動中などは、常に資料を読
んでいた市長の姿が印象的であった。ヒューストンを出発する日については、金曜
日まで市長が公務に専念する必要があること、月曜日の朝から日本でのミッション日
程を開始したいこと踏まえ、土曜日出発の移動が必須である旨の市からの要請を受
けていた。候補の22日の土曜日はANAの日本向け旅客運航のない日であったが、
臨時直行便が当ミッションのために特別に用意された。ヒューストンに戻ってから、市
長はこの夏に癌と診断され手術と放射線治療を受けていたことを、メディア通じて明
らかにされた。夏のフランスへの経済ミッションは市長のみ断念し、秋の日本への訪
問に向けて治療後の体調管理と準備に専念されたことからも、日本訪問を重視して
いたことが窺える。 
 

3)市長の大きな存在感ときめ細かな気配り 
 各訪問先で受ける日本のホスピタリティを市長は歓迎し、訪問先での写真撮影や
プレゼント交換に笑顔で応え、約1週間お世話になった運転手2人にも成田空港到
着の際には、他の訪問先と同じように写真撮影とプレゼントを贈呈するなど滞在中は
終始気配りが見られた。各企業の訪問では常に最初に質問し、笑顔で各幹部との
固い握手を欠かさなかった。 
 米日カウンシルでは、プログラム最初のパネルディスカッションにトップバッターとし
てハワイ知事イゲ氏と共に登壇、これまでの自然災害等踏まえた経験や、実績に基
づいた気候変動に向けた地域の取り組み、国際協力の重要性についての市長の
メッセージは、国内外数多くのイベントに出席した経験を持つ財界リーダーのスピー
カーの中でも、最も存在感のある印象を受けた。コロナ禍やっと実現した対面での
国際交流の重要性、ヒューストンを代表して総勢170名もの訪問団をヒューストンから
東京に引率したこと、日本が大好な娘さんを今般一緒に連れてくることが出来なかっ
たのでまた日本にすぐに訪問したいといった日本へのリップサービスも忘れず、今般
のミッションの体験を通じた総会での世界からの参加者700名へのメッセージは説得
力・影響力があった。  
 
8．今後に向けて 
 2020年春の訪日延期から今般実現までの約2年半に国際情勢は大きく変わったと
痛感するが、訪日団の準備を通して、商工会、市、GHP、地元コミュニティ―の関係
は変わるどころか今までに増してより強力なタッグを組める関係になった。バーチャ
ル/オンラインでなく対面で真の交流を行えた今回の市長初訪日は、あらためて日本
の「革新的な技術」のみならず、各企業の特に気候変動に見られた日本が取り組む
「真剣な姿勢」と「計画性」、各企業の受け入れに際するホスピタリティ溢れた「おもて
なし」、その準備の「周到性」と時間に正確な「規律性」は、市長だけでなく訪問団に
も大きな影響を与えた。分断と混乱が止まらない国際情勢の中、ターナー市長をは
じめ今回の訪日団は「組むならやはり日本」との意をあらためて強くされたと確信して
いる。これからも、ヒューストンと日本の幅広くかつ末永い信頼のある強固な関係を継
続させたい。 
    （名川 譲 特命担当理事（他団体担当）/ANA  
      桜内政大 企画・調査委員長/JETROヒューストン） 
 

★写真集とプレスリリース等のリンク集はこちらから閲覧可能となっています。 

Gulf    Stream 

ヒューストン市ターナー市長  

初の訪日ミッション（2ページ続き） 

▲姉妹都市提携50周年記念行事  

投資・貿易ミッション団・ヒューストンバレエ団・バレエ団理事勢揃い  

▲米日カウンシル総会 ターナー市長と 

ハワイ州イゲ知事によるパネルディスカッション 

https://339e19be-a0a2-4218-8da0-f5c256046686.filesusr.com/ugd/66ffda_341e0db7bd6348529c3826c858cc702f.pdf
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会 社 紹 介 
Sumitomo Warehouse (U.S.A.), Inc. 

正団体会員 代表 近藤智之 さん 

1．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

米国住友倉庫会社は、1985年の設立以降、北米市場への玄関口であ

るロサンゼルスで、1990年より自社倉庫（約15,000m2）を運営し、主に日系

企業様の米国での拡販のお手伝いをさせていただいております。ロサン

ゼルスに加え、アトランタ、シカゴ、ニューヨークにも拠点を有し、本年7月

にテキサス州を中心としたメキシコ湾岸地域のお客様の近くで物流サービ

スを提供することを目的にヒューストン支店を開設し、米国に進出される企

業様の様々な物流ニーズに迅速かつ的確にお応えしています。 

IKEA、Targetなど大手小売店へ買い物に行かれた際、多くの商品が品

切れで空き棚をよく見かけたのではないでしょうか？港の混雑、トラックドラ

イバー不足などに起因して発生したアメリカのサプライチェーンの混乱は、

一時期からすると良くなったとは言え、まだまだ正常に戻ったとは言えませ

ん。弊社では貨物

の特性、陸・海・空

の輸送モード、世

界各国の法制度を

熟知する住友倉庫

グ ル ー プ の 高 い

コーディネート力と

海外ネットワークに

より、リードタイム短

縮、輸送コスト削減

など、お客様のあらゆるニーズにお応えするべくスタッフ一同、日々全力

を尽くしております。 

 

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。 

この7月にヒューストン支店開設に合わせてイリノイ州から引っ越してき

ました。とにかく暑い！というのが第一印象です。またスポーツ観戦が趣

味で、アストロズの奮闘もあり、（途中参加ながら）熱く！盛り上がることが

出来たシーズンとなりました。まだまだテキサス歴は浅いですが、大きな

車が荒っぽい運転をしてひやりという経験をしたり、Tex-Mex、Texas 

BBQなど食を楽しみ、フレンドリーなテキサス人とのコミュニケーションを

通して、自分も早くTexanに近づきたいなと思っています。 

 

