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■Houston Restaurant Week:Aug.1-31 Houston Restaurant Week 
was established in 2003.The event showcases and promotes 
Houston's incredible array of fine restaurants to the fine dining 

crowd while raising money for the Houston Food Bank. 参加して

いるレストランの検索はこちらまで 
http://www.houstonrestaurantweeks.com/ 
 

■North Texas Fair and Rodeo (Denton, TX): Aug. 19-27: 

Events include a championship rodeo, livestock and horse shows, 

concerts, carnival rides and games, a fiddling contest, petting zoos 

and barbecue cook-offs. Cost: $10 for adults; $3 for ages 6-12.   

Read more:  

http://www.ntfair.com/ 

 

■Houston Hot Source Festival (Stafford Centre Stafford, TX 

77477) 9/17-18  The Houston Hot Sauce Festival excites the senses 

with hundreds of award winning products, from hot sauces, salsas, 

jams, jellies, rubs, marinades, wing sauces, pickled products, to 

soup mixes, and more. Admission is $10, Children 12 and under 

free, FREE Parking. 

http://houstonhotsauce.com/festival-info/ 

 

■Fiestas Patrias (@ Trader’s village): Sept. 10.  One of the larg-

est and most colorful community-sponsored parades in the South-

west celebrates Mexico’s independence from Spain. Colorfully clad 

dancers from area ballet folklorico troupes spin down the streets 

performing to festive Mexican music. The celebration culminates 

with the crowning of Miss Fiestas Patrias. 

http://tradersvillage.com/grand-prairie/events/fiestas-patrias-1/ 
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打上げ日時 

2016年7月6日 午後 8時36分（米国中部夏時間） 

 

ISSとのドッキング日時 

2016年7月8日 午後 11時6分（米国中部夏時間） 

 
編 集 後 記  

8月になり補習校の新学期も始まり、また、現地校の新学期準備が始まる方もいらっしゃる

なか、まだまだ暑い季節、体調崩さないようお体ご自愛いただければと思います。 

さて、今号のガルフストリームは、無事に国際宇宙ステーションでの活動が始まった「大西

宇宙飛行士の7月6日の打ち上げ成功」の記事を1面に、「商工会議事録」、「会員消息」、「会

社紹介」とつづきます。また、日本では高校野球決勝、リオではオリンピック真っ最中の頃。こ

ちら、ヒューストンでは、ソフトボールの「ダラス戦」に向けて、これから本番と熱く練習に燃える

小中高生の各チームをご紹介、補習校や先生に興味ある人には必見の「先生体験記」、ま

た、今回の「課外活動」ではヒューストンで手に入るワインについてです。そのほか、7月に子

供博物館で開催された「七夕」や「合唱サークルさくら」の紹介、「秋におすすめの旅行情

報」、「テキサスメディカル」、「駐妻日記」、「ピーカンキッズ」、「ヒューストンヒストリー」はサム・

ヒューストンのお話前編、「ガルフ川柳、講演会、JASH GALA、テキサス会」と開催イベントな

どの告知記事、「Houston Walker」になります。 

7月20日に本多会長のご厚意により、補習校教育委員会・ガルフ編集委員会の慰労会を

開いていただきました。天

野総領事をはじめ、役員

の方々もご出席くださり、

ご厚情を賜りました。本多

会長にはこの場をお借りし

て心より感謝を申し上げま

す。また、夏の体験などを

ガル川にぶつけてみませ

ん か？本 文 で 勝 負 す る

か、ペンネーム、解説と合

わせ技で勝負するか？引

き続き募集中です。今後と

も、「ガルフストリーム」を宜

しくお願い申し上げます。 

 皆様の温かいご声援のもと、大西宇宙飛行士が搭乗したソユーズ宇宙船(47S/MS)は、米国中部夏時間の7月6日に打上げ・7月8日に国際宇宙ス

テーション（ISS）へのドッキングに成功し、第48次長期滞在ミッションがスタートしました。今後、マウスを使った老化実験や高品質タンパク質結晶生

成、新材料開発のための実験など数多くの日本独自の実験を行います。皆様も、ぜひ大西飛行士の応援をよろしくお願い申し上げます。 

                                                                  （JAXAヒューストン駐在員事務所 一同） 

大西飛行士のGoogle+では、宇宙からの投稿はもちろん過去に行われてきた訓練等の詳しい情

報が載せられています。楽しみながら宇宙飛行士の仕事を学べる投稿が数多くありますので、ぜ

ひフォローして下さい！ 
https://plus.google.com/101922061219949719231/posts 
または「大西 ぐぐたす」で検索！ 

なおホームページに掲載しております画像の、 

営利を目的とした転載は固くお断り致します。 

＜7/12投稿より抜粋＞ 

沢山の方々に打ち上げを応援して頂き、感謝の気持ちで

一杯です。 

⑧軌道上からぐぐたす初更新 (C)JAXA/NASA 

⑦ISS入室後に地上と交信する大西飛行士ら 
(C)JAXA/NASA 

⑤ISSへドッキング後、入室する大西飛行士 
(C)JAXA/NASA 

④打上げ直後のソユーズ宇宙船（47S/MS）内

の様子 (C)JAXA/NASA 

③ソユーズ宇宙船(47S/MS)の打上げ 
 (C)JAXA/NASA 

②ソユーズ宇宙船(47S/MS)に搭乗する 

大西飛行士ら (C)JAXA/NASA 

①記者会見で手を取り合う第48次/第49次長期滞在宇宙飛行

士．左からケイト・ルビンズ飛行士(米国)，アナトーリ・イヴァニシ

ン飛行士(ロシア)，大西 卓哉 飛行士(日本) (C)JAXA/NASA 

⑥ISSから撮影したソユーズと 

地球 (C)JAXA/NASA 

ヒューストン日本商工会の月刊会報誌「ガルフストリーム」は、ヒューストン日本商工会

のホームページからもご覧になれます。HOMEにあるメニューの [Gulf Stream](http://

www.jbahouston.org/gulfstream.htm) をクリックしていただくと、2007年1月号からのバック

ナンバーや過去の記事の分野別リストの掲載ページが開き、バックナンバーを読みたい

時や知りたい事が過去記事にあるかを探す時にも便利になっています。 

記事分野別リストは、会社紹介、いいことやっとん、地域イベント情報、教育情報、ハリ

ケーン情報、趣味・連載（ヒューストンで暮らす、メディカル、メディカルセンター最前線、

動物、音楽、ワイン、スポーツ、写真、旅行、映画、文化、宇宙関係、文化、その他）に分

かれていますので、気になる記事がありましたら、記事の記載年月を確認して、バックナ

ンバーからダウンロードしてください(各号がPDFになっています)。 

新しくヒューストンにお越しになった会員の皆様、前はどうだったのかが知りたい時な

ど、ちょっと覗いてみてください。お役に立てば、幸いです。 （編集部） 
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商工会HPのHOMEページの「GulfStream」から 

「Gulf Stream」のページへ 

「ガルフストリーム」作りに参加してみませんか？ 

ガルフストリーム編集委員を募集中！ 

ガルフストリームは、ヒューストン日本商工会活動やヒューストン生

活や会員交流にかかる情報などを中心に載せた毎月15日会員向

けに発行している商工会広報誌です。編集委員会は、毎月1回開

催(毎月第3もしくは第4金曜日)、場所は現在アップタウンで1回1〜

2時間程度、その都度都合のつく10名程度の編集委員が参加して、

記事内容を話し合って決めています。 

誌面作り、ヒューストン生活や編集・レイアウトに興味のある方、自

分のアイデアをより誌面に反映させたい方、新しく何か始めたい方

など、商工会事務局まで、ぜひお気軽にお問い合わせください

(sansuikai@jbahouston.org)。経験・未経験は問いません。 

「ガルフストリーム」  

バックナンバーのご紹介 

http://maps.google.com/maps?hl=en&q=stafford+centre&ie=UTF8&hq=&hnear=Stafford+Centre,+Stafford,+Fort+Bend,+Texas&t=m&view=map
http://maps.google.com/maps?hl=en&q=stafford+centre&ie=UTF8&hq=&hnear=Stafford+Centre,+Stafford,+Fort+Bend,+Texas&t=m&view=map
http://maps.google.com/maps?hl=en&q=stafford+centre&ie=UTF8&hq=&hnear=Stafford+Centre,+Stafford,+Fort+Bend,+Texas&t=m&view=map
http://tradersvillage.com/grand-prairie/events/fiestas-patrias-1/
https://plus.google.com/101922061219949719231/posts
https://plus.google.com/101922061219949719231/posts
https://plus.google.com/101922061219949719231/posts
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平成27（2015-2016）年度7月 商工会理事委員会 議事録 
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日  時： 平成28年7月20日（水）11：30～12:40  

場  所： 住友商事社 会議室（9階） 

出席者： 名誉会長、名誉会員1名、理事委員14名、事務局長 

欠席者： 理事委員5名（うち会長委任5名） 

司 会： 木村健洋 幹事 
 

１．商工会会長連絡 （本多之仁 会長） 

①商工会はすでに今年度の最終四半期に入り、会員の皆様へは次年度役員の立候

補者受付について明日ご案内をお送りし、8月度常任委員会において選挙を実施する

ことになっている。年度末に向け、引き続きご支援ご協力を賜りたい。 

②ジカ熱に関して過去1年半のデータを見ると、全米では1300件を超える症例数が記

録されており、当地に於いても増加している。現時点においては全て中南米など渡航

先での感染に留まっており、米国内での感染の事例はないと聞いている。ヒューストン

が特に危ない地域であるというわけではないが、5月から6月にかけてすでに5名の感

染者が確認されていることもあり、引き続き注意を要する。 

③世界各地で無差別殺人、クーデター、テロなど、連日のように事件が報道されてい

る。また、米国内でもオーランド、ダラス、バトンルージュなどで様々な事件が起こって

いるが、米国の事情は他の国々に比べて2つの点で違っていると考えられる。その一

つは、アフロアメリカンに対するレイシズムの問題で、現在トランプ氏による過激な発言

により人権問題に関する懸念の度合いが高まっている。もう一つは、銃のオープンキャ

リー法でも知られるように民間人による銃の所持である。大統領選挙が近づく折、民衆

による市民運動の多極化が進む複雑な米国の社会事情を再認識している。 

２．総領事館連絡 

＊天野哲郎 総領事 

①米国におけるジカ熱の感染者は着実に増えているが、幸い今のところ国内での二次

感染は一例を除いてないと聞いている。しかし、会員の皆様におかれては、感染国に

出張などで行かれる際には、くれぐれもご用心いただきたい。今後、本件につき新しい

情報を入手した際には、あらためて皆様に共有させていただく。 

②7月7日にダラスのダウンタウンで発生した銃撃事件について、在留邦人の皆様へは

注意喚起のメールを配信させていただいた。オーランドにおける銃乱射事件発生後に

銃の売れ行きが2倍に増えたといういかにもアメリカ的な現象に表わされているように、

米国社会では「事態が起これば自分の身は自分で守る」という考え方が強くなってい

る。その中で生活する我々外国人も、このような状況を踏まえた上で家族の安全をどの

ように守っていくかを考えていきたい。9月には、ヒューストンにおいて安全対策協議会

を開催予定であり、その後ダラスでも開催する予定なので、関係各位にはぜひご出席

賜りたい。 

③日本では参議院選挙が終わり、秋の臨時国会でTPPが議題の焦点としてあがってく

る見込みである。会員企業の皆様におかれては、もし当地の政府関係者と懇談する機

会がある際には、TPPは今後の日米双方の経済発展に繋がるという趣旨を伝えて頂け

れば幸いである。 

＊岩田慎也 領事 

来る7月22日（金）15:00～17:00に本年のJETプログラム参加者の歓送レセプションを総

領事公邸にて開催する。既に事務局を通してご案内はメールで配信している。同プロ

グラムは、今年30周年の節目を迎え、ヒューストンからは毎年約50名前後の参加者を

日本へ送り出している。JET参加者は、日本での滞在経験を持つ知日派として米国帰

国後に日系企業で勤務する方も多いので、ご関心があれば本レセプションに是非ご出

席頂きたい。 

３．幹事報告 （木村健洋 幹事） 

①機械・電子部会 部会長交代について 

 植村義之部会長（Goodman Global Group, Inc.）のご転勤により、同社後任者の井上

隆之氏が、今年度残余期間の新部会長として黒川企画調査委員長より任命された。 

②次年度役員等改選関連について  

＜役員＞ 

 8月の常任委員会にて次年度（2016年10月～2017年9月）役員の決議を取るにあた

り、以下のスケジュールで改選に臨む予定である。尚、役員は、会長、第一副会長、副

会長（3名）、幹事、会計幹事の計７名。立候補資格は、常任委員であることとなってい

る。 

7月21日（木） 立候補受付メールを事務局より現常任委員へ発信 

8月 3日（水） 立候補締め切り 

8月 9日（火） 立候補者名を記載した常任委員会開催連絡発信 

8月24日（水） 常任委員会にて投票、新役員決定 

＜常設委員長・特命理事＞ 

 特段会員へのアナウンスはなく、今年10月に始まる次年度に向けて、9月21日（水）

開催の理事委員会で「新」会長より任命していただく。 

＜部会長＞ 

 今年10月に始まる次年度に向けて、各部会での互選により行われ、形式的には9月

の理事委員会にて新企画調査委員長による任命となる。例年、人選が難航すること

から、締切と任命との間に約1ヶ月の猶予の期間を設けている。 

7月28日（木） 次期部会長推薦依頼を事務局より現部会長宛に発信 

8月19日（金） 推薦候補締め切り 

9月21日（水） 理事委員会にて「新」企画調査委員長より任命 

③2015-2016 年度商工会・日本人会共催ピクニックの剰余金処分について 【承認

事項】  

 ピクニックの中止に伴う約3,800ドルの剰余金の処分につき、①ハーマンパーク日

本庭園改修費用に全額を寄付、②商工会次年度予算に全額を繰り入れ、という二

案について検討した結果、日本庭園に寄付することを賛成多数により承認した。そ

れを裏付ける理由として、日本庭園の改修工事の追加寄付の必要性、その公共性

や有効性の高さが当会の設立趣旨に則している点などが挙げられた。尚、本決議

に関しては、8月度常任委員会にて追認を諮ることとする。 

④ヒューストン・ダラス ソフトボール大会予算増額について【承認事項】  

 補習校のソフトボールチームには現在約100名の子供たちが参加しており、対ダラ

ス戦は、ヒューストンとダラスを交互に開催地として毎年1回行われている。同活動

は、現在保護者を中心とした運営委員によって運営されており、商工会は金銭的補

助のみに限定して関与している。今年度予定されているダラス遠征に向け、ホテル

代や練習場の値上げに加え、オークションからの寄付がなかったことが最大の要因

となり収支を圧迫していることから、同運営委員会より支援金増額の要請があった。

別紙の修正予算審議資料と修正予算案に基づいて審議の結果、現在計上されて

いる6千ドルの予算を1千ドル増額し、7千ドルとすることを賛成多数により承認した。

尚、本決議に関しては、8月度常任委員会にて追認を諮ることとする。 

４．第3回宇宙セミナーについて  （久留靖史 対外交流特命理事） 

 本セミナーは、9月11日（日）9:30-14:30にスペースセンターヒューストンにおいて開

催される予定である。午前中のNASAジョンソン宇宙センター（ＪＳＣ）のトラムツアー

に始まり、昼食をはさんで、「宇宙飛行士のお仕事と安全のお話し」という演題で職

員による講演会を行う。今回の講演会では、大西宇宙飛行士のISSにおけるミッショ

ンや秋に打ち上げが予定されている「こうのとり6号機」について紹介するとともに、

ミッションの安全を守るために駆使されている様々な方法について説明する。対象

は大人と子供を含む会員約70名とし、ご案内は後日、事務局を通して配信する。

奮ってご参加いただきたい。 

５．委員会・部会関連事項 

①企画・調査委員会  (黒川淳二 企画調査委員長) 

