
 Gulf Stream 

１...50周年記念イベント 

２...商工会理事委員会議事録 

３...テキサス会/会社紹介 

目 

次 

４...六者交流会 

５...ピーカンキッズ/七五三写真撮影会 

６・７...50周年記念イベント 

８...補習校会社見学 

９...補習校会社見学/駐妻日記 

１０...テキサス・メディカル最前線 

Japan Business Association of Houston 

１１...各種告知/Japan Update/ 

        Houston Walker 

１２...知っとん/編集後記/編集委員募集 

12651 Briar Forest Drive, Suite 105 Houston, TX 77077   TEL: (281) 493-1512  

Volume 43  No. 3 

December  2017 

www.jbahouston.org 

 第一部のレセプションは、ヒューストン大学内のHilton Hotelにて開催さ

れました。地元の政財界や関係諸団体等の来賓の皆様並びにJBAH会員

各社幹部、160名余りの方々が来場され、会場が熱気に包まれる中、16時

半に開場、17時より開会いたしました。髙杉禎会長による開会のご挨拶の

後、来賓スピーチとしてヒューストン市のSylvester Turner市長、 天野哲郎

総領事より祝辞を頂戴しました。 

 会長挨拶では、地域への感謝の言葉が述べられ、JBAHがハリケーン

Harveyの災害復興の為に10万ドル

を寄付した事、また50周年を迎える

中で、これに加えて更に10万ドル

の資金を今後の都市災害の軽減を

含めた都市計画等を研究している

ヒューストン大学の建築学部 Com-

munity Design Resource Center に

寄付した事についても披瀝がありま

した。 

 これに対しTurner市長から謝意が

述べられ、天野総領事からは日本

とヒューストンとの相互理解及び友

好親善の促進に寄与しているとし

て、JBAHに対して「公館長表彰」

が授与されました。またAl Green連

邦下院議員の祝辞を秘書のAlice 

Chenさんが代読され、商工会につ

いて感謝の意を述べられました。 

 レセプションの最後には、日本商

工会50年の歴史や活動内容等に

つき、スライドを使った紹介もなさ

れ、出席者の皆様の理解が深まる

と共に、次の50年に向けて更なる

JBAHの発展並びに地域に対する

貢献への期待が膨らみました。 

 そして、本多第一副会長による三

本締めで、レセプションは18時にお

開きになりました。 

 