3．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

大学１回生の私は、「進め！電波少年」のヒッチハイク企画に出演して

いた猿岩石と、沢木耕太郎による紀行小説「深夜特急」を大沢たかお主

演で映像化したドラマに憧れたという単純な理由でバックパッカーとなり、

学生時代は長期休暇に入るとすぐに旅に出ていました。当時19歳の私

はグランドキャニオンを訪れたことがありました。2016年にアメリカ駐在と

なってからは過去に一度訪問

したことがあった為、旅行先の

候補から外していましたが、ク

リスマス休暇に合わせて長男

が日本からグランドキャニオン

に行ってみたいと連絡があ

り、25年ぶりにグランドキャニ

オンへの旅行計画を立ててい

ます。当時の私と同じ年齢の

息子と訪れることになるとは、

感慨深いものがあります。 

2022年4月、令和4年春の叙勲において、元

ハーマンパーク管理団体日本庭園諮問委員会

議長の南邦夫氏が、「旭日単光章」を受章しまし

た。ガルフストリーム読者の皆様には、日本庭園

関係の記事でおなじみのとおり、日本庭園を通

じた日本文化普及と在留邦人への福祉向上に

寄与した南氏の功績が認められたものです。こ

の旭日単光章の勲章伝達式が、11月1日、在

ヒューストン日本国総領事公邸にて開催され、

早坂晃ヒューストン日本商工会会長、名川譲同特命理事、小林事務局長の

ほか、ハーマンパーク関係者など、約30名が出席しました。 

冒頭、村林総領事は、南氏がハーマンパーク日本庭園の管理・改修・増

築のため、20年近く献身的に貢献したことに深く感謝するとともに、ハーマ

ンパーク日本庭園を本物の日本庭園として生き返らせた中心人物であった

と述べました。また、この日本庭園が、ヒューストン市民の憩いの場であり、

かつ、ヒューストンにおける日米友好親善の象徴であることから、同庭園が

開園30周年を迎える年に、南氏が叙勲を受け

たことを非常にうれしく思うと挨拶しました。 

その後、村林総領事は、南氏に向かって、

勲記を読み上げ、旭日単光章の勲章を授与し

ました。 

答礼に立った南氏は、2003年にグレーター

ヒューストン日本人会が設立された頃を振り返

りつつ、日本人会の最初の活動として、ヒュー

ストンに本物の日本庭園を維持する決意をし

たことを話しました。また、日本から庭師がメイ

ンテナンス指導に来訪する際、弁当、ホームス

テイ、交通手段の提供など、多くの人々が様々な支援をしてくれたことに

言及し、日本庭園のボランティアや総領事館を含め、日本庭園のために

貢献した全ての人の協力に心から感謝の意を表しました。 

続いて、クリス・オルソン・ヒューストン市貿易・国際部長より、10月の

ターナー市長の訪日で、ヒューストンと日本との関係の深さを再確認した

ことから、このような関係は、日本文化の美しさを伝え、2つのコミュニティ

を近づけるために努力してきた南氏のような人がいなければ不可能で

あったと述べました。 

また、ドリーン・ストラー・ハーマンパーク管理団体事務局長は、ハー

マンパーク日本庭園は、日本と米国、ヒューストン市と千葉市の友情を

象徴するものであり、日本庭園に対する南氏の長期にわたる献身は、

ハーマンパークのスタッフと日本コミュニティのボランティア及び日本から

の庭師との強い絆を築き上げたと、南氏を称えました。 

最後に、ヒューストン日本商工会の特命理事で、南氏の後継として日

本庭園諮問委員会議長を務めている名川譲氏が、来年2月、日本の庭

師が4年ぶりにヒューストンに来ることと、現在、南氏の揮毫による「友情」

の文字を彫った石碑を制作中であることを報告し、南氏の受賞を祝して

出席者全員で乾

杯をしました。 

 

☆南氏の功績に

ついては、こちら 

 

☆勲章伝達式の

様子は、こちら 

 
左から早坂会長、南氏、村林総領事、名川特命理事 

▲左が近藤さん 

https://www.houston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00359.html
https://www.youtube.com/watch?v=-PF5mPTfzBE
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   米国東部時間2022年10月5日12時、若田光一宇宙飛行士とNASA宇宙