＊8月の定期講演会開催案内   

 8月24日（水）の常任委員会後、14:00よりUnited Way of Greater Houston CRCに

於いて講演会を開催する。講師として準会員の大橋弘昌氏（大橋＆ホーン法律事

務所 弁護士）をお招きし、「直面する様々な取引リスクと未然防止策」という演題で、

秘密保持、反トラスト法、知的財産権訴訟、債券回収、会社の倒産などを取り上げる

ほか、コーポレートガバナンス〈取締役の責任、オフィサーの責任〉など経営者として

留意すべきポイントについてご解説いただく。ご案内は近日中に事務局より配信予

定であるので、ぜひご参加いただきたい。 

②スポーツ委員会  （峯山裕二 運輸・サービス・金融・貿易部会長） 

＊第555回テキサス会「ユナイテッド杯」開催案内    

 同ゴルフコンペは、運輸・サービス・金融・貿易部会が幹事役となり、9月18日（日）

8AMスタートでOakhurst Golf Clubにて開催を予定している。United Airlines様から

は、日本への往復航空券の協賛にご快諾を頂いている。詳細に関しては7月25日

の幹事会にて打ち合わせを実施し、8月上旬頃、事務局を通して会員各位へご案

内を配信する。賞品の寄付にご協力をお願い申し上げるとともに、ぜひ同ゴルフコ

ンペにご参加いただきたい。 

③教育委員会  （増田 徹 教育委員長） 

＊補習校の前年度決算並びに今年度の予算について 

 2015年度決算は、総収入につき生徒数増加に伴う授業料収入増加、並びに日本

政府による校舎借料金補助金の増額があったのに対し、総支出につき教員数増員

に伴う人件費の増加や昨年7月から実施された校舎賃借料の大幅な値上げがあっ

た為、収支が約7万ドルの黒字となり前年度より黒字幅が縮小した。一方、2016年度

予算は、校舎賃借料値上げが通年で効いてくることに加え、教員数増員による人件

費の増加、警備員増員による警備費の増加等を織り込んだ結果、8千ドル程度の赤

字収支となる見込み。このような状況下、安定した補習校運営を維持する為には、

入学金や授業料の値上げも今後視野に入れていく必要がある。 

６．事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

＊会員消息         

 本日現在の会員数は、名誉会員 9名、正個人会員 708名 （正団体会員数109

社）、 準会員 38名で、総会員数は755 名である。詳細は別頁を参照。  
         

 縁あって住むこの異国の町ヒューストン。全米第４の都市で、発展著しくエキサイティングな魅力あふれる今日に

至るまでに、どんなことがあったのでしょうか。歴史を知ると、一味違うヒューストンが楽しめるかも。  

サム･ヒューストン、これぞ“アメリカな人生” 前編 ～バージニアからテネシーへ～  

 ここに住んでいると、「サム･ヒューストン・トー

ルウェイ」はしょっちゅう耳にするし、「サム･

ヒューストン大学」を始め高校、中学、小学校、

果ては公園やお店にまでその名前がついてま

す。銅像もあちこちに建っているし、ヒューストン

人にと っては、とても身近な人であるサム・

ヒューストンですが、生まれはバージニア州西

部のシュナンドー・バレーです。 

 最初にアメリカに来たのは、サムの曾祖父、

ジョン・ヒューストン。アイルランド生まれで、

1735年に北アメリカのペンシルベニア州に入植

しました。その後、スコットランド=アイルランド

系移民の多いバージニア州に移住。ジョンの

跡を継いだのが長男のロバートで、その末っ

子の五男坊がサミュエルでした。 

 この五男坊のサミュエルは、モーガンライフル

旅団に入隊し、アメリカ独立戦争中に少佐に任

命されました。しかし、喜んでばかりもいられま

せん。それというのも、当時は民兵の士官は自

分で全ての費用を賄わなくてはならなかったた

め、ピーピーしていたからです。 その上、お父

さんのロバートから農園*1を譲り受けたにもか

かわらず経営に失敗し、サミュエルは多額の借

金を背負ってしまったのです。 

 一方でサミュエルは、エリザベス・パクストン嬢と

結婚し、6男3女をもうけました。我らがサムは、第5

子の五男坊で1793年3月2日に誕生。子沢山の上

に借金の山…というわけで、首の回らなくなったサ

ミュエル父さんは、テネシー州の親戚を頼ってブ

ラウント郡メアリービルに引っ越すことにしました。

ところが、メアリービルにたどり着いた一家が引っ

越しを完了する前の1807年、サミュエル父さん死

亡。未亡人となったエリザベス母さんは、気丈にも

子ども達と新居での生活を始めました。バージニ

アの辺境で基本的な教育しか受けていなかった

サム、14歳の時の出来事でした。 

 テネシーに引っ越してから、サムは、ジョン兄と

ジェームス兄の経営する雑貨屋で店員をしていま

した。しかし2年後の1809年、やる気ゼロの店員

だったサムは、店を飛び出して放浪の旅に出ま

す。南西に向かったサムを待ち受けていたのは、

チェロキーインディアンでした。 

 サムは、ハイワシー川のハイワシー島に住むア

フルデギ*2という酋長に率いられたチェロキー族

に加わり、その生活ぶりがすっかり気に入って一

緒に暮らすうちに、チェロキー語ペラペラになりま

した。アフルデギは、サムの養父となって「コロンネー（ワタリ

ガラス）」というインディアンネームを与えました。 

 インディアンの集落で暮らしながらも数ヶ月おきにメアリー

ビルの家族を訪れていたサムは、19歳になった1812年、ブ

ラウント郡初の学校の校長先生に任命されたのです。これ

は、テネシーが合衆国の16番目の州となって以来、初めて

建てられた記念すべき学校です。とはいっても、教室はたっ

たの一つ…。 

 ところがサムときたら、「ワタリガラス」の名にふさわしく、

1813年にファイアットビルというノックスビルの近郊にあった

軍隊の訓練キャンプに入営してしまいました。そして第39歩

兵連隊所属で米英戦争*3に従軍したのです。すぐに歩兵

から軍曹へ昇進したサムは、1814年3月のホースシュー・ベ

ンドの戦いの最中、アメリカインディアンのクリーク族の矢で

脚の付け根を負傷するも、すぐに戦列に戻るという勇猛ぶ

り。そして、アンドリュー・ジャクソン*4による、クリーク族の伝

統派抵抗戦戦士集団「レッド・スティック」攻撃のための志願

兵募集に応募して戦いました。ところが、サムはこの戦いで

肩と腕を負傷。傷病兵としてメアリービルに戻りましたが、や

がてニューオーリンズの病院で無償の手術と看護を受けた

のでした。 

 これがきっかけで、サムはジャクソンとお近づきになりま

す。ジャクソンは1817年に、テネシー東部（今はアーカン

 ヒューストンに来る前、ヒューストンといえば歌手の故ホィットニー･ヒューストンしか連想できないくらい個人的には馴染みのない所でし

た。日本でも一般的には、テキサスというとダラスの方が知名度は高いのでは? 

 しかし、暮らしてみればヒューストンはなかなか住み心地の良い所だ、という感想を持つ方が多いのもまた事実。そこで今回は、ヒュー

ストンに住む人なら、是非知っていただきたいこの人、サミュエル・「サム」・ヒューストンについてご紹介します。 

ソー州）からチェロキー族を一掃するための副指揮官として、サ

ムを指名したのでした。ところがサムは、陸軍長官のジョン・カル

フーンと意見が合いません。カルフーンは、会議にチェロキーの

衣装を着てきたサムを非難しました。そして、サムが管理してい

たインディアンへの供給物に対しても口出ししたため、サムは腹

を立てて1818年に辞職したのでした。 

 ああ、もう！サムったら、気が短すぎるよ！というわけで、続きは

次回。                           （佐藤 暁子） 

*1 現在、バージニア州レキシントンに程近いTimber Ridge 

Plantationには、サム・ヒューストンの生まれた丸太小屋の木を

使って建てられた丸太小屋が残っている。 

*2 アフルデギは、アメリカ人からは「ジョン・ジョリー」として知ら

れていた。 

*3 1812年6月から1814年12月までの期間、イギリス及びその植

民地であるカナダ及びイギリスと同盟を結んだインディアン諸

部族と、アメリカ合衆国との間でおこなわれた北米植民地戦争

であり、インディアン戦争。「1812年戦争」「アメリカ＝イギリス戦

争」「第二次独立戦争」とも呼ばれる。米英がカナダ、アメリカ東

海岸、アメリカ南部、大西洋、エリー湖、オンタリオ湖の領土を

奪い合い、また両陣営がインディアンに代理戦争をさせた。英

語では専らWar of 1812（1812年戦争）と表現される。 

*4 後の第7代アメリカ大統領。 

 

 第555回テキサス会「United杯」を下記日程で開催致しますので、

皆様奮ってご参加下さい。 

 参加資格は商工会、日本人会会員に限らず、日本人コミュニ

ティー関係者の方はどなたでもご参加いただけますので、ご家族、

友人、知人、出張者等ゴルフをなさる方の幅広いご参加をお待ちし

ております。 ご寄付、賞品のご提供も宜しくお願い申し上げます。 

開催日時：2016年9月18日（日）午前8時00分スタート＜小雨決行＞ 

開催場所：Oakhurst Golf Club 

      （20700 Mills Branch Drive Porter, TX 77365） 

お問い合わせ先：峯山 yumineyama@deloitte.com  

                             大森 tomori@us.mufg.jp 

9/18 第555回日本商工会・日本人会共催テキサス会

「United杯」開催のお知らせ 

ヒューストン日米協会 GALA開催のお知らせ 
 

日時： 10月29日（土）  

場所： オムニホテル 4 Riverway Houston, TX 77056 

お申し込み・お問い合わせ： pybrown@jas-hou.org または713-963-0121へご連絡ください。 

 ヒューストン日米協会は今年のGALA “絆 - Kizuna, The Solidarity That Binds Us”を開催いたします。

当協会は活動48年目を迎えました。ヒューストンでは日本企業の進出が依然として続いています。このよ

うな状況でこの度のGALAは、日米間の絆を再確認し、相互理解の一層の進展を願う機会となります。み

なさまのご来場をお待ちしております。収益金は、ヒューストン日米協会の活動及びテキサス州と日本と

の友好、交流、そして協力のために使われます。 

 ヒューストン日米協会www.jas-hou.orgは、日米の友好関係の促進のために設立された非

営利団体です。経済、教育、文化など多岐にわたるプログラムを通して、協会会員、また広く

ヒューストン市民にむけて日米の文化交流の懸け橋となるべ く、活動しています。当協会へ

の会員登録も併せてご検討ください。（法人会員のほか、家族会員$100.00/個人会員$50.00/

ヤングプロフェッショナル会員$35.00/学生会員$25.00） 
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★よろしく！～新規入会です 

●正個人会員入会（カッコ内、配偶者名） 

・IHI E&C International Corporation        丸山康明 

・JX Nippon Oil & Energy USA Inc.        小森博之/吉田竜彦 

・Kobelco Welding of America Inc.        谷口維一郎（佳織） 

・Osaka Gas  USA Corporation           津崎賢治/後藤勇太 

・Tokyo Gas America Ltd.             秋元健吾 （裕子） 

 

 

10 Gulf    Stream 3 Gulf    Stream 

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。  

 小社リマックスプライムプロパティーズは、アメリカ最大級の不動産会

社リマックス傘下の個人経営店（フランチャイズ）として、昨年12月に

オープン致しました。オフィスは日本語補習校のすぐ近くに位置してお

りまして、個人（レジデンシャル）の不動産の売買、賃貸、国内、海外か

らのリロケーションは勿論の事、商業用（コマーシャル）不動産の売買、

賃貸、ディベロップメント等の仲介役としても深く携わらせて頂いており

ます。ヒューストンで不動産仲介業を始めて8年近くになりますが、

会員消息 ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞ ■さようなら！～残念ながら退会です 
●正個人会員退会 

・IHI E&C International Corporation 林聖  

・ITOCHU International Inc. 森江大吾 

・JFE Shoji Trade America Inc. 笹田明広 

・Kuraray America, Inc.        大原行博/高本克則/山崎誠司（くみ子） 

・Mitsui E&P USA LLC                     井上博文（愛） 

・MMGS Inc.                     内田純平/森健一（紗矢子） 

・Nippon Steel & Sumitomo Metal U.S.A. Inc. 谷本征司 

・Osaka Gas  USA Corporation 松目崇史 

・Toshiba International Corp. 丸橋勲/臼田健 

・Yokogawa Corporation of America 百足聡（ひとみ） 

 

●配偶者退会 

・Yokogawa Corporation of America 成影千晶 

 

  チャウドリー 博子（経営代表）  

 今年の4月に中1の三男とともに主人が駐在す

るヒューストンに到着し、約 3ヶ月が経ちました。 

 この短い期間にアメリカ人と過ごしたひと時のお

話を綴ろうと思います。あくまでも個人の体験で

す。 

 まずは、5月に3人のお金持ちマダムとランチを

した時の話から。 

 現れたマダムたちは、人気ドラマシリーズ「Sex 

and the City」に出てきそうなファッション。金髪ロ

ングヘアにミニスカート。左薬指にはさりげなく大

きなダイヤモンド。テキサスでは珍しいほどの痩

身。もちろんハイヒール。 

私： 初めまして、マリコです。日本から来ました。 

美人マダム： ま〜あ、プリティね！（ぷ、プリティ？

私、もう50歳近いんですけど)。こっちの男たちが

落とされちゃうわね〜（無理です）。 

私： あなたこそ、とても美しいです。 

美人マダム： 私？プラスティック・サージェリー

よっ。 

 出会って1分しないうちに美容整形のカミングア

ウト。返す言葉が見つからず、笑っていいのかど

うかもわからず、凍りました。 

 少なくともこの日のマダムたちの間では、整形

手術は隠すことではなく、むしろ富の象徴、とい

うか常識のようです。さっそく「人生を預けてもい

い」くらい腕のいい美容整形医の情報交換。興

味津々の私に見せてくれた耳の後ろの傷はとて

も小さいのですが、手術後の顔はしばらく「顔面

を車に轢かれたくらい」腫れ上がるのだそうで

す。 

 3人の中ではちょっと太めの女性が通う高額な

ダイエット療法は「終身サポート付き（ということ

は一生継続？）」で、その日のランチは持参した

奇妙なジェルでした。それを「ちょっと試させて」

と試食した美人マダム、「ナチュラルな味ね❤」

と不思議な感想。 

 オバマ大統領と民主党政権が大嫌い、でもト

ランプも嫌いな彼女たちの話は突っ込みどころ

満載（突っ込みませんでしたが）で、ここには書

けないことも盛りだくさんの爆笑ランチでした。 

 驚いたのは、私と同じくらいだと思っていた美

人マダムの年齢が62歳だったことです。恐るべ

し、テキサスマダム。次に彼女たちとガールズ・

トーク（?）をするのが楽しみです。 

 と、思っていたらあっという間に長い夏休みに

突入。これまで、保育園や児童館にアウトソーシ

ングしてきたツケが回ってきたように、毎日一日

中、三男と過ごしています。 

 長い夏休みの旅行で一番楽しかったのは、ミ

シガン州への家族旅行でした。シンガポール駐

在時にできたアメリカ人のママ友を訪ねて、湖

畔の別荘で5日間過ごしました。 

 カナダの国境に接するミシガン州の夏はとて

も快適でした（ただし冬は半年間雪で覆われ

るそうです）。湖で泳ぎ、モーターボートで遊ん

だのは忘れられない思い出です。ちょうどポケ

モンGo!がリリースされた頃だったので、息子

は他の子ども達と森の中をポケモンハンティン

グに出かけ、とても楽しそうでした。 

 アメリカ人の家に何日も滞在しているとそれ

までは気づかなかったことに気づきます。 

 まずは子どもたちが進んで家事をすることで

す。食事は母親が作りますが、片付けは言わ

れなくても子どもたちが行います。そして、本

当に綺麗になるまで片付けます。友人から息

子のことを「とってもいい子だけど、頼まないと

家事を手伝わないわね」と言われてちょっと反

省しました。 

 また、家族間の日常会話が愛と思いやりに

満ちていたのが印象的でした。感謝や喜びの

気持ちを絶えず口にしているのです。特に87

歳のおばあさんに対して、娘たちはもちろんの

こと、お婿さんたちも、孫たちも、本当に優しく

していました。自分も家族に優しい言葉をたく

さんかけて、親孝行をしなければと思いまし

た。ちょっと日本の親が恋しくなりスカイプで話

をしました。 

 ヒューストン駐在もまだ始まったばかり。これ

からもどんどんアメリカ人の人たちの中に入り

込んで、色々と学んでいきたいと思っていま

す。 
ヒューストン市内、市街地を含め広範囲でお客様の不動産ニーズにお応え出来

るよう日々努めております。日本語や英語での応対は勿論の事、アラビア語、ヒ

ンディー語、ウルドゥー語でも応対できますので、いつでもお気軽にご相談下さ

い。また小社では免許取得済みのリアルターの方の募集も随時受け付けており

ますので、興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さい。 

リマックス プライム プロパティーズ （RE/MAX Prime Properties） 
11211 Katy Freeway Suite #400 Houston, TX 77079 
Office: 713-609-9909   E-mail: hiroko@samcp.com 
www.remax-prime.com  