 続いてコンサートはヴァイオリニスト五嶋龍さんをお迎えし、Houston Civ-

ic Symphony の協力を得て同じくヒューストン大学内のモアーズオペラハ

ウスにて豪華に開催されました。 

 コンサート会場ロビーでは、開演前に皆様に日本をより身近に感じて頂

くようにと、お琴の演奏をバックに和服姿のショーイングジャパンのメン

バーも皆様をお迎えしました。 

 会場の800人近い客席はほぼ満員の状態で19時に開演となり、まずは米

国国歌、続いて日本の国歌がオーケストラにより厳かに演奏され、

JBAH50周年の記念コンサートである事がより印象づけられました。続いて

髙杉会長のご挨拶の後、コンサートの幕が開けました。 

 オープニングの “Joyride”に引き続き、第一部では、谷口夏櫻さんのピア

ヒューストン日本商工会（JBAH）は今年度創立50周年の節目を迎え、レセプション並びにコンサートで構成される

記念行事が、去る11月11日（土）、秋晴れの中、盛大に開催されました。 

「公館長表彰」授与  

    左：髙杉会長 右：天野総領事  

ノ演奏が加わり、皆様おなじみのジブリ映画「となりのトトロ」「魔女の宅急

便」を始めとする、久石譲氏の名曲の数々が演奏されました。続いてチェリ

ス ト の ア ン ソ ニ ー ・ キ タ イ さ ん が 、 映 画 「 お く り び と 」 の テー マ 曲 、

“Departures”を演奏され、低く響き渡るチェロの美しいソロが印象的でした。 

 そして、真紅のドレスに身を包まれたオペラ歌手の木下美穂子さんの登場

で一気に会場は華やぎ、テレビドラマ「坂の上の雲」の主題歌である“Stand 

Alone”が演奏され、素晴らしい歌声に会場は酔いしれました。   

 最後に“Water Traveller”で第一部が締めくくられ、そして15分の休憩を挟

み、第二部はいよいよ五嶋龍さんの登場です。         

 29歳のヴァイオリニスト

の彼は、7歳でデビュー

した後、これまで世界中

の著名なオーケストラと

共演し、ソリストとして名

を馳せてきました。 

 一方でハーバード大学

を物理学専攻で卒業し、

空手も黒帯の腕前と多

才であるだけでなく、涼

し げ な 顔 立 ち と 、 タ キ

シードでは隠しきれない

筋肉質でかつ長身のお

姿は舞台でも一際輝い

て見えました。 

 白いハンカチを格好よ

く閃かせて顎とバイオリン

の間に差し込むとすぐさ

ま曲が始まりましたが、

チャイコフスキーのバイオリン協奏曲ニ長調作品35という名曲を体全体で演

奏する五嶋さんに会場中が魅了され、オーケストラと一体になっての演奏は

「素晴らしい」の一言でした。 

 演奏が終わり鳴り止まない拍手喝采の中、再びステージに現れた五嶋さ

んはソロでアンコールに応えてくださいました。演奏が終わると客席からは

ブラボーの叫び声が聞こえ、お客様全員が立ち上がり、感動に包まれたす

ばらしい幕切れとなりました。 

 演奏会終了後は五嶋さんによるサイン会が開催され、オペラハウスのロ

ビーに現れた五嶋さんを取り囲むように多くの方々がサインを求め、詰めか

けました。五嶋さんは気さくに皆さんと写真を一緒に撮って下さり、こうして

JBAH50周年記念イベントは皆の良い思い出となる形で終了しました。 

  なお、コンサートチケットの売上約$13,000はヒューストン大学音楽学部へ

寄付させて頂きました事をこの場をお借りしてご報告させて頂きます。 

 最後になりましたが、今回のレセプション並びにコンサート開催にあたり、

多大なるご理解、ご協力を頂きました関係者の皆様、ボランティアの皆様に

心より感謝申し上げます。また、地域への感謝の思いが通じ、JBAHのこれ

まで50年の活動への理解が深まると共に、今後も地域と共に歩んでいきた

いという意思表明の場として少しでも今回のイベントが貢献出来たとしたら

幸いです。                 （50周年記念行事実行委員会一同） 

左：Sylvester Turner,  ヒューストン市長  

中央：髙杉会長  

右: Alice Chen さん(Al Green議員の秘書) 

五嶋龍さん  



Gulf    Stream 2 

平成29（2017-2018）年度 11月度 商工会理事委員会 議事録 

会員限定 



 

Gulf    Stream 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

 弊社は、2016年10月に株式会社クレハ(以下、クレハ)と日揮株式会社

(以下、日揮)とのジョイントベンチャーとして、シェールオイル・ガス採掘

時に使用するツールを提供する販売会社としてヒューストンに設立されま

した。クレハが米国ウエストバージニア州において世界で唯一の商業生

産を実施しているポリグリコール酸樹脂(PGA)を主原料とした、シェール

ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

  KUREHA ENERGY SOLUTIONS LLC  

    小川 隆之 さん 
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オイル・ガス採掘用のツールをメインの製品として、北中南米の顧客に