飛行士2名、ロシア宇宙飛行士1名を乗せたSpaceX社のSpaceX Crew-5が

フロリダのNASAケネディ宇宙センターより国際宇宙ステーション（ISS：

International Space Station）に向けて轟音と共に打ち上りました！ 

   ニュースなどでも報じられている通り、若田宇宙飛行士にとって今回は、

日本人最多となる5回目の飛行[注1]、さらには日本人最年長のフライトとな

ります。そして、今回のもう一つの特徴は、若田宇宙飛行士以外は初フライ

トということです。 

   また、今回の打上げはコロナによる制約も緩和されたことから、これまで

にCrew-1クルーとして飛行した野口宇宙飛行士やCrew-2クルーとして飛

行した星出宇宙飛行士の時と比べ、非常に多くのメディアの方々が若田宇

宙飛行士の打上げをケネディ宇宙センターから見守っていました。 

   ISS到着後に行われた若田宇宙飛行士軌道上記者会見では、8年ぶり

の宇宙にもかかわらず体がその感覚を覚えてくれていることや、今回打上

げられた日本製の様々な日用品を使うことを楽しみにしていることなどを紹

介したほか、民間事業者の参入による宇宙利用の拡大や、現在の小学生

の子供たちが大人になったころには宇宙が仕事の場になっているであろう

ことなどを話しました。 

   なお、今回の長期滞在ミッション期間は約半年。この期間、地上の技術

者／研究者と協力しながらこれまでの宇宙飛行士たち同様、地上での人

類の活動のため、将来人類が宇宙へ活動領域を拡げるため、国際協力／

教育などを目的とした多くのミッションを行います。（詳細は本記事最後に

紹介している若田宇宙飛行士のミッションサイトやTwitterをご覧になってく

ださい。すでに多くのミッションを行っています！） 

    例えば、ISSにある日本の宇宙実験棟「きぼう」内でドローンロボットを

使った3回目の「きぼう」ロボットプログラミング競技会（Kibo-RPC）を国際協

力／教育の一環として実施。アジアを中心とした世界各国から大学院生ま

での学生を対象に参加者を募り、宇宙ステーション内で空気リークが発生

したという想定で、このドローンロボットを操作するプログラムをそれぞれの

参加者に作ってもらい、いくつかの課題をクリアしながら空気リーク箇所を

発見するまでのタイムを競うというものがあります。（バングラデッシュ、イン

ドネシア、マレーシア、ネパール、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム、アメ

リカ、オーストラリアなど12の国・地域から351チーム・1431名が参加応募） 

   他にも宇宙環境を利用して、地上の実験装置では浮かすことができない

材料を浮かしながらレーザーを使って2000℃以上に熱して融かし、その材

料の性質を調べることにより新たな高機能物質を探す実験[注2]や、微小

重力環境の宇宙で物（材料）が燃えた際、どのように燃えるか／燃え広がる

かを調べることにより、将来人類が宇宙空間で生活する際に発生しうる火

災に備えるための実験など、地上や宇宙のためのミッションが数多くありま

す。 

   また、実験以外にも、若田宇宙飛行士は時間のあるときに宇宙ステー

ションから撮影した日本列島、日本各地、富士山など多くの地上の写真を

Twitterに掲載してくれることで、地球のすばらしさを紹介してくれていま

す。 

    まだまだ若田宇宙飛行士、そしてJAXAのフライトディレクター、管制

官、研究者、技術者たちの活躍は続きますので、引き続き、応援よろしくお

願いします！JAXAのホームページ、YouTubeチャンネル、Twitterも是非

ご覧ください。                           （JAXAヒューストン事務所 山方健士） 

※写真・出典NASA/JAXA 

SpaceX Crew-5機内の宇宙飛行士たち：一番右が若田飛行士 

注1 1回目は1996年にスペースシャトルのSTS-72ミッション。2回目は2000年にスペース

シャトルのSTS-92ミッション。3回目は2009年にISSでの長期滞在ミッション。4回目は

2013年-2014年に2回目の長期滞在ミッションで日本人初のコマンダーに就任。 

若田宇宙飛行士たちが搭乗したSpaceX Crew-5打上げの瞬間 

軌道上記者会見の最後に手を振りながら飛んでいく若田宇宙飛行士 

ISSにいる若田宇宙飛行士（奥のテレビモニタ－）へJAXA筑波宇宙センターから 

ミッションを説明する地上職員 

注2 この実験の目的は、地上だと2000℃以上の融点を有する金属／合金を融かそうと

すると、融かすための容器自体も溶けて混ざってしまい、調べたい金属／合金の正しい

データが取れないことから、溶かしたい材料を容器に入れず、浮かせて、物質そのもの

が液体状態になっているところを観察し、材料の性質（密度、粘性、表面張力）を調べる

ところにあります。なお、地上では浮かせることができない材料もあるため、宇宙環境で

行っています。 

ISSから撮影した日本列島（手前から九州、四国、本州） 

JAXA 若田宇宙飛行士 ISS長期滞在ミッション特設サイト: astro-mission.jaxa.jp/wakata/ 

JAXA 若田宇宙飛行士 Twitter @Astro_Wakata 

https://astro-mission.jaxa.jp/wakata/
https://twitter.com/Astro_Wakata
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第573回テキサス会「商工会会長杯」ゴルフトーナメント 