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。 

 テキサスに来て24年、ヒューストンに住んで8年近くになりますが、全体的な市

の印象と言うと、昔に比べると本当に住みやすくなった事です。オイルマネーの

恩恵を受け、市の至る所で環境整備、土地開発、発展が進み、場所によっては

以前と比べると見違えるほどになっています。一般的にニューヨークやカリフォル

ニアなどに比べるとまだまだで、田舎的な印象があるようですが、この数年の日

本関連企業の海外進出に伴い、日系食料品店やレストランの進出が目に見えて

増えてきた事は日本人として大変嬉しく思います。日常的な大都市の不便な点

（交通渋滞、治安など）や、一部の保守的な慣習等を除けば、ヒューストンは広大

なテキサス州のように大きな心を持った方々、いろんな人種、国の方々が混ざり

合って住む、diversityに富んだフレンドリーな都市だと思います。  

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。 

 小社では現在経営、事務担当を行っておりますが、以前パティシエだった経験

も踏まえ、趣味で少人数制のお菓子の教室アトリエハナ（https://www.facebook. 

com/atelierhanahouston）も度々開いております。会社経営はやりがいのある仕事

である一方、正直どちらかと言えばコツコツと物を作ることが好きな性質なので

（笑）、お菓子教室では、生徒の皆さんと一緒に楽しく美味しいものを作って食べ

る事で自分自身もリフレッシュ、リラックスさせて頂いております。 

 またあまり上手ではないのですが、歌を歌う事が好きなので、月3回ヒューストン

日本人コーラスグループ、コーラス桜（http://japanesechorus.blogspot.com/p/

home.html）に行って練習するのも個人的な楽しみの一つです。いろいろなイベ

ントやパフォーマンスに向けて練習していますと何故か自然と向上心が沸いてき

て、まるで学生時代に戻ったかの気分になります（笑）。 好きな音楽や歌を通し

て出会えた素晴らしい先生方やグループの皆さんとの交流は自分にとって良い

経験、ストレス発散にもなりまして、毎回楽しい時間をご一緒させて頂ける事に

日々心から感謝しております。  

駐妻のヒューストン日記 

第143回  

新美 真理子 さん 

 ＜あそぼーかい＞ 

8月はお休み 

9月9日（金）  10時30分～ 

9月10日（土） 9時30分～ 

10月1日（土） 9時30分～ 

＜読み聞かせの会＞ 

8月はお休み 

9月17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 

10月8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 

＊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 
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 ヒューストン日本商工会主催による講演会が下記のとおり開催されます。皆様の

ご出席をお待ちしております。 

 テーマ： 「直面する様々な取引リスクと未然防止策」 

 日時： 平成28（2016）年8月24日（水）2：00 pm（常任委員会終了後）～3：30 pm 

 会場： United Way of Greater Houston CRC オーディトリアム 

      （50 Waugh Drive, Houston, TX 77007）     

 講師： 大橋 弘昌氏（大橋＆ホーン法律事務所 弁護士） 

 略歴： 慶應義塾大学法学部卒業、サザンメソジスト大学法科大学院卒業。西武

百貨店、山一證券勤務を経た後、渡米しニューヨーク州弁護士資格を取

得。米国の大手法律事務所へインズ・アンド・ブーン法律事務所を経て、

2002年に大橋＆ホーン法律事務所を設立。ニューヨーク、ダラス、東京

の3都市に事務所を構える。著書に「負けない交渉術」（ダイヤモンド社）

等。 

 お申込み及びお問合わせ： ヒューストン日本商工会事務局                   
                   Tel. (281) 493-1512  Email: assist@jbahouston.org 

講演会のご案内 

解説：色々な日系のお店がオープンするという噂が飛び交っている今日この

頃。Coming soon! とあってもなかなかオープンしないのがアメリカ流（笑）。そ

れでも、今日も偵察隊はしっかり任務を遂行中。 

 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（ガル川）を

募集しています。お一人様何句でもどうぞ！  

賞： 商工会会長賞、ガルフ編集委員長賞（各１句） 

締切： 9月30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。 

 

 
サンプル 

ガル川募集中！！  
今後の開催予定 

だよね～。 

オ ー プ ニ ン グ

セールに期待し

ておりまする。 

●替わりました～メモのお願い  
●常任委員交代  

・Chubu Electric Power Company U.S.A. Inc.      （旧） 白木圭二   ⇒  （新）藤井直行（美枝） 

・Dianal America, Inc. （旧） 飯田雄人   ⇒  （新）舟木剛 

・Iino Lines (U.S.A.) Inc. （旧） 安齋容一郎 ⇒  （新）神長洋行 

・ITOCHU International Inc. （旧） 荒瀬秀一   ⇒  （新）範海波 

・JFE Shoji Trade America Inc. （旧） 中村英樹   ⇒  （新）森泰弘 

・Toyota Tsusho America, Inc. （旧） 藤原隆     ⇒  （新）加藤健  

 

●会社名変更 

（旧） Chubu US Gas Trading LLC    ⇒  （新）JERA Energy America LLC 
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医師① 「赤を選ぶべきです。私には、赤いボールを引き寄せる特殊な

能力があるので、それを信じて下さい。」 

医師② 「赤を選ぶべきです。うちの教授が『赤だ』と言っているので間違

いありません。」 

医師③ 「赤を選ぶべきです。テレビで赤がいいと言っていたから、絶対

に赤がいいはずです。」 

医師④ 「どっちでも好きな方を選んでください。私にはどちらがいいかわ

かりません。」 

医師⑤ 「赤を選ぶべきです。この箱を試験管に置き換えて実験をした

ら、何度繰り返しても赤い物質が出ました。」 

医師⑥ 「赤を選ぶべきです。さっきこの箱から1個取り出したら、それは

赤いボールでした。」 

医師⑦ 「どちらかというと白を選ぶ方が良いと思います。さっきこの箱か

ら100個ボールを取り出してみたら、赤が40個、白が60個でし

た。」 

 

 さて、あなたならどの医師の言葉を信じますか？医師①、②、③は、

科学的に予測しようとせずに、特殊能力、教授の言葉、マスメディアの情

報のみを根拠に赤をすすめていますので、選択の根拠として信頼度が

高いとは言えません。科学的に予測が不可能な場合、医師④の答えは

正しいのかもしれませんが、これについては後で述べます。医師⑤、

⑥、⑦は科学的に予測してそれを根拠に見解を示していますが、このう

ち信頼度の高い根拠はどれでしょう？医師⑤が示している結果は基礎

実験と呼ばれるもので、試験管で成功してもそれがヒトの結果にも反映さ

れるかを確かめるには、さらなる研究が必要になります（ヒトで成功するの

はほんの一握りです）。医師⑥が示している結果は、症例報告というもの

で、医師⑤とは違い、箱そのものから取り出してはいるのですが、大部

分を代表した1個なのか、特別な1個なのか分かりません。このように、医

師⑤、⑥の示した根拠は科学的には質の低いものと考えられます（しか

し、日本のメディアではこれらの情報が重宝されることが多いです）。信

頼度の高い根拠という基準で選ぶとしたら、医師⑦の言葉が最も信頼で

きることとなります。「どちらかというと…」と何だか頼りないように聞こえが

ちで、根拠はともかくズバッと断言する医師の方が世の中の受けはよさそ

うですが、患者さんに本当に必要なのは、EBMの考え方になります。 

 

 EBMというのは、科学的根拠であるエビデンスだけで決定されるもので

はありません。この他に、「専門家の経験・技能」、「患者さんの価値観」

が重要な要素になります。この3つのバランスが取れたところにそれぞれ

の患者さんの最善の治療が存在するわけです。医学には、確固たるエビ

デンスがない問題がたくさんあります。その時に、医師④のように「私に

は分かりませんので、患者さんが決めてください。」では患者さんは困り

ます。また、患者さん自身も、「私にはわかりませんので、お医者さまの言

うとおり」では、患者さんの価値観が分かりませんので、我々医療者も困

るわけです。正確な情報を得て、それを利用する際に、最も重要なことは

何と言ってもコミュニケーションスキルです。様々な情報に関して、医師

に尋ね、そして聞き、自分の考えをしっかりと伝えることこそ、自分が納得

のいく治療を受けるために最も必要なことになります。 

 

 皆さんやご家族ご友人が病気にならずにお過ごしなることを祈ってお

りますが、もし病気になってしまった際に、このことを思い出し、上手に情

報の波に乗っていっていただけたら幸いです。 

第14２回 
 

  病気に関する正しい情報を得るために 

  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。 

  前回の原田和人先生から腫瘍内科がご専門の三浦裕司先生にバトンが移りました。 

 みなさんこんにちは。私は腫瘍内科という専門分野で働いています。腫瘍

内科医は抗がん剤治療を専門としていますが、それぞれの患者さんの状態

から、患者さんと相談しながら、最適な治療法を選ぶという、がん治療の道

案内役も担っています。現在、がんに対する国民の関心が高いことから、が

ん関連の書籍がベストセラーになったり、がんになった芸能人の話題がワイ

ドショーをにぎわせたりしております。また、インターネットからも様々な情報

を得られるようになりました。患者さんたちが、自分自身で様々な情報を得ら

れるようになったこと自体はとても良いことです。しかし、それらの情報には、

正しいものから間違ったものまで、そして質の高いものから質の低いものま

で氾濫しているのが現状です。今回は、その中からどのようにして、正しい

情報を得るかということについて説明したいと思います。 

 

 医学の世界では、情報の正否、質を決めるために共通のルールが定めら

れてお り、これを「エビデンス に基づく医療（Evidence-Based Medicine: 

EBM）と言います。しかし残念ながら、日本のメディアは、このルールよりも

「ズバッと言い切る、わかりやすさ」や「センセーショナルなインパクトの強さ」

を重視する傾向にあります。また、これらの情報の正否に関する規制がない

ため、「〇〇療法でがんが消えた」や「がんは放置するべき」など言いたい放

題です。食料品の表示や自動車の排ガス規制の偽装は、あれだけ問題視

するメディアですが、命に関わる偽装に関しては無頓着のようです。さて、最

近、私の上司の高野利実が執筆した「がんとともに、自分らしく生きる ―希

望をもっ て、がんと向 き合 う『HBM』のすす め―」（きず な出版）(https://

www.amazon.co.jp/dp/4907072589)という本で、面白い内容が記載されてい

たので一部ご紹介します。 

 

 いま、あなたには、赤（治療Aを受ける）という選択肢と、白（治療Bを受け

る）という選択肢が用意されています。ここで中身の見えない一つの箱が登

場します。箱の中には合わせて1000個の赤いボールと白いボールが入って

います。あなたが赤か白を選択した後に、主治医が箱の中からボールを取

り出します。あなたが選択した色と同じ色のボールが出たら治療が成功した

ということです。 

 (1) 色を選択する→治療法を選択する 

 (2) ボールを取り出す→治療を実施する 

 (3) 色を見る→治療の結果がわかる（同じ色なら良い結果） 

 ここで、中身の見えない箱を前にして、あなたと医師の相談が始まります。

7人の医師がそれぞれ次のような説明をします。 

次回は病理がご専門の浦岡直礼先生です。MD Anderson内の英

会話教室で週に2回、一緒に英語の勉強をしております。また、同じ

アパートに住んでいますので、家族ぐるみで庭でBBQなども楽し

んでいます。  

MD Anderson Cancer Center泌尿器腫瘍内科 三浦裕司  

ヒューストン対ダラス小中高生親善ソフトボール大会 

今年も通称ダラス戦と呼ばれるソフトボール大会が目前に迫りました。

暑さの中でも練習には一層力が入ります。そこで熱戦を控えた各チーム

の意気込みをレポートします。 

 

 第27回ヒューストン対ダラス小中高生親善ソフトボール大会が来たる9月4日（日）に開催されます。子供たち

が楽しみにしているこの大会は、それぞれの日本語補習校の生徒を中心として作られたチームが年に一度対

戦するものです。開催地はダラスとヒューストンとで毎年交互になっており、今年はダラスにて行われます。 

 本大会には、ヒューストン日本商工会から経済的ご支援を頂いております。運営については我々運営委員

を中心に、参加生徒の保護者のボランティアによって行われています。チームの監督、コーチをはじめ、庶

務、会計、練習サプライ、遠征手配、写真撮影などの係に分かれて全員で運営、準備を進めます。保護者も

積極的にかかわる中で、保護者同士のよい交流の機会となっています。 

 この大会は、もともと中高校生の男子生徒の対抗戦として始まり、その後、中高生女子、小学男子女子の参加者も増え、今年のヒューストンチームは総勢

約100名となりました。今大会では7試合に臨みます。子供たちは毎週土曜日に日本語補習校の放課後、夕方まで汗びっしょりになりながら頑張って練習を

しています。 

 大会当日は懇親という一番の目的を大切にしつつ、日頃の練習の成果を発揮し、チーム全体で勝利を目指して全力を出し切って欲しいと思います。 

 今年は試合会場がダラスと遠方になりますが、皆さま是非会場にお越しいただき熱い応援をお願いします。 

懇親ソフトボール大会運営委員/ 田尻・原津・樽谷 

運営委員：左から 原津さん 田尻さん 樽谷さん  

◆ 中高生女子A・Bチーム   監督 宮内典祐 

Q1: 指導の際に気を付けていること 

捕球・送球・スイング・打つという基本の徹底と共にチームワークの醸

成と礼節を大切にしている。 

 

Q2: 我がチームの自慢できるところ 

8人の高校生と10人の中学生（6月末現在）は真面目で明るい運動好

き少女のチーム。 

 

◆ 中高生男子A・Bチーム   主将 寺田裕 

◆ 小学女子Cチーム   監督 河村 大司 

Q1: 指導の際に気を付けていること 

学年の幅が広く（2～6年生）、技量にも差があるものの、「皆で楽しむ」をモットー

に全員参加型の練習を心掛けています。 

 

Q2: 我がチームの自慢できるところ 

親子一体となったチームワーク!! 大人も

子供も練習後のお喋りが楽しくて、中々グ

ランドを後にしてくれません（笑）。 

 

Q1: 練習の際に気を付けていること 

無駄な失点を防ぐために守備の強化を徹底し、練習では

キャッチボールに時間をかけています。各自の捕球力・送球

力は着実に向上していると思います。 

 

Q2: 我がチームの自慢できるところ 

高校生が中学生をリードしながら、練習に楽しく、そして熱心

（真剣??）に取り組んでいるところ。 

各チームよりひとこと  Q1: 指導（練習）の際に気を付けていること  Q2: 我がチームの自慢できるところ 

◆ 小学男子Cチーム 監督 正木 努 

Q1: 指導の際に気を付けていること 

子供達が主役です。コーチ・保護者として

練習および給水救護係等を通して安全に

気を配り、子供達がソフトボールをより楽し

めるようにサポートしています。 

 

Q2: 我がチームの

自慢できるところ 

総 勢39名、4年 生

以 下 が 過 半 数 を

超え、にぎやかで

フレッシュなチー

ムです。春の練習

開始からグングン

上達中です。 

 日時: 9月4日（日） 開会式7:50AMより 

 場所: McInnish Park (2335 Sandy Lake Rd. Carrollton, TX 75006) 



 Boom Boom! Syrah 2014 / Washington State , Columbia Valley by 

Charles Smith Wines。このラベルから、どのようなワインをイメージできる

でしょうか。爆発的な味わい？不真面目？伝統的なものへの反抗？

色々な解釈ができると思いま

すが、好き嫌いもあるかなり

ポップなデザインです。 

ワインメーカーはチャール

ズ・スミスさん。このロックなオ

ジサマは Boom Boom! だの

Kung-fu Girl （これはRiesling

で作った白）だのと、かなりポッ

プな名前とラベルデザインのワ

インをリリースしています。あま

り深く考えず気軽に楽しんでく

れ！ということなのでしょうが、

いくつかのワイン雑誌でも高く

評価をしており 日本のワイン

好きの間でも結構知られた作

り手になっているようです。 

さてこの Boom Boom! はシ

ラーという葡萄で作られた赤ワ

インですが、平均的なシラーに比べるとかなり甘みやコーヒーのノート

（香 り）が 強 い の で最 初 の 一 口は 違 和 感有 りで す。「こ れがBoom 

Boom!ってこと？」と思いつつ、まあ細かいことは考えずに2杯目・3杯目

と飲み進めるうちに、意外にも香り・味わい・フィニッシュがバランスよくま

とまっていることに気づきます。一見、奇をてらっているようで、実のとこ

ろとても優等生。こういうワインは飲み疲れもあまりしないので、バーベ

キューをしながらガブガブ飲むにはうってつけのワインと言えそうです。

ちなみにKrogerでは$15.99で購入できました。 
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はじめまして。昨年よりヒューストンに駐在している飯塚貴典と申します。