 皆様、ヒューストンでいかがお過ごしでしょうか？やっとコロナから解放さ

れつつあり、日本よりも開放的な環境の中でアメリカの生活を楽しめてい

ますでしょうか?私達家族はパンデミック前の2019年12月にヒューストンに

赴任してまいりました。当初は夫、私、子供二人と猫だったのですが、今

は天国に猫がおり、新しく末っ子が生まれております。今日はその一緒に

アメリカに渡ってきた猫についてお話ししようと思います。渡ってきた逸話

に少し運命的なものがありますので、最後まで読んでいただけたら幸いで

す。   

   猫の名前はジジ。皆様ご存じの「魔女の宅急便」からつけた名前です。

当時アメリカで大学生をしており、英語の勉強になればとジブリのDVDを

英語吹き替え＆字幕で幾度となく見たものです。そんなジジを飼い始め

た時、猫を飼うのが初めてだった私はまず獣医に連れて行き、獣医の勧

め通りに避妊手術と、爪をとる手術をしました。Declawと呼ばれるその手

術は日本ではまず受けられることはなく、アメリカでも今では残酷だとされ

淘汰されているように思いますが、当時はさほど珍しいことではありません

でした。後に転勤族となった私には大変ありがたく、ペット禁止の賃貸物

件でも、爪がないならと特例で入れてもらったり、赤ちゃんが生まれても

引っかかれる心配もなく、私たち家族にとっては良い事づくめでした。た

だ、室内猫として飼うことが原則であることを獣医に強く言われました。そ

れは外の世界では、爪がないと喧嘩に必ず負けるからだそうです。勿論

寄生虫や事故を防ぐためにも、アメリカの獣医には室内で一生飼うよう、

勧められます。 

 猫の海外移動には、犬と同じルールが適用され、狂犬病の抗体価検査

が必要になります。そしてその検査から百八十日の待機期間を経て入

国可となる国が多いのですが、検査に連れて行ったり、書類を作成した

り、実際には半年以上かかります。近いうちの転勤が分かっている場合

は、早めに検査を済ませておくと安心です。ただこの検査もずっと有効

ではなく、期限がありますので転勤族ですと猫人生(?)のなかで何度も受

ける事となります。また、旅行中にペットホテルに預ける場合は、この抗

体価検査ではなく、狂犬病の予防接種が必要だったりします。ホテルに

よっては猫インフルの予防接種や数種混合を打ってください、と言われ

ることもありました。海外の移動には貨物扱いでしか渡れない国もあり、

その場合は猫でも片道二十万越えの料金を支払います。何が言いたい

かというと、やはりペットを飼うにはお金も労力もかかるということ。安易な

気持ちでは最期まで看取れません。しかし、生まれた時からジジがいた

息子は動物が大好きで、優しい子に育ってくれたと思っています。 

 さて、最後になりますが、ジジの運命的な渡米についてです。学生の

頃に飼い始めたと最初にお話ししましたが、当時他州に住んでおり、テ

キサスの大学に留学していたお友達を訪ねて旅行中立ち寄ったスー

パー前で、産まれた子猫を譲渡していたおばさまから頂きました。大学

から他州へと就職で引っ越し、転職で日本へ。それから結婚し夫の海

外転勤同行、日本に戻ったのちまたテキサスへの転勤。結果として何度

も州、県、国を跨いだ猫となったのですが、最後の地はジジの生まれた

テキサスとなった訳です。今回の渡米すぐに癌がみつかり看取りました

が、なんとかテキサスまで戻ってきたかったのか

な、と思わされるようなタイミングでした。これから続

く子供三人とのテキサス生活も、ジジがテキサスの

空から見守っていてくれると思うと、心が温かくなり

勇気づけられるのです。これからペットを飼いたい

と思っている読者の方にも、たくさんのいい影響を

貰える、良い出会いがありますように。 

第217回  河田 綾 さん 

駐妻のヒューストン日記 

言葉を頂戴し、商工会会長杯は盛況のうちに幕を閉じました。 

 今回も、日本人会および会員企業各社から数多くのご寄付を頂戴しま

したこと、この場をお借りして、厚くお礼申し上げます。また、スムーズな

大会運営にご協力頂きましたすべての皆様に、感謝申し上げます。 

 （機械･電子部会 Tadano America Corporation） 

11月13日（日）、第573回テキサス会ゴルフトーナメント「商工会会長杯」

が、WindRose Golf Club（男性6,608ヤード、女性5,355ヤード、パー72）で

開催されました。前回第572回大会からわずか2か月足らずでの開催と

なった今回は、早坂商工会会長、武智日本人会会長をお迎えし、総勢66

名が出場。早朝は35℉まで冷え込みましたがすばらしい晴天に恵まれ、

開会式にて武智日本人会会長より、「気温は冷え込んでいますが旧交を

温め親睦を深めましょう」とのお言葉を頂戴し、午前8時よりショットガンス

タートで一斉にトーナメントを開始しました。午後2時頃には全参加者が大

きなトラブルもなく無事にホールアウトできました。 

 昼食には恒例？のハンバーガーが提供されましたが、これが思いのほ

か美味！談笑が続く中始まった表彰式では、ドラコン・ニアピン賞、飛び

賞、ブービー賞等の発表の後、いよいよ優勝者の発表。女性優勝を緒方

様（グロス91、ネット75.4）、ベストグロス賞を門田様（グロス77、ネット

72.2）、総合優勝・男性優勝を武智日本人会会長（グロス93、ネット71.4）

が受賞されました。 

 最後に早坂会長から、「今回も親睦を深める良い機会となった」旨のお

 

参加者の皆様 

(左から）ベスグロ賞/門田さん、総合優勝・男

性優勝/武智さん、女性優勝/緒方さん 

早坂会長から武智さんへの総合優

勝トロフィー授与 
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11月5日（土）にヒューストン日本語補習校の小学3年生57名が弊社ダ
イキン・テキサス・テクノロジー・パーク（以下、ダイキン）に来訪しました。 
ダイキンは、ヒューストン中心部から30分ほどのWaller市にあり、土地面

積約200万㎡、延床面積は37.3万㎡で、工場としては北米第3位の大きさ
です。 
最初にオーディトリアムで会社概要やエアコンについての説明を行い

ました。その後、3グループに分かれて安全道場、工場、商品ショールー
ムを順番に見学してもらいました。安全道場とは、工場で起こりうる怪我の
危険を実演して、一人一人の安全意識を高めるための施設です。 
今回特に好評だったのがヘルメットの有効性の実演（植木鉢に上から

鉄の玉を落とす実験）です。ヘルメットをかぶせた植木鉢は壊れません
が、裸の植木鉢はバラバラになります。目の前で大きな音をたてて植木鉢
が壊れるのを見てもらい、例えば自転車に乗って転んだとき、ヘルメットを
した状態としないときではこんなに頭への衝撃が違うんだよ、と説明しまし
た。実験を目の前で見る事で、身体を守るための装備の大切さを理解し
てもらい、安全の大切さを体験してもらえたと思います。 
続いて、カートに乗ってエアコンの室外機を作る組立ラインと、完成した

商品を保管している倉庫を紹介しました。 
組立ラインでは、無人の部品搬送車と部品取付け用ロボットの説明をし

ました。ロボットや人がエアコンを組立てる様子に子供達は興味津々で
「（ロボットが）動いてる！」と感動した様子でした。倉庫では、直線距離
950mの通路を紹介。「広い！」「こんな大きい倉庫が埋まるほどエアコン
を作ってるの！？」と驚きの声があがりました。  
ショールームでは、まず「エアコンと皆さんの生活」と題したスライドで、

エアコンをお客様にお届けするまでには沢山の人の力が必要なことを説
明しました。その後、実際の製品を見ながら、エアコンは室内機と室外機
に分かれていることや、アメリカと日本ではエアコンの見た目が違うことな
どについて説明しました。また、稼働中の室外機の音を体験してもらい、
動いているかどうかわからないぐらい静かな作動音に子供たちは驚いて
いました。ダイキンは日本式からアメリカ式まで、住宅用から業務用まで非
常に幅広いエアコン（空調機）を揃えているのが特徴であり、エアコンの

トップメーカーとしての商品のバラエティの豊富さを感じてもらえたと思い
ます。   
オーディトリアムに戻っての質疑応答では、エアコンが空気を冷やした

り温めたりする仕組み、倉庫に保管されているエアコンの機種数など、子
供達は躊躇なく手を上げて、積極的に参加してくれました。 

  
この工場見学を通してエアコンをより身近に感じていただけたと共に、

たくさんの小さい部品からエアコンができていること、身の回りの現象を活
用してつくられていることに興味を持ってもらえたと思います。子供達がモ
ノづくりへの興味を深め、学ぶことの面白さをより感じるきっかけとなれば
幸いです。                  （ダイキン補習校見学会事務局） 

ヒューストン日本語補習校工場見学 2022 

 
  
 
 

 11月12日（土）、ヒューストン日本語補習校の小学部4年生51名と中学部
2年生21名の児童生徒たち、そして引率の先生方が工場見学として、弊
社、東芝インターナショナル米国社に訪れました。 
 1973年にこの地に創業して以来、弊社では産業用のモーターやそれを
制御するインバータ、無停電電源装置をはじめ、社会を支える様々な製
品をつくってきました。今回の見学では、弊社の主力製品の一つである
車載用モーターをテーマに、モーターの仕組みや製造工程などを子ども
たちに学んでいただきました。 
 この日は見事な秋晴れで、まさに工場見学日和でした。児童生徒たち
は初めに講堂に集まって、弊社概要やモーターの仕組みについて学び
ました。話を聞く子どもたちの姿は真剣そのもの。メモを取りつつ、一生懸
命に耳を傾けてくれました。 
 次は、グループに分かれての見学タイムです。弊社の製品紹介コー
ナーや、製造現場などの見学コースを順番に回っていきます。この日は
土曜日でしたが、現場従業員の協力のもと、稼働中の工場を子どもたち
に見ていただけました。初めて見るものに子どもたちは興味津々。「これ
は何ですか」など、たくさんの質問に、説明員の説明にも力が入り、つい
うっかり話し過ぎて時間オーバーになることもありました。 
 見学が終われば、講堂に戻って質問タイムです。「なぜ東芝ではモー

ターを作っているのですか」といった
弊社に関する質問や、「なぜモーター
には銅線が使われているのですか」、
「なぜあの作業は機械がやらないの
ですか」など、学習内容や見学中に
疑問に思ったことなど、子どもたちの
純粋な、そして、大人が予想だにしな
い興味深い質問をたくさんいただきま
した。中には有名な日本の某テレビ
アニメーションに関する質問もあり、笑

いがおこるシーンもありました。 
 最後は、従業員にとって嬉しいことに、子どもたちからのお礼の言葉を
いただきました。従業員一同、今後の励みとさせていただきます。 
 「人と、地球の、明日のために。」この経営理念のもと、私たちは、製品
やサービスを日々皆様にお届けしております。この社会科見学の受け入
れも、「子どもたちの明日のために」と長年続けてまいりました。近年はコロ
ナ禍で中断せざるを得なかったのですが、今年は開催できて胸をなでお
ろしております。 
 児童生徒たちにとって、今回の見学で学び、感じたことが、よい思い出
となるとともに、これからの「明日」の一助になればと願っております。     
                 （東芝インターナショナル米国社 上里美樹） 

ダイキン工業株式会社グループ 

東芝インターナショナル米国社 
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 ヒューストンからI-59を北に30分くらい、フリーウェイ沿いにふれあい型、
動物園と水族館ごちゃまぜ型遊園地が2021年8月、コロナ禍の真っ最中
にオープンした。オープンしたての去年のハロウィーンと今年2月に行って
みた。入口からして、日本の大失敗型アミューズメントパークのシンボルの
ような、パンダのオブジェのお出迎えだ。この遊園地の将来に不安を残し
つつも、久しぶりに面白いものを見せてもらったので書いてみる。なお、情
報は今年2月のものが最新なので、あれからルール変更などで、面白み
がなくなってるかも知れないことを付け加えておく。 

 まずはタッチできたり、餌をやれる水族館へ。定番のエイやサメ以外に、
なんとタコや巨大亀やら、果てはカワウソの餌付けもある。しかし餌やりの
計画性はなく、客が餌を買ってやりたいというと、いつでもOKの勢いだ。タ
コなんかは完全に密封していないとすぐ逃げるはずだが、外からさわれる
ようになっていた。2回目に行った時は当然のようにいなかった。亀に至っ
ては、魚に餌をやろうとするといきなり横から餌に食いつく。あれでは、指
に大ケガをする気もする。非常におおらかな企画だ。別料金を払うと、何
が出てくるかわからないこの水槽でダイビング、スノーケリングができ、
GoProも貸してくれる。太っ腹企画満載だ。 

 次は鳥のコーナーだ。建物の中庭のようなところに、網を張ってある。鳥
は中で自由に飛べる。子ども達は自由に鳥を触って遊べる。これは娘も
狂気狂乱。鳥とのスキンシップに精を出す。普段は鳥を触ったり、抱っこし
たりできないのが、ここでは場合によっては可能だ。あまり羽目を外すと、
鶴みたいな巨大な鳥にすごい声で怒られて、ビビっていた。またゴミ箱の
ところには白黒の不思議な鳥がいて、見つけた時には対応に困った。こ
れ触っていいのか？でも子どもはすぐ慣れて、手乗り文鳥化するまでにそ
れほど時間はかからなかった。ここから出る時、子どもがドアを開けようと
するとドアが簡単に外れた。しかも鳥が逃げないための2重ドアの一つは
もはやなくなってる。係の人に言っても、のんきにドアを立てかけて、これ
で大丈夫とか言ってる。 

 次は爬虫類やサルの館に。檻の中に入ってのサルとのスキンシップはま
あ大目に見よう。爬虫類の方は捨て身の展示方法だ。普通展示はガラス
ケースだが、このガラスが3分の1くらいなく、中のトカゲを触ることができ
る。サービス満点でいいのだが、逃げないのか？実際ここを教えてくれた
知人が行ったときは、ベンチに座ってくつろいでいたら、隣にケースにい
るべきトカゲがいたらしいぞ。さらに、囲いの中に陸亀がいて触れるのは
いいけど、亀の中にどさくさに紛れて40センチ級のワニもいた。あれは危
ないと思う。外ではガラパゴスに行く必要がないくらいの大リクガメが歩い
てるし、マチュピチュまで行かなくてもアルパカやラマに触れることができ
る。さらにそこらじゅうを鶏が走っている。なぜか2回目に行ったときはゲー
センもできていた。まさにカオスだ。 

 こんなサービス満点、ゆるゆるのところは見たことない。今も増設を続け
ている、はずだ。私が行ったときは、ツリーハウスを作っていた。でもやた
らと高い木の上の方にある。あれはもしかして、大胆にも、サルの放し飼い
に挑戦しようとしてるのではないかと思う。人間には危険すぎる高さだ。明
日には鳥やら動物が、全部逃げてるかもしれない。動物愛護団体が、何
も言わないことを願う。だから早めに一度行かれることをお勧めする。 

 思うに子どもには、動物たちにとって迷惑なくらいのスキンシップは大切
だ。それで、動物に興味を持ち、守ろうとかかわいいとか思うのだと思う。
動物を保護しようとするあまり、自然と人間を規制規制で切り離すと、その
時の自然保護にはなるけど、長い目ではマイナスだ。なぜなら、自然や動
物と接点がない人間は、動物や自然が破壊されても気づかない。だから
こういう、型破りの遊園地には頑張ってほしい。とにかく面白かった。余談
だが誕生日会もできる。 