現在は鉄鋼製品を取り扱う仕事をしていますが、前職でワインのインポー

ターをしていたので、ここヒューストンでもスーパーで買い物をしていると、

ついついワイン売り場を確認する悪い癖が出てしまいます。というわけで

本稿の趣旨ですが、昔ワイン業界に携わっていた人間が、ヒューストンの

スーパーでお手頃価格で購入できるおすすめワインを紹介するというもの

です。私よりもワインにお詳しい方は沢山いらっしゃるはずなので、恐縮し

ておりますがお付き合い頂ければ幸いです。 

ヒューストンでは大体のスーパーがワインをブドウの品種別に陳列して

おり、一番上の棚から下にかけて価格帯ごとに並べられています。日本の

一般的なスーパーに比べると多くの種類が置かれていますが、大多数は

北中南米のワイン、次に豪州・NZ。これらいわゆるニューワールドのワイナ

リーは、ワインのラベルデザインもクラシカルであったり、モダンであったり

と様々です。では実際にワイン売り場で、ブドウの品種とその日の予算か

らある程度ターゲットゾーンを絞ったところで、最後にどれにしようかな・・・

そういう時は是非ジャケ買いをしてみてください。ワインのラベルには生産

国ごとに法律で決められた一定の文言を記載する必要はありますが、先

に述べたとおりニューワールドのワイナリーには色々なラベルデザインが

あり、それはワインメーカーの趣味や主張をしばしば表現しています。 

＃3  スーパーで買える 

    おすすめワイン 

 ー ジャケ買いのススメ ー 

 

 

A  ＋ 

 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１１回

目は、キム先生にお聞きしまし

た。 

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. 学年が始まったばかりの４月は緊張していた子どもたち

が、だんだんと打ち解け、団結していくところを見る時。一生

懸命作成した教材を使った授業で、子どもたちがたくさん

笑ってくれた時。時間をかけて準備をした行事で、子どもた

ちの楽しそうな顔を見た時。工場見学で、知らなかった世界

に触れて様々なことを学んでいる子どもたちの真剣な眼差し

を見る時。 

 1年を通して、やりがいや喜びを感じる瞬間が数え切れない

ほどあります。 

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. １クラス約20名の児童一人一人の日本語力やペースに

合った授業を提供するのが理想なのですが、週１回の授業

でできることに限りがあるため、いつも葛藤しています。先輩

教員の皆様にアドバイスをいただきながら、奮闘中です。 

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.  自分のスキルや学級運営について悩んだりすることもあ

るのですが、たくさんの喜びと感動を得られる仕事だと思って

います。  

 先輩方も皆様とても親切で丁寧にご指導してくださいます。 

 ぜひチャレンジしてみてください。 

キム 千佳  先生 

勤務年数： 2年半  

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. ホームページの教員募集を見て、私には

教員の経験がなかったので、初めは代講教

員に応募しました。 

 まずはボランティアで幼稚部や小学１年生

のクラスに参加させていただいたのですが、

その時にあるお子さんが「現地校は嫌い。み

んなが何を話しているのか分からないから行

きたくない。 補習校だけが楽しみ。」と担任の先生とお

話していて、日本からヒューストンに来て頑張っている子

どもたちの力になりたいと強く思うようになり、クラス担任

に志望を変更しました。 

Q. どのような教員になりたいと思っていますか？ 

A. 現地校と補習校のダブルスクールに加え、習い事に

も一生懸命な子どもたちの頑張りを全力で応援し、彼ら

の夢や思いに寄り添える教員になりたいと思っていま

す。 

Q. 現在、何を教えていらっしゃいますか？ 

A. 小学３年生のクラス担任として、国語・算数・社会の３

教科を教えています。 
 

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. 新しい職場で勤務を始める際、期待することは何も

ありません。その職場の雰囲気に慣れ、業務になれるこ

とが第一だと思うからです。 

 意外だったことは、週１回の授業のためにかける時間

がとても長いことです。思わず、子どもたちの笑顔を見る

ためにもっともっと、と授業準備や教材研究などに時間

をかけたくなりますので、家事・育児とのバランスを保つ

のが難しいところですが、日々やりがいを感じています。 

 

 燃えるような赤。鮮やかな黄色。深く豊かなゴールド。ぱっと光り輝く壮観な秋の色に

出会える街、ワシントン州スポケーン。ワシントン、オレゴン、アイダホの3州に連なるコ

ロンビア川台地の東端にあり、ロッキー山脈の西麓に位置する。スポケーン市は、交

通、医療、産業、農業、文化、教育の郡庁所在地になっており、シアトルに次ぐワシン

トン州第2の都市である。ダウンタウンを通る高速道路I-90は、アメリカ北西部のシアト

ルから北東部のボストンを結ぶ大陸横断幹線道路になっている。  

 スポケーンの紅葉は通常9月中旬に始まり、10月中旬にピークを迎える。スケポーン

市街の西にある“ジョン A. フィンチ樹木園” (1)は年間を通して約57エーカーの敷地

にライラック、ツツジ、針葉樹、カエデなど約

2000の木や低木で装飾されている。セルフ

ガイドのウォーキングツアーではメタセコイ

ア、コウヤマキ、ブナなどが秋の観賞の見ど

ころになる（年中無料）。サウスヒル地区に

は、90エーカーの“マニトー・パーク” (2)が

あり、兵庫県西宮市との姉妹都市の記念と

して造られた“Nishinomiya 日本庭園”の紅

葉が素晴らしい。他にも豪華なバラ庭園、

フランスルネッサンス様式のダンカン庭園、

ラ イ ラ ッ ク ガ ー デ ン、ジ ョ エ ルEフ ェ リ ス

Perennial ガーデンやGaiserコンサバトリー

では色彩豊かな花やトロピカル植物を観賞

できる。 

 秋の色を満喫させてくれるのは、ディッ

シュマン丘陵保全地域にあるスポケーンバ

レーの5マイルコースの歩道、“イラー・ク

リーク・トレイル” (3)。黄金色に輝く木々がト

レッキング客の目を楽しませてくれる。丘の陵線上に大規模な岩が集まり、ロッククライ

ミングでも有名なシャロンの岩（“Rocks of Sharon”）がこの歩道の絶頂点になる。70

メートルの高さがある一番大きな岩は“Big Rock” と呼ばれ、シャロンの岩からはステッ

プトウ・ビュート、マイカ・ピーク、パルースを一望でき、アウトドア派にお勧めだ。 

 紅葉以外にも楽しみは多

い。まず、秋といえば食欲の

秋、名産のりんご。今年は9月

17日(土)から10月30日(日)ま

で、“Green Bluff” (4) 農園に

てりんご祭りが開催される。

アップルパイ、アップルサイ

ダー、りんごジャムなどの販

売、音楽のライブ演奏、手芸

品のブース、干草を乗せる馬

車で周遊するツアーがある。 

 また、ワシントン州はビールの原料となるホップを8割近く生産しており、現在全米に

は2,722のビール醸造所があるが、その8%である217の上質のクラフト・ビール（地ビー

ル）醸造所がワシントン州に存在する。ビール全体の消費量における地ビールの割合

は高く、ワシントン州では年間約100万

バーレル（1バーレル=約31.5ガロン）の

地ビールを消費している。シアトルと比

較すると その数はかな り減るが、スポ

ケーンにも至るところで地ビール醸造所

が見られ、 “No-Li Brewhouse” (5)は人

気の地ビール・レストランとなっている。 

 また、スポケーン市内を流れるスポ

ケーン川に沿って広がる100エーカーの

“リバーフロントパーク” (6)は、この街の

象 徴 で も あ る ス ポ ケ ー ン・

フォールの滝をメインに観光客

を楽しませる。1974年万国博覧

会の遺産である時計塔は公園

内の目印となっており、チャー

ルズ・ルーフ氏の手により、娘

のウェディングギフトとして作ら

れた木製の歴史的なメリーゴー

ランドは終日賑わいを見せる

（大人・子ども1回$2.00）。15分

でスポケーン滝を間近で体験

できる“スカイライド” (7)は、ハ

ンティントン公園、モンローストリート橋を潜り、リバーフロントパークに戻る

迫力のあるゴンドラ。近くの“Clinkerdagger” (8)レストランでは公園と滝の景

色を眺めながら食事ができる。 

 他にも、スポケーンのランドマークともなっている“Steam Plant Square” (9)

レストランは、70年間稼動していた蒸気発電所だったのを厳しいガイドライ

ンを克服して改装された歴史を感じさせる観光スポットのひとつである。 

 先住民の言葉で「太陽の子ども」を意味する「スポケーン」が都市名の由

来となっているだけあって、年間平均260日が晴天に恵まれているそうなの

で、秋晴れの旅行が楽しめそうである。 

 スポケーンに行ったのな

ら、さらに足を延ばしてアイ

ダホ州のコーダレーンに立

ち寄るのもいい。スポケーン

市から東に車で30分ほどの

ところに、アイダホ州のコー

ダレーンという町がある。ゴ

ルフ場が多いことでも知ら

れており、コーダレーン湖海岸に沿って設計されたコーダレーン・リゾート

では、世界にひとつしかない、湖に浮かんだ“フローティング・グリーン” 

(10)を楽しめる。毎日運航している90分のシーニック・クルーズで湖畔の景

色を楽しむのもいい。（大人$24.75、子ども（6歳～17歳）$16.75、子ども（6

歳未満）無料）。コーダレーン湖の北の海岸線から39キロ続く舗装された北

アイダホ州センテニアル・トレイルの歩道では自転車、ローラースケート、ス

ケートボード、ランニング、ウォーキング、野生動物観察などのレクリエー

ションが可能となっている。  

 スポケーン国際空港は、スポケーン市内より西に約8キロの場所にあり、

アイダホ州との州境でもあるため、アイダホ州北西部の空の玄関口ともなっ

ている。ヒューストン・ジョージブッシュ国際空港からスポケーンまで、ユナイ

テッド航空(デンバー経由)、デルタ航空(ソルトレイクシティー、ミネアポリス

経由)、アメリカン航空(フェニックス経由)の運航があり、ホビー空港出発便

ではサウスウエスト航空(デンバーとラスベガス経由)を利用できる。  

参考: 

1．John A. Finch Arboretum  

 (https://my.spokanecity.org/urbanforestry/programs/finch-arboretum/) 

2．Manito Park  

 (http://www.manitopark.org/Manito-Park-Info/Manito_Park_Photos.asp) 

3．Iller Creek Trail – Dishman Hills Conservation Area  

 (http://www.wta.org/go-hiking/hikes/iller-creek) 

4．Green Bluff Growers  

 (http://www.greenbluffgrowers.com/events/index.html)  

5．No-Li Brewhouse (http://www.nolibrewhouse.com/) 

6. Riverfront Park (https://my.spokanecity.org/riverfrontpark/)  

7．Skyride (https://my.spokanecity.org/riverfrontpark/attractions/skyride/) 

8. Clinkerdagger (http://clinkerdagger.com/) 

9. Steam Plant Square (http://www.steamplantspokane.com/) 

10. Coeur d’Alene Resort (http://www.golfcda.com/the-floating-green/) 

(掲載写真はすべて『Visit Spokane 』より引用) 

Kintetsu International  

Express (U.S.A.), Inc.  
 

根本真樹子 Manito Boulevard  

リバーフロントパーク 

Green Bluff農園りんご祭り  

Nishinomiya日本庭園  

イラー・クリーク・トレイル 

コーダレーン フローティンググリーン  

ハンティントン公園  

 

 

 

 

～スポケーン市（ワシントン州）、コーダレーン市（アイダホ州）～  

 

 

 

シーニッククルーズ  
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http://www.manitopark.org/Manito-Park-Info/Manito_Park_Photos.asp
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http://www.greenbluffgrowers.com/events/index.html
http://www.nolibrewhouse.com/
https://my.spokanecity.org/riverfrontpark/
https://my.spokanecity.org/riverfrontpark/attractions/skyride/
http://clinkerdagger.com/
http://www.steamplantspokane.com/
http://www.golfcda.com/the-floating-green/
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 7月7日（木）、在ヒューストン日本国総領事館は、ヒューストン日米協会及

びヒューストン子供博物館との共催で、"Tanabata" Japanese Star Festivalを

開催しました。 

 参加者は日本の紙芝居のミニチュア版をもって、ヒューストン子供博物館メ

インホールに設置された6つのブースをまわります。それぞれのブースで、

七夕についての話を聞いたり、短冊に願い事を書いて笹に飾ったり、折り紙

で飾りを作ると、紙芝居にスタンプがもらえます。こうして日本の七夕文化に

ついて体験し、最後に紙芝居を組み立てて持ち帰りました。メインホールに

設置された笹竹は、色とりどりの短冊と折り紙で飾られ、七夕の雰囲気が盛

り上がりました。 

 また今年は、昨年、参加者から強い要望のあった「上級者用折り紙

ブース」を新たに設置し、様々な折り紙に挑戦したり、折り紙を作るの

を見て楽しんでいただきました。 

 クラフトの他、紙芝居による七夕の物語も複数回上演し、参加者

は、本物の紙芝居を楽しみながら七夕の説話を学びました。今年は

ショーイングジャパンのメンバーによる日本舞踊も披露され、その艶

やかな振袖姿の踊りを、たくさんの見物人がケータイ電話でビデオ

撮影する姿も見られました。イベント終盤の盆踊りには来館者も参加

して、炭坑節とポケモン音頭を踊りました。 

 今年で5回目となる七夕祭りには500人を超える市民が参加し、親

子で楽しむイベントになりました。日米協会の協力で集まってくだ

さった20名を超えるボランティアの皆様にも、この場を借りて御礼申

し上げます。 

ヒューストン コーラスグループ“桜”を立ち上げてから、もう早くも二年

が経ちました。東日本大震災のあと、ジャパンフェスティバルで“花は咲

く”を皆さんで歌ったあとこのグループが始まり、いまではコーラスの皆さ

んのやる気と共に、非常に上達してきており、様々な活動を行っておりま

す。 

 

2015-2016シ ー ズ

ンでは、総領事公邸

に てIkebana Interna-

tionalの 年 次 総会 で

の コ ン サ ー ト、ま た

Unitarian Churchでの

ファンドレイジングコ

ンサートなどで、日本

歌曲を中心に演奏い

た し ま し た。Ikebana 

Internationalのイベントでは、たくさんの素敵な花に囲まれながら着物を

着て、花と春の日本歌曲を歌い、とても興味深い素敵な演奏会となりまし

た。またUnitarian Churchでの演奏でも可能な方々でゆかたを着て演奏

し、アメリカ人の方達と音楽を通して日本の文化の交流をすることができ

ました。演奏が終わったあと、聴衆からスタンディングオベーションを頂

き、皆で興奮したのを覚えております。私はオペラの仕事を中心に行っ

ておりますが、こちらで日本歌曲をアメリカ人の聴衆の前で演奏したのは

初めてでしたが、皆様から予想以上に美に興味を持っていただき、本当

に嬉しくおもっております。先シーズンでは“和〜Harmony”をテーマに演

奏会をいたしましたが、特にアメリカ人の方々に日本語の美しい響き、美

しい日本の音楽のハーモニーが伝わったと思います。またその他にもエ

クソンモービルのイベントで歌わせて頂いたり、台湾寺院でも日本歌曲を

演奏し、アメリカ、そしていろいろな国の方々と文化交流をしながら活動

をしてきました。 

 

ヒューストングランドオペラもそうなのですが、こちらでは社会に還元す

る目的で、いろいろな活動もおこなっております。私たちのコーラスグ

ループ“桜”でもNurseryでクリスマスコンサートなども行い、お年寄りや体

の不自由な方々の前でクリスマスソングを英語で演奏しました。ヒュースト

ングランドオペラのプロダクションで、日本人の自分が英語のディクション

を ア メ リ カ 人 に

コーチしなくては

いけ ないの です

が、このクリスマス

コンサートではア

メリカ人の皆さま

から英語の発音も

褒めていただきま

し た。大 きく 綺麗

なクリスマスツリー

の前で楽しく演奏

ができ、また何より

もアメリカ人のお年寄りの方々に喜んでいただけて非情に嬉しく思いま

したと同時に、とても有意義な経験をさせていただきました。 

 

コーラスのメンバーはといいますと、皆さんとても明るく気軽な雰囲気

です。 

しかしながら良い音楽を作る、美しいハーモニーを作るということがこ

のグループの第一優先ですので、リハーサルの時はみな真剣に音楽

に集中しています。そのあとはみなそれぞれがランチに行ったりしてい

るようですが、リハーサルがいつもの場所でない時はリハーサルのあと

にポットラックランチをしたことも何度かありました。実はみなさん音楽以

外にもとても才能豊かな方たちが多く、リハーサル以外で話すと本当に

楽しいです。自分としては演奏して聴衆の皆様に喜んでいただくのは

もちろんですが、私はコーラスの皆さんが何より楽しんでいただいてい

るみたいなので、それがとても嬉しいです。 

 

2016-2017シーズンでは私たち自身の演奏会をすることを考えており

ます。日本には美しい四季があり、そしてその自然を歌った曲が数多く

あります。春夏秋冬、それぞれの曲を演奏したあと、東日本大震災、熊

本大震災に触れ、それを音楽で伝えようと考えております。日本は神

話の時代より、人間は神々からたくさんの自然の恵みを享受する一方

で、地震や津波、台風など、様々な災い、災害と共存しています。しか

しその中で私たちはお互いに助け合い、悲しみと幸せを共有してきた

のであると思います。そのような思いを、音楽を通して、聴衆の皆様に

伝えることができればと思っております。 

 

リハーサルではコーラ

スの経験豊かな妙子ホ

ワイト先生を中心に発声

を 見 て い た だ き、私 が

Artistic Directorとして音

楽を指導しています。ま

た著名なソプラノ歌手、

木下美穂子さんの特別

ヴォイスレッスンなどもは

じまりました。音楽に関し

ては、良いものを作り上げるために時には厳しいこともありますが、皆さ

ん楽しくやっておりますので、どうぞ興味のあるかたはお気軽に見学、

または参加なさってみてください。最後になりましたが、生け花の先生

でいらっしゃいますNanako Tingleafさんより、このコーラスのために多

大なサポートをして頂きましたことに、この場をお借りして感謝の気持ち

を述べさせて頂きたいと思います。 
 

練習場所 ： BridgePoint Bible Church  

     (13277 Katy Fwy Houston, TX 77079) 

練習時間 ： 月3回、木曜日 

連絡先  ： japanesechorus@gmail.com 

ウェブサイト: http://japanesechorus.blogspot.jp/ 

Facebook:     Houston Chorus Group Sakura 

生花インターナショナル総会での演奏、総領事公邸にて 

ナーシングホームでクリスマス演奏会 

Unitarian Churchでのファンドレイジングコンサート 

タロウッド教会のESLランチイベントにて 

ヒューストン 

コーラスグループ 

 

活動紹介 

今年は、天野総領事がイベントを視察され、来場者と談笑され

ました。 

ディレクター  戸田 光彦 

http://japanesechorus.blogspot.jp/
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に てIkebana Interna-
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 Boom Boom! Syrah 2014 / Washington State , Columbia Valley by 

Charles Smith Wines。このラベルから、どのようなワインをイメージできる

でしょうか。爆発的な味わい？不真面目？伝統的なものへの反抗？

色々な解釈ができると思いま

すが、好き嫌いもあるかなり

ポップなデザインです。 

ワインメーカーはチャール

ズ・スミスさん。このロックなオ

ジサマは Boom Boom! だの

Kung-fu Girl （これはRiesling

で作った白）だのと、かなりポッ

プな名前とラベルデザインのワ

インをリリースしています。あま

り深く考えず気軽に楽しんでく

れ！ということなのでしょうが、

いくつかのワイン雑誌でも高く

評価をしており 日本のワイン

好きの間でも結構知られた作

り手になっているようです。 

さてこの Boom Boom! はシ

ラーという葡萄で作られた赤ワ

インですが、平均的なシラーに比べるとかなり甘みやコーヒーのノート

（香 り）が 強 い の で最 初 の 一 口は 違 和 感有 りで す。「こ れがBoom 

Boom!ってこと？」と思いつつ、まあ細かいことは考えずに2杯目・3杯目

と飲み進めるうちに、意外にも香り・味わい・フィニッシュがバランスよくま

とまっていることに気づきます。一見、奇をてらっているようで、実のとこ

ろとても優等生。こういうワインは飲み疲れもあまりしないので、バーベ

キューをしながらガブガブ飲むにはうってつけのワインと言えそうです。

ちなみにKrogerでは$15.99で購入できました。 
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はじめまして。昨年よりヒューストンに駐在している飯塚貴典と申します。

現在は鉄鋼製品を取り扱う仕事をしていますが、前職でワインのインポー

ターをしていたので、ここヒューストンでもスーパーで買い物をしていると、

ついついワイン売り場を確認する悪い癖が出てしまいます。というわけで

本稿の趣旨ですが、昔ワイン業界に携わっていた人間が、ヒューストンの

スーパーでお手頃価格で購入できるおすすめワインを紹介するというもの

です。私よりもワインにお詳しい方は沢山いらっしゃるはずなので、恐縮し

ておりますがお付き合い頂ければ幸いです。 

ヒューストンでは大体のスーパーがワインをブドウの品種別に陳列して

おり、一番上の棚から下にかけて価格帯ごとに並べられています。日本の

一般的なスーパーに比べると多くの種類が置かれていますが、大多数は

北中南米のワイン、次に豪州・NZ。これらいわゆるニューワールドのワイナ

リーは、ワインのラベルデザインもクラシカルであったり、モダンであったり

と様々です。では実際にワイン売り場で、ブドウの品種とその日の予算か

らある程度ターゲットゾーンを絞ったところで、最後にどれにしようかな・・・

そういう時は是非ジャケ買いをしてみてください。ワインのラベルには生産

国ごとに法律で決められた一定の文言を記載する必要はありますが、先

に述べたとおりニューワールドのワイナリーには色々なラベルデザインが

あり、それはワインメーカーの趣味や主張をしばしば表現しています。 

＃3  スーパーで買える 

    おすすめワイン 

 ー ジャケ買いのススメ ー 
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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１１回

目は、キム先生にお聞きしまし

た。 

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. 学年が始まったばかりの４月は緊張していた子どもたち

が、だんだんと打ち解け、団結していくところを見る時。一生

懸命作成した教材を使った授業で、子どもたちがたくさん

笑ってくれた時。時間をかけて準備をした行事で、子どもた

ちの楽しそうな顔を見た時。工場見学で、知らなかった世界

に触れて様々なことを学んでいる子どもたちの真剣な眼差し

を見る時。 

 1年を通して、やりがいや喜びを感じる瞬間が数え切れない

ほどあります。 

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. １クラス約20名の児童一人一人の日本語力やペースに

合った授業を提供するのが理想なのですが、週１回の授業

でできることに限りがあるため、いつも葛藤しています。先輩

教員の皆様にアドバイスをいただきながら、奮闘中です。 

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.  自分のスキルや学級運営について悩んだりすることもあ

るのですが、たくさんの喜びと感動を得られる仕事だと思って

います。  

 先輩方も皆様とても親切で丁寧にご指導してくださいます。 

 ぜひチャレンジしてみてください。 

キム 千佳  先生 

勤務年数： 2年半  

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. ホームページの教員募集を見て、私には

教員の経験がなかったので、初めは代講教

員に応募しました。 

 まずはボランティアで幼稚部や小学１年生

のクラスに参加させていただいたのですが、

その時にあるお子さんが「現地校は嫌い。み

んなが何を話しているのか分からないから行

きたくない。 補習校だけが楽しみ。」と担任の先生とお

話していて、日本からヒューストンに来て頑張っている子

どもたちの力になりたいと強く思うようになり、クラス担任

に志望を変更しました。 

Q. どのような教員になりたいと思っていますか？ 

A. 現地校と補習校のダブルスクールに加え、習い事に

も一生懸命な子どもたちの頑張りを全力で応援し、彼ら

の夢や思いに寄り添える教員になりたいと思っていま

す。 

Q. 現在、何を教えていらっしゃいますか？ 

A. 小学３年生のクラス担任として、国語・算数・社会の３

教科を教えています。 
 

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. 新しい職場で勤務を始める際、期待することは何も

ありません。その職場の雰囲気に慣れ、業務になれるこ

とが第一だと思うからです。 

 意外だったことは、週１回の授業のためにかける時間

がとても長いことです。思わず、子どもたちの笑顔を見る

ためにもっともっと、と授業準備や教材研究などに時間

をかけたくなりますので、家事・育児とのバランスを保つ

のが難しいところですが、日々やりがいを感じています。 

 

 燃えるような赤。鮮やかな黄色。深く豊かなゴールド。ぱっと光り輝く壮観な秋の色に

出会える街、ワシントン州スポケーン。ワシントン、オレゴン、アイダホの3州に連なるコ

ロンビア川台地の東端にあり、ロッキー山脈の西麓に位置する。スポケーン市は、交

通、医療、産業、農業、文化、教育の郡庁所在地になっており、シアトルに次ぐワシン

トン州第2の都市である。ダウンタウンを通る高速道路I-90は、アメリカ北西部のシアト

ルから北東部のボストンを結ぶ大陸横断幹線道路になっている。  

 スポケーンの紅葉は通常9月中旬に始まり、10月中旬にピークを迎える。スケポーン

市街の西にある“ジョン A. フィンチ樹木園” (1)は年間を通して約57エーカーの敷地

にライラック、ツツジ、針葉樹、カエデなど約

2000の木や低木で装飾されている。セルフ

ガイドのウォーキングツアーではメタセコイ

ア、コウヤマキ、ブナなどが秋の観賞の見ど

ころになる（年中無料）。サウスヒル地区に

は、90エーカーの“マニトー・パーク” (2)が

あり、兵庫県西宮市との姉妹都市の記念と

して造られた“Nishinomiya 日本庭園”の紅

葉が素晴らしい。他にも豪華なバラ庭園、

フランスルネッサンス様式のダンカン庭園、

ラ イ ラ ッ ク ガ ー デ ン、ジ ョ エ ルEフ ェ リ ス

Perennial ガーデンやGaiserコンサバトリー

では色彩豊かな花やトロピカル植物を観賞

できる。 

 秋の色を満喫させてくれるのは、ディッ

シュマン丘陵保全地域にあるスポケーンバ

レーの5マイルコースの歩道、“イラー・ク

リーク・トレイル” (3)。黄金色に輝く木々がト

レッキング客の目を楽しませてくれる。丘の陵線上に大規模な岩が集まり、ロッククライ

ミングでも有名なシャロンの岩（“Rocks of Sharon”）がこの歩道の絶頂点になる。70

メートルの高さがある一番大きな岩は“Big Rock” と呼ばれ、シャロンの岩からはステッ

プトウ・ビュート、マイカ・ピーク、パルースを一望でき、アウトドア派にお勧めだ。 

 紅葉以外にも楽しみは多

い。まず、秋といえば食欲の

秋、名産のりんご。今年は9月

17日(土)から10月30日(日)ま

で、“Green Bluff” (4) 農園に

てりんご祭りが開催される。

アップルパイ、アップルサイ

ダー、りんごジャムなどの販

売、音楽のライブ演奏、手芸

品のブース、干草を乗せる馬

車で周遊するツアーがある。 

 また、ワシントン州はビールの原料となるホップを8割近く生産しており、現在全米に

は2,722のビール醸造所があるが、その8%である217の上質のクラフト・ビール（地ビー

ル）醸造所がワシントン州に存在する。ビール全体の消費量における地ビールの割合

は高く、ワシントン州では年間約100万

バーレル（1バーレル=約31.5ガロン）の

地ビールを消費している。シアトルと比

較すると その数はかな り減るが、スポ

ケーンにも至るところで地ビール醸造所

が見られ、 “No-Li Brewhouse” (5)は人

気の地ビール・レストランとなっている。 

 また、スポケーン市内を流れるスポ

ケーン川に沿って広がる100エーカーの

“リバーフロントパーク” (6)は、この街の

象 徴 で も あ る ス ポ ケ ー ン・

フォールの滝をメインに観光客

を楽しませる。1974年万国博覧

会の遺産である時計塔は公園

内の目印となっており、チャー

ルズ・ルーフ氏の手により、娘

のウェディングギフトとして作ら

れた木製の歴史的なメリーゴー

ランドは終日賑わいを見せる

（大人・子ども1回$2.00）。15分

でスポケーン滝を間近で体験

できる“スカイライド” (7)は、ハ

ンティントン公園、モンローストリート橋を潜り、リバーフロントパークに戻る

迫力のあるゴンドラ。近くの“Clinkerdagger” (8)レストランでは公園と滝の景

色を眺めながら食事ができる。 

 他にも、スポケーンのランドマークともなっている“Steam Plant Square” (9)

レストランは、70年間稼動していた蒸気発電所だったのを厳しいガイドライ

ンを克服して改装された歴史を感じさせる観光スポットのひとつである。 

 先住民の言葉で「太陽の子ども」を意味する「スポケーン」が都市名の由

来となっているだけあって、年間平均260日が晴天に恵まれているそうなの

で、秋晴れの旅行が楽しめそうである。 

 スポケーンに行ったのな

ら、さらに足を延ばしてアイ

ダホ州のコーダレーンに立

ち寄るのもいい。スポケーン

市から東に車で30分ほどの

ところに、アイダホ州のコー

ダレーンという町がある。ゴ

ルフ場が多いことでも知ら

れており、コーダレーン湖海岸に沿って設計されたコーダレーン・リゾート

では、世界にひとつしかない、湖に浮かんだ“フローティング・グリーン” 

(10)を楽しめる。毎日運航している90分のシーニック・クルーズで湖畔の景

色を楽しむのもいい。（大人$24.75、子ども（6歳～17歳）$16.75、子ども（6

歳未満）無料）。コーダレーン湖の北の海岸線から39キロ続く舗装された北

アイダホ州センテニアル・トレイルの歩道では自転車、ローラースケート、ス

ケートボード、ランニング、ウォーキング、野生動物観察などのレクリエー

ションが可能となっている。  

 スポケーン国際空港は、スポケーン市内より西に約8キロの場所にあり、

アイダホ州との州境でもあるため、アイダホ州北西部の空の玄関口ともなっ

ている。ヒューストン・ジョージブッシュ国際空港からスポケーンまで、ユナイ

テッド航空(デンバー経由)、デルタ航空(ソルトレイクシティー、ミネアポリス

経由)、アメリカン航空(フェニックス経由)の運航があり、ホビー空港出発便

ではサウスウエスト航空(デンバーとラスベガス経由)を利用できる。  

参考: 

1．John A. Finch Arboretum  

 (https://my.spokanecity.org/urbanforestry/programs/finch-arboretum/) 

2．Manito Park  

 (http://www.manitopark.org/Manito-Park-Info/Manito_Park_Photos.asp) 

3．Iller Creek Trail – Dishman Hills Conservation Area  

 (http://www.wta.org/go-hiking/hikes/iller-creek) 

4．Green Bluff Growers  

 (http://www.greenbluffgrowers.com/events/index.html)  

5．No-Li Brewhouse (http://www.nolibrewhouse.com/) 

6. Riverfront Park (https://my.spokanecity.org/riverfrontpark/)  

7．Skyride (https://my.spokanecity.org/riverfrontpark/attractions/skyride/) 

8. Clinkerdagger (http://clinkerdagger.com/) 

9. Steam Plant Square (http://www.steamplantspokane.com/) 

10. Coeur d’Alene Resort (http://www.golfcda.com/the-floating-green/) 

(掲載写真はすべて『Visit Spokane 』より引用) 

Kintetsu International  

Express (U.S.A.), Inc.  
 