 テキサス観光ドットコムは新しくなり、情報量も増えかなり面白くなってい
ます。“最新絵日記”のセクションは早い頻度で更新しています。ヒュース
トンのトリニティーリバーの陽気な幽霊の激写動画もあります。お楽しみ
に！                                   （清水直樹） 

自由でおおらかな昭和的動物園、 

ヒューストンに誕生。 http://www.texaskankou.com/                                

 Dr. Ned Shimizu の気ままなフォトアルバム 35 

https://www.houstonaquariumtx.com/
https://www.texaskankou.com/
http://www.texaskankou.com/
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 ショーイング・ジャパンでは、お手伝いいただけるボランティアを随時募

集しています。あなたも日本文化を紹介する活動を通して、ヒューストン

地域の方々との交流を楽しんでみませんか？ご興味のある方、ご質問

のある方はお気軽にこちらまでお問い合わせください。 
  

 当地でも異国の文化へ興味を持ったり、理解をしたいという要望が多

数あり、日本の文化に多くの方が関心を寄せて下さっています。“日本

文化を紹介して欲しい”という地域の学校、団体などからのご依頼に応

じ、茶道、書道、日本舞踊、折り紙、浴衣や着物の着付け、紙芝居など

各種日本文化のデモンストレーションを通じて、ヒューストン地域の方に

日本の文化を紹介する活動を行うボランティアグループ、それがショーイ

ング・ジャパン(Showing Japan)です。 

 恒例となっている行事には次のようなものがあります。 

  1月： 晴れ着撮影会 

  4月： Japan Festivalにおいて来場者へ栞に日本語で名前を書いて 

         プレゼント 

  9月： ヒューストン日本語補習校にて6年生を対象とした茶道教室 

11月： 七五三写真撮影会 
  

 月一回のミーティングを行っているほか、様々なご依頼に応えられるよ

う、メンバーは日頃から茶道、書道、着物の着付けなどの練習を積んで技

術の向上を図り、日本文化の更なる理解に努めています。 
  
 新型コロナ感染拡大の為、2020年3月以降、対外的な活動を休止して

いましたが、今年春頃から徐々に活動を再開しています。最近行った活

動を写真と一緒にご紹介します。 

  

 グリーンビーンズキャセロールはホリデーディナーに定番のサイドメ

ニュー。水煮缶も手軽ですが、フレッシュなものは食感が楽しめ、フレンチグ

リーンビーンズは細めで日本のさやいんげんに近い気がします。ホワイト

ソースはCream of Mushroomという缶詰が便利です。玉ねぎは市販のフライ

ドオニオンも使用可能。 
 

【作り方】 

・ヘタを取り適度な大きさにカットし、塩茹でする 

・グリーンビーンズ、Cream of MushroomソースとShredded cheeseを混ぜる 

・玉ねぎを茶色になるまでフライパンで炒める 

・耐熱皿に玉ねぎの半量を敷き、ソースと混ぜたグリーンビーンズを敷き詰

める 

・表面に残りの玉ねぎ、チーズを重ねる 

・溶かしバターを少量混ぜたパン粉を表面にトッピング 

・華氏350度オーブンで30分、熱いうちに召し上がれ！ 

  

 今が旬のブラッセルスプラウツ(芽キャベツ)は栄養満点、ホリデーディ

ナーのバランサーですね。茎に鈴なりでついた状態で売っているところも

あります。オーブンでローストしても、フライパンで炒めても美味しくいただ

けます。電子レンジで少し熱を通しておくと、型崩れもなく仕上がります。 
 

【作り方】 

・固い部分を切り落とし、半分にカット 

・オリーブオイルとニンニクを絡め、塩コショウ 

・ベーコンと一緒にフライパンは強火、オーブンは400度で35分 

・最後にパルメジャンチーズ、レモンを振りかけ出来上がり！ 
 

 

 サンクスギビングから御馳走続きのお腹を労わりながら、ちょっとヘル

シーなクリスマスディナーはいかがでしょうか。                    

                                             （編集委員 ファーガソンステガー仁美） 

 

▲3月 River Oaks Baptist SchoolのJapan Festivalへ日

本語で生徒の名前を書いた栞と千羽鶴を進呈 浴衣

姿の生徒さん、千羽鶴の扱いも実にユニーク 

ホームページはこちら 

▲11月 Clements High Schoolにて日本語履修生徒

へ書道指導 初めてとは思えない見事な筆さばき

の生徒たち 

▲9月 ヒューストン日本語補習校にて茶道教室。

真剣に見学する生徒の皆さん 

ショーイングジャパン 

 今年も師走、ビッグイベント・クリスマスが近づいていますね。アメリカのクリス

マスディナーの主役は、ハムやローストビーフ、サンクスギビングに続いてター

キーです。大きな塊で販売されるハムは、骨つきやスパイラルカット、ハニーグ

レーズなどさまざま。いずれもオーブンかフライパンで加熱して食べます。 

 今回は、お肉にプラスアルファ！簡単ヘルシー、おすすめのクリスマスサイド

ディッシュをご紹介します。 

mailto:showingjapan@live.jp
http:/showingjapan.wordpress.com/
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ますので、我々はそれを見ながら画像を見て、その原因となりえる情報が