根本真樹子 Manito Boulevard  

リバーフロントパーク 

Green Bluff農園りんご祭り  

Nishinomiya日本庭園  

イラー・クリーク・トレイル 

コーダレーン フローティンググリーン  

ハンティントン公園  

 

 

 

 

～スポケーン市（ワシントン州）、コーダレーン市（アイダホ州）～  

 

 

 

シーニッククルーズ  

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.misaki.rdy.jp%2Fillust%2Fwaku%2Fhon%2F4%2Fsozaitext%2F102.htm&ei=qj99VI_eGIqpNojkgLgG&bvm=bv.80642063,d.eXY&psig=AFQjCNH-6kViAOvZw9qW3eRGX
https://my.spokanecity.org/urbanforestry/programs/finch-arboretum/
http://www.manitopark.org/Manito-Park-Info/Manito_Park_Photos.asp
http://www.wta.org/go-hiking/hikes/iller-creek
http://www.greenbluffgrowers.com/events/index.html
http://www.nolibrewhouse.com/
https://my.spokanecity.org/riverfrontpark/
https://my.spokanecity.org/riverfrontpark/attractions/skyride/
http://clinkerdagger.com/
http://www.steamplantspokane.com/
http://www.golfcda.com/the-floating-green/
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医師① 「赤を選ぶべきです。私には、赤いボールを引き寄せる特殊な

能力があるので、それを信じて下さい。」 

医師② 「赤を選ぶべきです。うちの教授が『赤だ』と言っているので間違

いありません。」 

医師③ 「赤を選ぶべきです。テレビで赤がいいと言っていたから、絶対

に赤がいいはずです。」 

医師④ 「どっちでも好きな方を選んでください。私にはどちらがいいかわ

かりません。」 

医師⑤ 「赤を選ぶべきです。この箱を試験管に置き換えて実験をした

ら、何度繰り返しても赤い物質が出ました。」 

医師⑥ 「赤を選ぶべきです。さっきこの箱から1個取り出したら、それは

赤いボールでした。」 

医師⑦ 「どちらかというと白を選ぶ方が良いと思います。さっきこの箱か

ら100個ボールを取り出してみたら、赤が40個、白が60個でし

た。」 

 

 さて、あなたならどの医師の言葉を信じますか？医師①、②、③は、

科学的に予測しようとせずに、特殊能力、教授の言葉、マスメディアの情

報のみを根拠に赤をすすめていますので、選択の根拠として信頼度が

高いとは言えません。科学的に予測が不可能な場合、医師④の答えは

正しいのかもしれませんが、これについては後で述べます。医師⑤、

⑥、⑦は科学的に予測してそれを根拠に見解を示していますが、このう

ち信頼度の高い根拠はどれでしょう？医師⑤が示している結果は基礎

実験と呼ばれるもので、試験管で成功してもそれがヒトの結果にも反映さ

れるかを確かめるには、さらなる研究が必要になります（ヒトで成功するの

はほんの一握りです）。医師⑥が示している結果は、症例報告というもの

で、医師⑤とは違い、箱そのものから取り出してはいるのですが、大部

分を代表した1個なのか、特別な1個なのか分かりません。このように、医

師⑤、⑥の示した根拠は科学的には質の低いものと考えられます（しか

し、日本のメディアではこれらの情報が重宝されることが多いです）。信

頼度の高い根拠という基準で選ぶとしたら、医師⑦の言葉が最も信頼で

きることとなります。「どちらかというと…」と何だか頼りないように聞こえが

ちで、根拠はともかくズバッと断言する医師の方が世の中の受けはよさそ

うですが、患者さんに本当に必要なのは、EBMの考え方になります。 

 

 EBMというのは、科学的根拠であるエビデンスだけで決定されるもので

はありません。この他に、「専門家の経験・技能」、「患者さんの価値観」

が重要な要素になります。この3つのバランスが取れたところにそれぞれ

の患者さんの最善の治療が存在するわけです。医学には、確固たるエビ

デンスがない問題がたくさんあります。その時に、医師④のように「私に

は分かりませんので、患者さんが決めてください。」では患者さんは困り

ます。また、患者さん自身も、「私にはわかりませんので、お医者さまの言

うとおり」では、患者さんの価値観が分かりませんので、我々医療者も困

るわけです。正確な情報を得て、それを利用する際に、最も重要なことは

何と言ってもコミュニケーションスキルです。様々な情報に関して、医師

に尋ね、そして聞き、自分の考えをしっかりと伝えることこそ、自分が納得

のいく治療を受けるために最も必要なことになります。 

 

 皆さんやご家族ご友人が病気にならずにお過ごしなることを祈ってお

りますが、もし病気になってしまった際に、このことを思い出し、上手に情

報の波に乗っていっていただけたら幸いです。 

第14２回 
 

  病気に関する正しい情報を得るために 

  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。 

  前回の原田和人先生から腫瘍内科がご専門の三浦裕司先生にバトンが移りました。 

 みなさんこんにちは。私は腫瘍内科という専門分野で働いています。腫瘍

内科医は抗がん剤治療を専門としていますが、それぞれの患者さんの状態

から、患者さんと相談しながら、最適な治療法を選ぶという、がん治療の道

案内役も担っています。現在、がんに対する国民の関心が高いことから、が

ん関連の書籍がベストセラーになったり、がんになった芸能人の話題がワイ

ドショーをにぎわせたりしております。また、インターネットからも様々な情報

を得られるようになりました。患者さんたちが、自分自身で様々な情報を得ら

れるようになったこと自体はとても良いことです。しかし、それらの情報には、

正しいものから間違ったものまで、そして質の高いものから質の低いものま

で氾濫しているのが現状です。今回は、その中からどのようにして、正しい

情報を得るかということについて説明したいと思います。 

 

 医学の世界では、情報の正否、質を決めるために共通のルールが定めら

れてお り、これを「エビデンス に基づく医療（Evidence-Based Medicine: 

EBM）と言います。しかし残念ながら、日本のメディアは、このルールよりも

「ズバッと言い切る、わかりやすさ」や「センセーショナルなインパクトの強さ」

を重視する傾向にあります。また、これらの情報の正否に関する規制がない

ため、「〇〇療法でがんが消えた」や「がんは放置するべき」など言いたい放

題です。食料品の表示や自動車の排ガス規制の偽装は、あれだけ問題視

するメディアですが、命に関わる偽装に関しては無頓着のようです。さて、最

近、私の上司の高野利実が執筆した「がんとともに、自分らしく生きる ―希

望をもっ て、がんと向 き合 う『HBM』のすす め―」（きず な出版）(https://

www.amazon.co.jp/dp/4907072589)という本で、面白い内容が記載されてい

たので一部ご紹介します。 

 

 いま、あなたには、赤（治療Aを受ける）という選択肢と、白（治療Bを受け

る）という選択肢が用意されています。ここで中身の見えない一つの箱が登

場します。箱の中には合わせて1000個の赤いボールと白いボールが入って

います。あなたが赤か白を選択した後に、主治医が箱の中からボールを取

り出します。あなたが選択した色と同じ色のボールが出たら治療が成功した

ということです。 

 (1) 色を選択する→治療法を選択する 

 (2) ボールを取り出す→治療を実施する 

 (3) 色を見る→治療の結果がわかる（同じ色なら良い結果） 

 ここで、中身の見えない箱を前にして、あなたと医師の相談が始まります。

7人の医師がそれぞれ次のような説明をします。 

次回は病理がご専門の浦岡直礼先生です。MD Anderson内の英

会話教室で週に2回、一緒に英語の勉強をしております。また、同じ

アパートに住んでいますので、家族ぐるみで庭でBBQなども楽し

んでいます。  

MD Anderson Cancer Center泌尿器腫瘍内科 三浦裕司  

ヒューストン対ダラス小中高生親善ソフトボール大会 

今年も通称ダラス戦と呼ばれるソフトボール大会が目前に迫りました。

暑さの中でも練習には一層力が入ります。そこで熱戦を控えた各チーム

の意気込みをレポートします。 

 

 第27回ヒューストン対ダラス小中高生親善ソフトボール大会が来たる9月4日（日）に開催されます。子供たち

が楽しみにしているこの大会は、それぞれの日本語補習校の生徒を中心として作られたチームが年に一度対

戦するものです。開催地はダラスとヒューストンとで毎年交互になっており、今年はダラスにて行われます。 

 本大会には、ヒューストン日本商工会から経済的ご支援を頂いております。運営については我々運営委員

を中心に、参加生徒の保護者のボランティアによって行われています。チームの監督、コーチをはじめ、庶

務、会計、練習サプライ、遠征手配、写真撮影などの係に分かれて全員で運営、準備を進めます。保護者も

積極的にかかわる中で、保護者同士のよい交流の機会となっています。 

 この大会は、もともと中高校生の男子生徒の対抗戦として始まり、その後、中高生女子、小学男子女子の参加者も増え、今年のヒューストンチームは総勢

約100名となりました。今大会では7試合に臨みます。子供たちは毎週土曜日に日本語補習校の放課後、夕方まで汗びっしょりになりながら頑張って練習を

しています。 

 大会当日は懇親という一番の目的を大切にしつつ、日頃の練習の成果を発揮し、チーム全体で勝利を目指して全力を出し切って欲しいと思います。 

 今年は試合会場がダラスと遠方になりますが、皆さま是非会場にお越しいただき熱い応援をお願いします。 

懇親ソフトボール大会運営委員/ 田尻・原津・樽谷 

運営委員：左から 原津さん 田尻さん 樽谷さん  

◆ 中高生女子A・Bチーム   監督 宮内典祐 

Q1: 指導の際に気を付けていること 

捕球・送球・スイング・打つという基本の徹底と共にチームワークの醸

成と礼節を大切にしている。 

 

Q2: 我がチームの自慢できるところ 

8人の高校生と10人の中学生（6月末現在）は真面目で明るい運動好

き少女のチーム。 

 

◆ 中高生男子A・Bチーム   主将 寺田裕 

◆ 小学女子Cチーム   監督 河村 大司 

Q1: 指導の際に気を付けていること 

学年の幅が広く（2～6年生）、技量にも差があるものの、「皆で楽しむ」をモットー

に全員参加型の練習を心掛けています。 

 

Q2: 我がチームの自慢できるところ 

親子一体となったチームワーク!! 大人も

子供も練習後のお喋りが楽しくて、中々グ

ランドを後にしてくれません（笑）。 

 

Q1: 練習の際に気を付けていること 

無駄な失点を防ぐために守備の強化を徹底し、練習では

キャッチボールに時間をかけています。各自の捕球力・送球

力は着実に向上していると思います。 

 

Q2: 我がチームの自慢できるところ 

高校生が中学生をリードしながら、練習に楽しく、そして熱心

（真剣??）に取り組んでいるところ。 

各チームよりひとこと  Q1: 指導（練習）の際に気を付けていること  Q2: 我がチームの自慢できるところ 

◆ 小学男子Cチーム 監督 正木 努 

Q1: 指導の際に気を付けていること 

子供達が主役です。コーチ・保護者として

練習および給水救護係等を通して安全に

気を配り、子供達がソフトボールをより楽し

めるようにサポートしています。 

 

Q2: 我がチームの

自慢できるところ 

総 勢39名、4年 生

以 下 が 過 半 数 を

超え、にぎやかで

フレッシュなチー

ムです。春の練習

開始からグングン

上達中です。 

 日時: 9月4日（日） 開会式7:50AMより 

 場所: McInnish Park (2335 Sandy Lake Rd. Carrollton, TX 75006) 



★よろしく！～新規入会です 

●正個人会員入会（カッコ内、配偶者名） 

・IHI E&C International Corporation        丸山康明 

・JX Nippon Oil & Energy USA Inc.        小森博之/吉田竜彦 

・Kobelco Welding of America Inc.        谷口維一郎（佳織） 

・Osaka Gas  USA Corporation           津崎賢治/後藤勇太 

・Tokyo Gas America Ltd.             秋元健吾 （裕子） 
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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。  

 小社リマックスプライムプロパティーズは、アメリカ最大級の不動産会

社リマックス傘下の個人経営店（フランチャイズ）として、昨年12月に

オープン致しました。オフィスは日本語補習校のすぐ近くに位置してお

りまして、個人（レジデンシャル）の不動産の売買、賃貸、国内、海外か

らのリロケーションは勿論の事、商業用（コマーシャル）不動産の売買、

賃貸、ディベロップメント等の仲介役としても深く携わらせて頂いており

ます。ヒューストンで不動産仲介業を始めて8年近くになりますが、

会員消息 ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞ ■さようなら！～残念ながら退会です 
●正個人会員退会 

・IHI E&C International Corporation 林聖  

・ITOCHU International Inc. 森江大吾 

・JFE Shoji Trade America Inc. 笹田明広 

・Kuraray America, Inc.        大原行博/高本克則/山崎誠司（くみ子） 

・Mitsui E&P USA LLC                     井上博文（愛） 

・MMGS Inc.                     内田純平/森健一（紗矢子） 

・Nippon Steel & Sumitomo Metal U.S.A. Inc. 谷本征司 

・Osaka Gas  USA Corporation 松目崇史 

・Toshiba International Corp. 丸橋勲/臼田健 

・Yokogawa Corporation of America 百足聡（ひとみ） 

 

●配偶者退会 

・Yokogawa Corporation of America 成影千晶 

 

  チャウドリー 博子（経営代表）  

 今年の4月に中1の三男とともに主人が駐在す

るヒューストンに到着し、約 3ヶ月が経ちました。 

 この短い期間にアメリカ人と過ごしたひと時のお

話を綴ろうと思います。あくまでも個人の体験で

す。 

 まずは、5月に3人のお金持ちマダムとランチを

した時の話から。 

 現れたマダムたちは、人気ドラマシリーズ「Sex 

and the City」に出てきそうなファッション。金髪ロ

ングヘアにミニスカート。左薬指にはさりげなく大

きなダイヤモンド。テキサスでは珍しいほどの痩

身。もちろんハイヒール。 

私： 初めまして、マリコです。日本から来ました。 

美人マダム： ま〜あ、プリティね！（ぷ、プリティ？

私、もう50歳近いんですけど)。こっちの男たちが

落とされちゃうわね〜（無理です）。 

私： あなたこそ、とても美しいです。 

美人マダム： 私？プラスティック・サージェリー

よっ。 

 出会って1分しないうちに美容整形のカミングア

ウト。返す言葉が見つからず、笑っていいのかど

うかもわからず、凍りました。 

 少なくともこの日のマダムたちの間では、整形

手術は隠すことではなく、むしろ富の象徴、とい

うか常識のようです。さっそく「人生を預けてもい

い」くらい腕のいい美容整形医の情報交換。興

味津々の私に見せてくれた耳の後ろの傷はとて

も小さいのですが、手術後の顔はしばらく「顔面

を車に轢かれたくらい」腫れ上がるのだそうで

す。 

 3人の中ではちょっと太めの女性が通う高額な

ダイエット療法は「終身サポート付き（ということ

は一生継続？）」で、その日のランチは持参した

奇妙なジェルでした。それを「ちょっと試させて」

と試食した美人マダム、「ナチュラルな味ね❤」

と不思議な感想。 

 オバマ大統領と民主党政権が大嫌い、でもト

ランプも嫌いな彼女たちの話は突っ込みどころ

満載（突っ込みませんでしたが）で、ここには書

けないことも盛りだくさんの爆笑ランチでした。 

 驚いたのは、私と同じくらいだと思っていた美

人マダムの年齢が62歳だったことです。恐るべ

し、テキサスマダム。次に彼女たちとガールズ・

トーク（?）をするのが楽しみです。 

 と、思っていたらあっという間に長い夏休みに

突入。これまで、保育園や児童館にアウトソーシ

ングしてきたツケが回ってきたように、毎日一日

中、三男と過ごしています。 

 長い夏休みの旅行で一番楽しかったのは、ミ

シガン州への家族旅行でした。シンガポール駐

在時にできたアメリカ人のママ友を訪ねて、湖

畔の別荘で5日間過ごしました。 

 カナダの国境に接するミシガン州の夏はとて

も快適でした（ただし冬は半年間雪で覆われ

るそうです）。湖で泳ぎ、モーターボートで遊ん

だのは忘れられない思い出です。ちょうどポケ

モンGo!がリリースされた頃だったので、息子

は他の子ども達と森の中をポケモンハンティン

グに出かけ、とても楽しそうでした。 

 アメリカ人の家に何日も滞在しているとそれ

までは気づかなかったことに気づきます。 

 まずは子どもたちが進んで家事をすることで

す。食事は母親が作りますが、片付けは言わ

れなくても子どもたちが行います。そして、本

当に綺麗になるまで片付けます。友人から息

子のことを「とってもいい子だけど、頼まないと

家事を手伝わないわね」と言われてちょっと反

省しました。 

 また、家族間の日常会話が愛と思いやりに

満ちていたのが印象的でした。感謝や喜びの

気持ちを絶えず口にしているのです。特に87

歳のおばあさんに対して、娘たちはもちろんの

こと、お婿さんたちも、孫たちも、本当に優しく

していました。自分も家族に優しい言葉をたく

さんかけて、親孝行をしなければと思いまし

た。ちょっと日本の親が恋しくなりスカイプで話

をしました。 

 ヒューストン駐在もまだ始まったばかり。これ

からもどんどんアメリカ人の人たちの中に入り

込んで、色々と学んでいきたいと思っていま

す。 
ヒューストン市内、市街地を含め広範囲でお客様の不動産ニーズにお応え出来

るよう日々努めております。日本語や英語での応対は勿論の事、アラビア語、ヒ

ンディー語、ウルドゥー語でも応対できますので、いつでもお気軽にご相談下さ

い。また小社では免許取得済みのリアルターの方の募集も随時受け付けており

ますので、興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さい。 

リマックス プライム プロパティーズ （RE/MAX Prime Properties） 
11211 Katy Freeway Suite #400 Houston, TX 77079 
Office: 713-609-9909   E-mail: hiroko@samcp.com 
www.remax-prime.com  

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。 

 テキサスに来て24年、ヒューストンに住んで8年近くになりますが、全体的な市

の印象と言うと、昔に比べると本当に住みやすくなった事です。オイルマネーの

恩恵を受け、市の至る所で環境整備、土地開発、発展が進み、場所によっては

以前と比べると見違えるほどになっています。一般的にニューヨークやカリフォル

ニアなどに比べるとまだまだで、田舎的な印象があるようですが、この数年の日

本関連企業の海外進出に伴い、日系食料品店やレストランの進出が目に見えて

増えてきた事は日本人として大変嬉しく思います。日常的な大都市の不便な点

（交通渋滞、治安など）や、一部の保守的な慣習等を除けば、ヒューストンは広大

なテキサス州のように大きな心を持った方々、いろんな人種、国の方々が混ざり

合って住む、diversityに富んだフレンドリーな都市だと思います。  

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。 

 小社では現在経営、事務担当を行っておりますが、以前パティシエだった経験

も踏まえ、趣味で少人数制のお菓子の教室アトリエハナ（https://www.facebook. 

com/atelierhanahouston）も度々開いております。会社経営はやりがいのある仕事

である一方、正直どちらかと言えばコツコツと物を作ることが好きな性質なので

（笑）、お菓子教室では、生徒の皆さんと一緒に楽しく美味しいものを作って食べ

る事で自分自身もリフレッシュ、リラックスさせて頂いております。 

 またあまり上手ではないのですが、歌を歌う事が好きなので、月3回ヒューストン

日本人コーラスグループ、コーラス桜（http://japanesechorus.blogspot.com/p/

home.html）に行って練習するのも個人的な楽しみの一つです。いろいろなイベ

ントやパフォーマンスに向けて練習していますと何故か自然と向上心が沸いてき

て、まるで学生時代に戻ったかの気分になります（笑）。 好きな音楽や歌を通し

て出会えた素晴らしい先生方やグループの皆さんとの交流は自分にとって良い

経験、ストレス発散にもなりまして、毎回楽しい時間をご一緒させて頂ける事に

日々心から感謝しております。  

駐妻のヒューストン日記 

第143回  

新美 真理子 さん 

 ＜あそぼーかい＞ 

8月はお休み 

9月9日（金）  10時30分～ 

9月10日（土） 9時30分～ 

10月1日（土） 9時30分～ 

＜読み聞かせの会＞ 

8月はお休み 

9月17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 

10月8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 

＊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 

８/2４ 

 ヒューストン日本商工会主催による講演会が下記のとおり開催されます。皆様の

ご出席をお待ちしております。 

 テーマ： 「直面する様々な取引リスクと未然防止策」 

 日時： 平成28（2016）年8月24日（水）2：00 pm（常任委員会終了後）～3：30 pm 

 会場： United Way of Greater Houston CRC オーディトリアム 

      （50 Waugh Drive, Houston, TX 77007）     

 講師： 大橋 弘昌氏（大橋＆ホーン法律事務所 弁護士） 

 略歴： 慶應義塾大学法学部卒業、サザンメソジスト大学法科大学院卒業。西武

百貨店、山一證券勤務を経た後、渡米しニューヨーク州弁護士資格を取

得。米国の大手法律事務所へインズ・アンド・ブーン法律事務所を経て、

2002年に大橋＆ホーン法律事務所を設立。ニューヨーク、ダラス、東京

の3都市に事務所を構える。著書に「負けない交渉術」（ダイヤモンド社）

等。 

 お申込み及びお問合わせ： ヒューストン日本商工会事務局                   
                   Tel. (281) 493-1512  Email: assist@jbahouston.org 

講演会のご案内 

解説：色々な日系のお店がオープンするという噂が飛び交っている今日この

頃。Coming soon! とあってもなかなかオープンしないのがアメリカ流（笑）。そ

れでも、今日も偵察隊はしっかり任務を遂行中。 

 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（ガル川）を

募集しています。お一人様何句でもどうぞ！  

賞： 商工会会長賞、ガルフ編集委員長賞（各１句） 

締切： 9月30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。 

 

 
サンプル 

ガル川募集中！！  
今後の開催予定 

だよね～。 

オ ー プ ニ ン グ

セールに期待し

ておりまする。 

●替わりました～メモのお願い  
●常任委員交代  

・Chubu Electric Power Company U.S.A. Inc.      （旧） 白木圭二   ⇒  （新）藤井直行（美枝） 

・Dianal America, Inc. （旧） 飯田雄人   ⇒  （新）舟木剛 

・Iino Lines (U.S.A.) Inc. （旧） 安齋容一郎 ⇒  （新）神長洋行 

・ITOCHU International Inc. （旧） 荒瀬秀一   ⇒  （新）範海波 

・JFE Shoji Trade America Inc. （旧） 中村英樹   ⇒  （新）森泰弘 

・Toyota Tsusho America, Inc. （旧） 藤原隆     ⇒  （新）加藤健  

 

●会社名変更 

（旧） Chubu US Gas Trading LLC    ⇒  （新）JERA Energy America LLC 
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日  時： 平成28年7月20日（水）11：30～12:40  

場  所： 住友商事社 会議室（9階） 

出席者： 名誉会長、名誉会員1名、理事委員14名、事務局長 

欠席者： 理事委員5名（うち会長委任5名） 

司 会： 木村健洋 幹事 
 

１．商工会会長連絡 （本多之仁 会長） 

①商工会はすでに今年度の最終四半期に入り、会員の皆様へは次年度役員の立候

補者受付について明日ご案内をお送りし、8月度常任委員会において選挙を実施する

ことになっている。年度末に向け、引き続きご支援ご協力を賜りたい。 

②ジカ熱に関して過去1年半のデータを見ると、全米では1300件を超える症例数が記

録されており、当地に於いても増加している。現時点においては全て中南米など渡航

先での感染に留まっており、米国内での感染の事例はないと聞いている。ヒューストン

が特に危ない地域であるというわけではないが、5月から6月にかけてすでに5名の感

染者が確認されていることもあり、引き続き注意を要する。 

③世界各地で無差別殺人、クーデター、テロなど、連日のように事件が報道されてい

る。また、米国内でもオーランド、ダラス、バトンルージュなどで様々な事件が起こって

いるが、米国の事情は他の国々に比べて2つの点で違っていると考えられる。その一

つは、アフロアメリカンに対するレイシズムの問題で、現在トランプ氏による過激な発言

により人権問題に関する懸念の度合いが高まっている。もう一つは、銃のオープンキャ

リー法でも知られるように民間人による銃の所持である。大統領選挙が近づく折、民衆

による市民運動の多極化が進む複雑な米国の社会事情を再認識している。 

２．総領事館連絡 

＊天野哲郎 総領事 

①米国におけるジカ熱の感染者は着実に増えているが、幸い今のところ国内での二次

感染は一例を除いてないと聞いている。しかし、会員の皆様におかれては、感染国に

出張などで行かれる際には、くれぐれもご用心いただきたい。今後、本件につき新しい

情報を入手した際には、あらためて皆様に共有させていただく。 

②7月7日にダラスのダウンタウンで発生した銃撃事件について、在留邦人の皆様へは

注意喚起のメールを配信させていただいた。オーランドにおける銃乱射事件発生後に

銃の売れ行きが2倍に増えたといういかにもアメリカ的な現象に表わされているように、

米国社会では「事態が起これば自分の身は自分で守る」という考え方が強くなってい

る。その中で生活する我々外国人も、このような状況を踏まえた上で家族の安全をどの

ように守っていくかを考えていきたい。9月には、ヒューストンにおいて安全対策協議会

を開催予定であり、その後ダラスでも開催する予定なので、関係各位にはぜひご出席

賜りたい。 

③日本では参議院選挙が終わり、秋の臨時国会でTPPが議題の焦点としてあがってく

る見込みである。会員企業の皆様におかれては、もし当地の政府関係者と懇談する機

会がある際には、TPPは今後の日米双方の経済発展に繋がるという趣旨を伝えて頂け

れば幸いである。 

＊岩田慎也 領事 

来る7月22日（金）15:00～17:00に本年のJETプログラム参加者の歓送レセプションを総

領事公邸にて開催する。既に事務局を通してご案内はメールで配信している。同プロ

グラムは、今年30周年の節目を迎え、ヒューストンからは毎年約50名前後の参加者を

日本へ送り出している。JET参加者は、日本での滞在経験を持つ知日派として米国帰

国後に日系企業で勤務する方も多いので、ご関心があれば本レセプションに是非ご出

席頂きたい。 

３．幹事報告 （木村健洋 幹事） 

①機械・電子部会 部会長交代について 

 植村義之部会長（Goodman Global Group, Inc.）のご転勤により、同社後任者の井上

隆之氏が、今年度残余期間の新部会長として黒川企画調査委員長より任命された。 

②次年度役員等改選関連について  

＜役員＞ 

 8月の常任委員会にて次年度（2016年10月～2017年9月）役員の決議を取るにあた

り、以下のスケジュールで改選に臨む予定である。尚、役員は、会長、第一副会長、副

会長（3名）、幹事、会計幹事の計７名。立候補資格は、常任委員であることとなってい

る。 

7月21日（木） 立候補受付メールを事務局より現常任委員へ発信 

8月 3日（水） 立候補締め切り 

8月 9日（火） 立候補者名を記載した常任委員会開催連絡発信 

8月24日（水） 常任委員会にて投票、新役員決定 

＜常設委員長・特命理事＞ 

 特段会員へのアナウンスはなく、今年10月に始まる次年度に向けて、9月21日（水）

開催の理事委員会で「新」会長より任命していただく。 

＜部会長＞ 

 今年10月に始まる次年度に向けて、各部会での互選により行われ、形式的には9月

の理事委員会にて新企画調査委員長による任命となる。例年、人選が難航すること

から、締切と任命との間に約1ヶ月の猶予の期間を設けている。 

7月28日（木） 次期部会長推薦依頼を事務局より現部会長宛に発信 

8月19日（金） 推薦候補締め切り 

9月21日（水） 理事委員会にて「新」企画調査委員長より任命 

③2015-2016 年度商工会・日本人会共催ピクニックの剰余金処分について 【承認

事項】  

 ピクニックの中止に伴う約3,800ドルの剰余金の処分につき、①ハーマンパーク日

本庭園改修費用に全額を寄付、②商工会次年度予算に全額を繰り入れ、という二

案について検討した結果、日本庭園に寄付することを賛成多数により承認した。そ

れを裏付ける理由として、日本庭園の改修工事の追加寄付の必要性、その公共性

や有効性の高さが当会の設立趣旨に則している点などが挙げられた。尚、本決議

に関しては、8月度常任委員会にて追認を諮ることとする。 

④ヒューストン・ダラス ソフトボール大会予算増額について【承認事項】  

 補習校のソフトボールチームには現在約100名の子供たちが参加しており、対ダラ

ス戦は、ヒューストンとダラスを交互に開催地として毎年1回行われている。同活動

は、現在保護者を中心とした運営委員によって運営されており、商工会は金銭的補

助のみに限定して関与している。今年度予定されているダラス遠征に向け、ホテル

代や練習場の値上げに加え、オークションからの寄付がなかったことが最大の要因

となり収支を圧迫していることから、同運営委員会より支援金増額の要請があった。

別紙の修正予算審議資料と修正予算案に基づいて審議の結果、現在計上されて

いる6千ドルの予算を1千ドル増額し、7千ドルとすることを賛成多数により承認した。

尚、本決議に関しては、8月度常任委員会にて追認を諮ることとする。 

４．第3回宇宙セミナーについて  （久留靖史 対外交流特命理事） 

 本セミナーは、9月11日（日）9:30-14:30にスペースセンターヒューストンにおいて開

催される予定である。午前中のNASAジョンソン宇宙センター（ＪＳＣ）のトラムツアー

に始まり、昼食をはさんで、「宇宙飛行士のお仕事と安全のお話し」という演題で職

員による講演会を行う。今回の講演会では、大西宇宙飛行士のISSにおけるミッショ

ンや秋に打ち上げが予定されている「こうのとり6号機」について紹介するとともに、

ミッションの安全を守るために駆使されている様々な方法について説明する。対象

は大人と子供を含む会員約70名とし、ご案内は後日、事務局を通して配信する。

奮ってご参加いただきたい。 

５．委員会・部会関連事項 

①企画・調査委員会  (黒川淳二 企画調査委員長) 