あるかどうかを探します。また時には依頼内容とは関係のない画像所見

をみつけることもありますので（例えば「転倒後に腰痛が生じたため脊椎

骨折の有無の精査」という依頼内容ですが、大腸癌が見つかった場合な

ど）、そのような場合は主治医の先生に緊急連絡を入れることで、患者様

の予期せぬ事態を避けるようにしています。 
 

 画像検査と一言で言っても、その

検査の中には様々な種類がありま

す。CTやMRIはよく耳にする検査名

かと思いますが、その中でも造影剤

（血管内に造影剤という薬を注射す

ることで、より体の状態を見やすくし

ます）を使うのかどうか、はたまた造

影剤にしてもどのような種類の造影

剤を使うのかということを検査前に決

定しないといけません。また造影剤

にはアレルギー症状を示す方もおられ、そのような方には特別な対応が

必要となります。 
 

 他にも超音波検査、PET、核医学検査などがあり、CTやMRIと同様に

それぞれさらに細分化されています。我々放射線科医は、主治医の求め

る病気に対して、その目的に応じた検査を推奨し、よりよい画像情報が得

られるように協力しています。 
 

 例えば脳動脈瘤について

考えてみましょう。残念なが

ら造影剤を使わないCTで

は動脈瘤を見つけることは

できません。一方、造影剤

を使わないMRIであれば、

脳動脈瘤をみることができ

ます。造影剤を使うCTであ

れば、動脈瘤を発見するこ

とはできますが、アレルギー

が生じる可能性や被曝を伴

う点から、スクリーニング目

的（いわゆる健康診断目的）の動脈瘤の検査であればMRIを使うことが

一般的です。また近年の新型コロナ感染症ですが、この新型コロナ感染

症によって生じる肺炎はCT画像で特徴的な所見を呈しますので、CT検

査を通じてよりコロナ感染症に起因する肺炎であるのかどうかについて迫

ることもできます。こうした肺炎にはMRI検査を行ってもメリットがありませ

ん。 
 

 近年では画像診断技術の進歩により、検査もあっという間に終わりま

す。造影剤を使わないCTやMRIであれば、15分もあれば終わることが多

いです。患者様にとっては検査を受ける負担が少なくなり良いニュースで

すが、ひとむかし前と比べると検査数が右肩上がりに増えており、なかな

か放射線科医の数が増えない我々放射線科にとっては人材不足という

課題にもなっています。これを読んでいる方の中で医療志望の方は、ぜ

ひとも将来放射線科を候補の1つに考えていただければと思います。 

 はじめまして。2020年5月よりヒューストンに来ました南口と申します。 

 私は日本では放射線科医として勤務しておりました。放射線科は、大き

く分けると2つの分野があります。1つは様々な画像機器を用いて病気の

診断に迫る画像診断部門、またもう1つは画像下でカテーテル（血管内を

行き来する細いワイヤーや管）を用いることで体のいたるところの様々な

病気を治療する画像下治療部門です。私は前者を専門としており、こち

らに来るまでは日々画像と向き合いながら医療現場に携わってきました。 
 

 今日は、私の思う「放射線科の今日このごろ」についてお話しさせてい

ただこうと思います。 
 

 まずは放射線科のイメージを、皆様はどのようにお持ちでしょうか。我々

放射線科、特に画像診断を専門とする医師は普段、診療の表現場に立

つ機会が少ないので「放射線科の人って一体どこで何をしてどう働いて

いるんだろう？」と思われる方も少なくないかもしれません。この放射線科

という仕事は残念ながらドラマや漫画で取り上げられることも少なく、田舎

の病院では「X線科」という謎の診療科名を付けられていることもときにあ

ります。しかし最近、『ラジエーションハウス』といった放射線技師に焦点

を当てた漫画・ドラマが始まり、非医療者の方からも放射線科の仕事が少

しは認知されるようになってきたように感じています。ちなみに放射線技

師は、放射線科医師にとって仕事の上で欠かすこのできないバディのよ

うな存在です。 
 

 画像診断を専門とする医師は、病院内の読影室という場所で主に仕事

をしています。ここには院内で撮影された全ての画像が送られてきますの

で、我々はタイムリーにその画像を見て、画像情報を主治医に提供して

います。画像の撮影は、すべて放射線技師の方が行ってくれます。この

撮影された画像には、必ず主治医の先生からの依頼情報がセットとなり

送られてきます。この依頼情報には患者様の訴え・症状が記載されてい
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今月号は景山裕紀先生から放射線科がご専門の南口貴世介先生にバトンが移りました。 

 次回は神経内科がご専門の安田怜先生です。安田先生とはマンショ

ンでの食事会で知り合いました。笑顔の素敵な先生です。 

放射線科の今日このごろ   

医師（MD Anderson Cancer Center  

博士研究員 南口貴世介 
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 ヒューストン日本商工会の生活・情