＊8月の定期講演会開催案内   

 8月24日（水）の常任委員会後、14:00よりUnited Way of Greater Houston CRCに

於いて講演会を開催する。講師として準会員の大橋弘昌氏（大橋＆ホーン法律事

務所 弁護士）をお招きし、「直面する様々な取引リスクと未然防止策」という演題で、

秘密保持、反トラスト法、知的財産権訴訟、債券回収、会社の倒産などを取り上げる

ほか、コーポレートガバナンス〈取締役の責任、オフィサーの責任〉など経営者として

留意すべきポイントについてご解説いただく。ご案内は近日中に事務局より配信予

定であるので、ぜひご参加いただきたい。 

②スポーツ委員会  （峯山裕二 運輸・サービス・金融・貿易部会長） 

＊第555回テキサス会「ユナイテッド杯」開催案内    

 同ゴルフコンペは、運輸・サービス・金融・貿易部会が幹事役となり、9月18日（日）

8AMスタートでOakhurst Golf Clubにて開催を予定している。United Airlines様から

は、日本への往復航空券の協賛にご快諾を頂いている。詳細に関しては7月25日

の幹事会にて打ち合わせを実施し、8月上旬頃、事務局を通して会員各位へご案

内を配信する。賞品の寄付にご協力をお願い申し上げるとともに、ぜひ同ゴルフコ

ンペにご参加いただきたい。 

③教育委員会  （増田 徹 教育委員長） 

＊補習校の前年度決算並びに今年度の予算について 

 2015年度決算は、総収入につき生徒数増加に伴う授業料収入増加、並びに日本

政府による校舎借料金補助金の増額があったのに対し、総支出につき教員数増員

に伴う人件費の増加や昨年7月から実施された校舎賃借料の大幅な値上げがあっ

た為、収支が約7万ドルの黒字となり前年度より黒字幅が縮小した。一方、2016年度

予算は、校舎賃借料値上げが通年で効いてくることに加え、教員数増員による人件

費の増加、警備員増員による警備費の増加等を織り込んだ結果、8千ドル程度の赤

字収支となる見込み。このような状況下、安定した補習校運営を維持する為には、

入学金や授業料の値上げも今後視野に入れていく必要がある。 

６．事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

＊会員消息         

 本日現在の会員数は、名誉会員 9名、正個人会員 708名 （正団体会員数109

社）、 準会員 38名で、総会員数は755 名である。詳細は別頁を参照。  
         

 縁あって住むこの異国の町ヒューストン。全米第４の都市で、発展著しくエキサイティングな魅力あふれる今日に

至るまでに、どんなことがあったのでしょうか。歴史を知ると、一味違うヒューストンが楽しめるかも。  

サム･ヒューストン、これぞ“アメリカな人生” 前編 ～バージニアからテネシーへ～  

 ここに住んでいると、「サム･ヒューストン・トー

ルウェイ」はしょっちゅう耳にするし、「サム･

ヒューストン大学」を始め高校、中学、小学校、

果ては公園やお店にまでその名前がついてま

す。銅像もあちこちに建っているし、ヒューストン

人にと っては、とても身近な人であるサム・

ヒューストンですが、生まれはバージニア州西

部のシュナンドー・バレーです。 

 最初にアメリカに来たのは、サムの曾祖父、

ジョン・ヒューストン。アイルランド生まれで、

1735年に北アメリカのペンシルベニア州に入植

しました。その後、スコットランド=アイルランド

系移民の多いバージニア州に移住。ジョンの

跡を継いだのが長男のロバートで、その末っ

子の五男坊がサミュエルでした。 

 この五男坊のサミュエルは、モーガンライフル

旅団に入隊し、アメリカ独立戦争中に少佐に任

命されました。しかし、喜んでばかりもいられま

せん。それというのも、当時は民兵の士官は自

分で全ての費用を賄わなくてはならなかったた

め、ピーピーしていたからです。 その上、お父

さんのロバートから農園*1を譲り受けたにもか

かわらず経営に失敗し、サミュエルは多額の借

金を背負ってしまったのです。 

 一方でサミュエルは、エリザベス・パクストン嬢と

結婚し、6男3女をもうけました。我らがサムは、第5

子の五男坊で1793年3月2日に誕生。子沢山の上

に借金の山…というわけで、首の回らなくなったサ

ミュエル父さんは、テネシー州の親戚を頼ってブ

ラウント郡メアリービルに引っ越すことにしました。

ところが、メアリービルにたどり着いた一家が引っ

越しを完了する前の1807年、サミュエル父さん死

亡。未亡人となったエリザベス母さんは、気丈にも

子ども達と新居での生活を始めました。バージニ

アの辺境で基本的な教育しか受けていなかった

サム、14歳の時の出来事でした。 

 テネシーに引っ越してから、サムは、ジョン兄と

ジェームス兄の経営する雑貨屋で店員をしていま

した。しかし2年後の1809年、やる気ゼロの店員

だったサムは、店を飛び出して放浪の旅に出ま

す。南西に向かったサムを待ち受けていたのは、

チェロキーインディアンでした。 

 サムは、ハイワシー川のハイワシー島に住むア

フルデギ*2という酋長に率いられたチェロキー族

に加わり、その生活ぶりがすっかり気に入って一

緒に暮らすうちに、チェロキー語ペラペラになりま

した。アフルデギは、サムの養父となって「コロンネー（ワタリ

ガラス）」というインディアンネームを与えました。 

 インディアンの集落で暮らしながらも数ヶ月おきにメアリー

ビルの家族を訪れていたサムは、19歳になった1812年、ブ

ラウント郡初の学校の校長先生に任命されたのです。これ

は、テネシーが合衆国の16番目の州となって以来、初めて

建てられた記念すべき学校です。とはいっても、教室はたっ

たの一つ…。 

 ところがサムときたら、「ワタリガラス」の名にふさわしく、

1813年にファイアットビルというノックスビルの近郊にあった

軍隊の訓練キャンプに入営してしまいました。そして第39歩

兵連隊所属で米英戦争*3に従軍したのです。すぐに歩兵

から軍曹へ昇進したサムは、1814年3月のホースシュー・ベ

ンドの戦いの最中、アメリカインディアンのクリーク族の矢で

脚の付け根を負傷するも、すぐに戦列に戻るという勇猛ぶ

り。そして、アンドリュー・ジャクソン*4による、クリーク族の伝

統派抵抗戦戦士集団「レッド・スティック」攻撃のための志願

兵募集に応募して戦いました。ところが、サムはこの戦いで

肩と腕を負傷。傷病兵としてメアリービルに戻りましたが、や

がてニューオーリンズの病院で無償の手術と看護を受けた

のでした。 

 これがきっかけで、サムはジャクソンとお近づきになりま

す。ジャクソンは1817年に、テネシー東部（今はアーカン

 ヒューストンに来る前、ヒューストンといえば歌手の故ホィットニー･ヒューストンしか連想できないくらい個人的には馴染みのない所でし

た。日本でも一般的には、テキサスというとダラスの方が知名度は高いのでは? 

 しかし、暮らしてみればヒューストンはなかなか住み心地の良い所だ、という感想を持つ方が多いのもまた事実。そこで今回は、ヒュー

ストンに住む人なら、是非知っていただきたいこの人、サミュエル・「サム」・ヒューストンについてご紹介します。 

ソー州）からチェロキー族を一掃するための副指揮官として、サ

ムを指名したのでした。ところがサムは、陸軍長官のジョン・カル

フーンと意見が合いません。カルフーンは、会議にチェロキーの

衣装を着てきたサムを非難しました。そして、サムが管理してい

たインディアンへの供給物に対しても口出ししたため、サムは腹

を立てて1818年に辞職したのでした。 

 ああ、もう！サムったら、気が短すぎるよ！というわけで、続きは

次回。                           （佐藤 暁子） 

*1 現在、バージニア州レキシントンに程近いTimber Ridge 

Plantationには、サム・ヒューストンの生まれた丸太小屋の木を

使って建てられた丸太小屋が残っている。 

*2 アフルデギは、アメリカ人からは「ジョン・ジョリー」として知ら

れていた。 

*3 1812年6月から1814年12月までの期間、イギリス及びその植

民地であるカナダ及びイギリスと同盟を結んだインディアン諸

部族と、アメリカ合衆国との間でおこなわれた北米植民地戦争

であり、インディアン戦争。「1812年戦争」「アメリカ＝イギリス戦

争」「第二次独立戦争」とも呼ばれる。米英がカナダ、アメリカ東

海岸、アメリカ南部、大西洋、エリー湖、オンタリオ湖の領土を

奪い合い、また両陣営がインディアンに代理戦争をさせた。英

語では専らWar of 1812（1812年戦争）と表現される。 

*4 後の第7代アメリカ大統領。 

 

 第555回テキサス会「United杯」を下記日程で開催致しますので、

皆様奮ってご参加下さい。 

 参加資格は商工会、日本人会会員に限らず、日本人コミュニ

ティー関係者の方はどなたでもご参加いただけますので、ご家族、

友人、知人、出張者等ゴルフをなさる方の幅広いご参加をお待ちし

ております。 ご寄付、賞品のご提供も宜しくお願い申し上げます。 

開催日時：2016年9月18日（日）午前8時00分スタート＜小雨決行＞ 

開催場所：Oakhurst Golf Club 

      （20700 Mills Branch Drive Porter, TX 77365） 

お問い合わせ先：峯山 yumineyama@deloitte.com  

                             大森 tomori@us.mufg.jp 

9/18 第555回日本商工会・日本人会共催テキサス会

「United杯」開催のお知らせ 

ヒューストン日米協会 GALA開催のお知らせ 
 

日時： 10月29日（土）  

場所： オムニホテル 4 Riverway Houston, TX 77056 

お申し込み・お問い合わせ： pybrown@jas-hou.org または713-963-0121へご連絡ください。 

 ヒューストン日米協会は今年のGALA “絆 - Kizuna, The Solidarity That Binds Us”を開催いたします。

当協会は活動48年目を迎えました。ヒューストンでは日本企業の進出が依然として続いています。このよ

うな状況でこの度のGALAは、日米間の絆を再確認し、相互理解の一層の進展を願う機会となります。み

なさまのご来場をお待ちしております。収益金は、ヒューストン日米協会の活動及びテキサス州と日本と

の友好、交流、そして協力のために使われます。 

 ヒューストン日米協会www.jas-hou.orgは、日米の友好関係の促進のために設立された非

営利団体です。経済、教育、文化など多岐にわたるプログラムを通して、協会会員、また広く

ヒューストン市民にむけて日米の文化交流の懸け橋となるべ く、活動しています。当協会へ

の会員登録も併せてご検討ください。（法人会員のほか、家族会員$100.00/個人会員$50.00/

ヤングプロフェッショナル会員$35.00/学生会員$25.00） 

10/29 
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④ 
⑤ 
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Gulf    Stream 12 

■Houston Restaurant Week:Aug.1-31 Houston Restaurant Week 
was established in 2003.The event showcases and promotes 
Houston's incredible array of fine restaurants to the fine dining 

crowd while raising money for the Houston Food Bank. 参加して

いるレストランの検索はこちらまで 
http://www.houstonrestaurantweeks.com/ 
 

■North Texas Fair and Rodeo (Denton, TX): Aug. 19-27: 

Events include a championship rodeo, livestock and horse shows, 

concerts, carnival rides and games, a fiddling contest, petting zoos 

and barbecue cook-offs. Cost: $10 for adults; $3 for ages 6-12.   

Read more:  

http://www.ntfair.com/ 

 

■Houston Hot Source Festival (Stafford Centre Stafford, TX 

77477) 9/17-18  The Houston Hot Sauce Festival excites the senses 

with hundreds of award winning products, from hot sauces, salsas, 

jams, jellies, rubs, marinades, wing sauces, pickled products, to 

soup mixes, and more. Admission is $10, Children 12 and under 

free, FREE Parking. 

http://houstonhotsauce.com/festival-info/ 

 

■Fiestas Patrias (@ Trader’s village): Sept. 10.  One of the larg-

est and most colorful community-sponsored parades in the South-

west celebrates Mexico’s independence from Spain. Colorfully clad 

dancers from area ballet folklorico troupes spin down the streets 

performing to festive Mexican music. The celebration culminates 

with the crowning of Miss Fiestas Patrias. 

http://tradersvillage.com/grand-prairie/events/fiestas-patrias-1/ 
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打上げ日時 

2016年7月6日 午後 8時36分（米国中部夏時間） 

 

ISSとのドッキング日時 

2016年7月8日 午後 11時6分（米国中部夏時間） 

 
編 集 後 記  

8月になり補習校の新学期も始まり、また、現地校の新学期準備が始まる方もいらっしゃる

なか、まだまだ暑い季節、体調崩さないようお体ご自愛いただければと思います。 

さて、今号のガルフストリームは、無事に国際宇宙ステーションでの活動が始まった「大西

宇宙飛行士の7月6日の打ち上げ成功」の記事を1面に、「商工会議事録」、「会員消息」、「会

社紹介」とつづきます。また、日本では高校野球決勝、リオではオリンピック真っ最中の頃。こ

ちら、ヒューストンでは、ソフトボールの「ダラス戦」に向けて、これから本番と熱く練習に燃える

小中高生の各チームをご紹介、補習校や先生に興味ある人には必見の「先生体験記」、ま

た、今回の「課外活動」ではヒューストンで手に入るワインについてです。そのほか、7月に子

供博物館で開催された「七夕」や「合唱サークルさくら」の紹介、「秋におすすめの旅行情

報」、「テキサスメディカル」、「駐妻日記」、「ピーカンキッズ」、「ヒューストンヒストリー」はサム・

ヒューストンのお話前編、「ガルフ川柳、講演会、JASH GALA、テキサス会」と開催イベントな

どの告知記事、「Houston Walker」になります。 

7月20日に本多会長のご厚意により、補習校教育委員会・ガルフ編集委員会の慰労会を

開いていただきました。天

野総領事をはじめ、役員

の方々もご出席くださり、

ご厚情を賜りました。本多

会長にはこの場をお借りし

て心より感謝を申し上げま

す。また、夏の体験などを

ガル川にぶつけてみませ

ん か？本 文 で 勝 負 す る

か、ペンネーム、解説と合

わせ技で勝負するか？引

き続き募集中です。今後と

も、「ガルフストリーム」を宜

しくお願い申し上げます。 

 皆様の温かいご声援のもと、大西宇宙飛行士が搭乗したソユーズ宇宙船(47S/MS)は、米国中部夏時間の7月6日に打上げ・7月8日に国際宇宙ス

テーション（ISS）へのドッキングに成功し、第48次長期滞在ミッションがスタートしました。今後、マウスを使った老化実験や高品質タンパク質結晶生

成、新材料開発のための実験など数多くの日本独自の実験を行います。皆様も、ぜひ大西飛行士の応援をよろしくお願い申し上げます。 

                                                                  （JAXAヒューストン駐在員事務所 一同） 

大西飛行士のGoogle+では、宇宙からの投稿はもちろん過去に行われてきた訓練等の詳しい情

報が載せられています。楽しみながら宇宙飛行士の仕事を学べる投稿が数多くありますので、ぜ

ひフォローして下さい！ 
https://plus.google.com/101922061219949719231/posts 
または「大西 ぐぐたす」で検索！ 

なおホームページに掲載しております画像の、 

営利を目的とした転載は固くお断り致します。 

＜7/12投稿より抜粋＞ 

沢山の方々に打ち上げを応援して頂き、感謝の気持ちで

一杯です。 

⑧軌道上からぐぐたす初更新 (C)JAXA/NASA 

⑦ISS入室後に地上と交信する大西飛行士ら 
(C)JAXA/NASA 

⑤ISSへドッキング後、入室する大西飛行士 
(C)JAXA/NASA 

④打上げ直後のソユーズ宇宙船（47S/MS）内

の様子 (C)JAXA/NASA 

③ソユーズ宇宙船(47S/MS)の打上げ 
 (C)JAXA/NASA 

②ソユーズ宇宙船(47S/MS)に搭乗する 

大西飛行士ら (C)JAXA/NASA 

①記者会見で手を取り合う第48次/第49次長期滞在宇宙飛行

士．左からケイト・ルビンズ飛行士(米国)，アナトーリ・イヴァニシ

ン飛行士(ロシア)，大西 卓哉 飛行士(日本) (C)JAXA/NASA 

⑥ISSから撮影したソユーズと 

地球 (C)JAXA/NASA 

ヒューストン日本商工会の月刊会報誌「ガルフストリーム」は、ヒューストン日本商工会

のホームページからもご覧になれます。HOMEにあるメニューの [Gulf Stream](http://

www.jbahouston.org/gulfstream.htm) をクリックしていただくと、2007年1月号からのバック

ナンバーや過去の記事の分野別リストの掲載ページが開き、バックナンバーを読みたい

時や知りたい事が過去記事にあるかを探す時にも便利になっています。 

記事分野別リストは、会社紹介、いいことやっとん、地域イベント情報、教育情報、ハリ

ケーン情報、趣味・連載（ヒューストンで暮らす、メディカル、メディカルセンター最前線、

動物、音楽、ワイン、スポーツ、写真、旅行、映画、文化、宇宙関係、文化、その他）に分

かれていますので、気になる記事がありましたら、記事の記載年月を確認して、バックナ

ンバーからダウンロードしてください(各号がPDFになっています)。 

新しくヒューストンにお越しになった会員の皆様、前はどうだったのかが知りたい時な

ど、ちょっと覗いてみてください。お役に立てば、幸いです。 （編集部） 

2014-2015年度 

Vol.40 No.1〜12 

商工会HPのHOMEページの「GulfStream」から 

「Gulf Stream」のページへ 

「ガルフストリーム」作りに参加してみませんか？ 

ガルフストリーム編集委員を募集中！ 

ガルフストリームは、ヒューストン日本商工会活動やヒューストン生

活や会員交流にかかる情報などを中心に載せた毎月15日会員向

けに発行している商工会広報誌です。編集委員会は、毎月1回開

催(毎月第3もしくは第4金曜日)、場所は現在アップタウンで1回1〜

2時間程度、その都度都合のつく10名程度の編集委員が参加して、

記事内容を話し合って決めています。 

誌面作り、ヒューストン生活や編集・レイアウトに興味のある方、自

分のアイデアをより誌面に反映させたい方、新しく何か始めたい方

など、商工会事務局まで、ぜひお気軽にお問い合わせください

(sansuikai@jbahouston.org)。経験・未経験は問いません。 

「ガルフストリーム」  

バックナンバーのご紹介 

http://maps.google.com/maps?hl=en&q=stafford+centre&ie=UTF8&hq=&hnear=Stafford+Centre,+Stafford,+Fort+Bend,+Texas&t=m&view=map
http://maps.google.com/maps?hl=en&q=stafford+centre&ie=UTF8&hq=&hnear=Stafford+Centre,+Stafford,+Fort+Bend,+Texas&t=m&view=map
http://maps.google.com/maps?hl=en&q=stafford+centre&ie=UTF8&hq=&hnear=Stafford+Centre,+Stafford,+Fort+Bend,+Texas&t=m&view=map
http://tradersvillage.com/grand-prairie/events/fiestas-patrias-1/
https://plus.google.com/101922061219949719231/posts
https://plus.google.com/101922061219949719231/posts
https://plus.google.com/101922061219949719231/posts
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