報委員会傘下の新たなボランティア

活動として10月よりスタートした三水

会クラブ。第二回目は三水会セン

ターにて「カイロプラクティック健康

セミナー」を開催しました。当初の定

員10名がすぐにお申込みで埋まっ

たため5名追加で15名の方々に来

ていただき、とても嬉しかったです。 

 まずは皆さんの疑問であるカイロ

プラクティックとは何？の説明から始

まり、カイロプラクティックといっても

様々な治療法があることを説明しま

した。脊柱、背骨の状態を整えるの

が、カイロプラクターの基本的な役

目ですが、近年では、骨格を支える筋肉、筋膜、靭帯等の治療に特化し

たカイロプラクターの需要が高まっ

ていることなど最新情報を交えなが

ら、パワーポイントでカイロプラク

ティックについて紹介した後、壁を

使ってセルフ姿勢チェックを皆さん

と行い、簡単な治療のデモンスト

レーション、その後、ご家庭できる

簡単なストレッチを紹介し、実際に

やって頂きました。 

皆さん、熱心にストレッチされて

いて、ここが硬い、ここが伸びない

などお話しながら行っていて微笑

ましかったです。その後は質疑応

答の時間でしたが、お子さんの姿

勢に関する質問

が多くあり、お母

さんはやはり自

分の体のことよ

り、お 子 さ ん の

体を第一に考え

ているんだなと1

人で感心してお

り ま し た。そ の

後、美 味 し い 手

作 り ス イ ー ツ と

コーヒーを頂き、

私自身もいろい

ろな方とお話でき

てとても楽しいひ

と時を過ごすこと

ができました。始

まりから終わりま

でスムーズにセミナーの進行の補助をして下さった小林事務局長はじ

め、三水会のスタッフの方たちには感謝の気持ちでいっぱいです。今回

のセミナーが、参加された方々にとって普段の姿勢を意識する第一歩に

になればと思います。 

令和4年度（2022-2023） 

11月度 商工会理事委員会 

議事録 

日        時 ： 令和4（2022年） 11月16日（水）  

                      12：00 ～13:30 

会    場 ： 三水センタ－会議室 

出 席 者 ： 17名 

欠 席 者 ： 7名 

会員消息 

本日現在の会員数は、 名誉会員数  10

名、正個人会員数 784名、（正団体会員数 

114社）、準会員数44名で、 総会員数は838

名 と な っ た。ま た、11 月 付 で 正 団 体 会 員

Tomoe Engineering USA, Inc.が新規入会と

なった。詳細は、商工会HP「会員専用ペー

ジ」を参照。 

   議事録詳細は、 

HP「会員専用ページ」を参照。  

 クリスマス＆年末年始ホリデーシーズンには三水会セン

ター(図書館、商工会及び補習校事務局)が下記日程で

休館となります。なお、休館に伴い図書返却日も一部変

更されます。  

 ◆休館期間:2022年12月24日（土）～2023年1月3日（火） 

 ◆貸出変更:2022年12月10日（土）～12月20日（火） 

    4週間の貸し出し 

・詳細は図書館カウンター及びホームページにてご確認下さ

い。 

・延滞された場合には休館日も延滞金に計上されますのでご

注意下さい。 

  尚、悪天候などによる図書館の急な閉館に関する情報は

商工会ホームページに掲載いたしますので、各自お確かめ

の上、ご来館いただきますようお願い致します。 

三水会センター 

ホリデー休館日及び図書返却日のお知らせ 

三水会クラブ 1月の予定 
 

★日 時： 1月11日（水） 
★テーマ： 犬好き集まれ 

★講 師： 川原志津香 

   家庭犬しつけインストラクター  

三水会クラブ 

 

ドロリンガー真紀 （準会員） Pro Relief Chiropractic 
 

Memorialにてカイロプラクティック治療院を開院 
テキサス州公認カイロプラクター 

日時：2023年1月25日（水） 

   2:00 pm～3：30 pm 

  （質疑応答を含む） 
  

会場: United Way  
Community Resource Center  

             
対象： ヒューストン日本商工会会員 
 

定員： 100名 
 

講師： 角道 高明 （かくどう たかあき） 

米国三井物産SVP兼ワシントンDC事務所

長、三井物産 理事 
 

お申込み： こちらのサイトから 

              (締め切り：1月18日)  
 

お問合わせ先: 

 事務局 Email: sansuikai@jbahouston.org        

定例講演会 
「2024年大統領選に向けた 

      米国政治経済展望」  
 

（主催：ヒューストン商工会） 

https://www.jbahouston.org/members
https://ja.proreliefchiropractic.com/
https://unitedwayhouston.org/
https://unitedwayhouston.org/
https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1533875960dCsEpAVq
mailto:sansuikai@jbahouston.org


 

 

■開催中 – Jan. 29 
Green Mountain Energy Ice @ Discovery Green 

この冬もスケート場がオープンしています。スペシャルイベントも多数予定されていますの

で是非チェックしてみてください。 

■Jan. 13-28 
The Marriage of Figaro @ Brown Theatre 

モーツァルトの傑作オペラ「フィガロの結婚」が1960年代スペインを舞台に新演出で蘇りま

す。歌はイタリア語ですが英語翻訳がつきます。 

■Jan. 16 
29th Annual MLK Grande Parade  
@ 1200 Holman Street, San Jacinto Street & Elgin Street 

キング牧師を記念するこの日、ミッドタウンでパレードが行われます。様々な行列やマーチ

ングバンドの演奏をお楽しみください。 

■Jan. 25-29 
Houston Auto Show @ NRG Center 

毎年恒例のモーターショーです。電気自動車を含む各社の最新モデルをチェックするもよ

し、往年の名車を眺めるもよし。ちなみにボート・スポーツ・トラベルショーも同じ日時、同じ

NRGセンター内で開催しています。 

■Jan. 28 

Hot Chocolate Run Houston @ Sam Houston Park 

走った後にチョコレートを食べて疲労回復。走るのが好きな人とチョコレートが好きな人に

おすすめのイベントです。5キロ、10キロ、15キロの3コースが用意されています。 

■Feb. 7 
Midori Goto Concert @ Rudder Theatre, College station 

日本人バイオリニストの五嶋みどりさんのキャリア40周年記念ツアーコンサートが学生の

街、カレッジステーションにやってきます。バッハを中心としたプログラムをお楽しみくださ

い。 
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By 
Kumiko 

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

かけ前に各自で最新の情報を主催者サイト等でご確認ください。 

No.149  

No.156 

編 集 後 記  
 

 

 本年も早いもので残すところあと僅かとなりました。皆様にとって
2022年はどの様な一年でしたでしょうか。 
 私自身今年を振り返ってみると、とても恵まれた一年になったと感じ
ています。コロナ禍後約三年ぶりに帰郷できたり、今年はガルフスト
リームの一員になることもできました。ガルフとの出会いは私にとって
非常に貴重な出来事で本当に感謝しております。今まで交わることが
なかった様々な職種の皆様との出会いはとても刺激的で、沢山の気
付きや学びがあります。また、レイアウト担当という機会も頂き、自身の
五年という長い離職期間から薄れていた自信も少しずつ取り戻せてき
ているように思えます。 
 さて、12月といえばクリスマスを思い浮かべる方も多いのではないで
しょうか。私はアメリカのクリスマスが大好きです。街の雰囲気もさる事
ながら、アメリカの家族や友人達とクリスマスツリーの下に置かれたプ
レゼントを開封する時間はとても楽しく特別です。一方で、日本の家
族も恋しく感じます。でもその寂しさに集中するよりも、今ここにいる大
切な人との時間に感謝し日々を満喫していければと思っております。 
 皆様が安全で良い年末、新年をお迎えになられますよう、心よりお
祈り申し上げます。           （編集委員 デービス美佐子） 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編集委員および投稿募集中！ 

問い合わせ先： sansuikai@jbahouston.org  

ガルフストリームは、ホームページでも閲覧可能です。 

 https://www.jbahoustongulfstream.com/ 

発      行 ： ヒューストン日本商工会 

発行責任者 ： 早坂 晃   

編集委員長 ： 稲田徳弘 

構成 ・ 編集 ： ガルフストリーム編集委員一同 

https://www.discoverygreen.com/ice
https://www.houstongrandopera.org/events-tickets/2022-23-season/the-marriage-of-figaro/
https://www.mlkgrandeparade.org/
https://www.houstonautoshow.com/
https://hotchocolate15k.com/city/houston/
https://www.fcmtx.org/
mailto:sansuikai@jbahouston.org
https://www.jbahoustongulfstream.com/
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