フォーカスした販売活動を行っています。PGAおよびPGA製ツールの開発

から製品製造までを一気通貫で担うクレハの強みと、シェールオイル・ガス

採掘業界での経験・技術的知見およびネットワークをもつ日揮の強みに加

え、さらに業界に精通しているローカルメンバーとともに力を合わせて事業

を進めています。  
 

２．ヒューストン／テキサス州の印象についてお聞かせください。 

 ヒューストンへの赴任は、今年2月上旬のスーパーボウル開催直後で、

ヒューストンでもまだまだ知らないところがたくさんあります。そんなヒュースト

ン素人ですが、赴任前の印象としては、暑い、広い、肉、カウボーイという

言葉が頭の中にありました。実際に生活をしてみて、真夏の日差しは非常

に強く、広いけれどたくさんの緑もあり、日本ではなかなか食べられない厚

さのお肉がスーパーで手軽に買える等と、赴任前に持っていた印象よりも

住みやすさを感じています。日本食も必要なものはそろう環境というのも影

響しているのかもしれません。しいて言えば、もう少し車の運転が穏やかな

のかなと思っていましたが、実際に自分で運転してみると最初のうちは、何

車線もある道路を右から、左から車線変更して合流してくる車の流れとス

ピードの速さにしばらくは圧倒されました。 

 
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。 

 今シーズンは何度かアストロズの試合を見に行きました。日本の野球場と

は一味違ったエンターテイメント感にあふれた球場の雰囲気を家族で満喫

しました。次は、学生の頃自分でもプレーをしていて、かつテレビでもよく見

ていたバスケットボールを見に行きたいと思います。日本にいた間は、ほと

んどゴルフの経験がなかったのですが、ヒューストンに赴任してから、年中

回れる気候とリーズナブルなプレーフィーに誘発されてか、たびたびラウン

ドするようになりました。まだまだ、打つたびにどっちに飛ぶかわからない手

探りが続きますが、毎回楽しく回れています。日本に帰国する頃には、100

を下回るスコアを取るくらい上達していることが目標です。 

Kureha Energy Solutionsに勤務する日本人の皆さん（筆者は一番右） 

 去る11月19日(日)に商工会設立

50周年記念 第559回テキサス会

「商工会会長杯」ゴルフトーナメン

トがケイティのThe Golf Club at 

Cinco Ranchで開催されました。 

 当日は摂氏6度と肌寒い朝でし

たが、天気は快晴、陽が高くなる

につれて気温も上がり、まさに「ゴ

ルフ日和」の一日となりました。 

 今回も、前回同様、ダブルぺリア

方式でトーナメントを開催、ヒューストン商工会、日本人会の方を中心に、総勢

総合・男性優勝 大下さん 女性優勝 山地さん ベスグロ 生駒さん 

第559回 テキサス会 

グリーンにて 

32名の方が参加なさいました。 

結果はTeikoku USA Incの大下さんがグロス83、ネット66.6で見事、総

合優勝、男性優勝され、髙杉会長より、商工会会長杯トロフィーと副賞が

授与されました。女性の優勝者はJapan Machine Tools Corpの山地さん、

グロス84、ネット74.8の成績でした。また、今回のベスグロは、ネット82で

回った、MDアンダーソンがんセンターの生駒さんでした。 

今回も会員企業、日本人会、レストランの皆さまから沢山のご寄付を頂

き、大会を盛況に行う事ができました。また準備期間が短い中での開催

でしたが、関係各位のご協力の下、無事にトーナメントを開催することが

できました。ここに皆様に厚く御礼を申し上げます。 

 次回、第560回テキサス会は来年(2018年)の5月の開催予定です。多く

の皆さまのご参加をお待ち申し上げております。 
 

（文責 大会幹事：機械・電子部会 Chiyoda International Corp） 

The Golf Club at Cinco Ranch 
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テキサス州テキサス州  

六者交流会六者交流会   
毎年恒例のテキサス州6者交流会が、去る11月3日・4日の両日、州内六都市

（Austin, El Paso, Houston, Dallas, San Antonio 及び McAllen）の日本人会・商工

会の方が一堂に会し、マッカーレン地区に於いて第22回テキサス六者交流会が開

催され総勢129名の方にご参加いただきました。 

マッカーレンと聞いてピン！と来ない方も多いのでは無いかと思われますが、テ

キサス州最南端に位置し隣国メキシコとのボーダーシティとして発展してきた地区で

す。同メキシコ側のタマウリパス州レイノサ市を中心にマキラドーラ（保税加工制度）

を強みに多くの企業が進出し相互発展を続けている地域です。又、週末にはメキシ

コよりアメリカ側へ買い物や家族に会う為に沢山の人達がマッカーレン地区を訪れ

る地区でもあり隣国メキシコとは切っても切れない地域関係となっております。 

今回マッカーレン地区におけるテキサス州六者交流会の開催に当たり、我々実

行委員を悩ませたのはご参加頂く皆様をどの様に“おもてなし”するかと言う事でし

た。我々マッカーレンはダラス・ヒューストンなどの大都市とは大きく異なり 又、サン

アントニオ・オースティン・エルパソのような観光地でもありません。かと言ってマッ

カーレン地区JCCMに所属するメキシコ側の工場視察も各都市代表者様への国境

を跨いだ安全管理等も困難であり、一番近場のリゾート地であるSouth Padre Island 

迄ご案内するともなれば車で1時間半掛かる上にお連れする手段も難しい。近隣に

あるアメリカとメキシコを二分するRio Grande川のクルーズともなればクルーズ船に

参加者全員は納まらない等、大きな骨子が中々決められずに頭を悩ませておりまし

た。その様な中「六者地区の交流」という目的を果たす事、我々の身の丈に合った

「温かみのある交流会」にする事を改めて皆で確認し外部視察項目を取止める事に

決めました。当日はマッカーレン地区の特徴であるアメリカとメキシコ経済やメキシコ

と中南米の経済動向、また近年注目の集まっているトランプ大統領による今後のメ

キシコとの通商政策の見通し等に関する講演を行うべく、JETROよりご紹介頂いた

TWI Global Business社コンサルタントの水野氏を招きメキシコ色を前面に出した交

流会を図りました。 

今回の六者交流会を推進するにあたり、コーディネイト部会・ホテル部会・ゴルフ

部会の三部会を組織化し各部会リーダーを中心に各領域の準備を進めてきまし

た。開催当日への時間が迫ってくる中、PJリーダーを中心に各実行メンバーによる

積極的な意見出しや見直しを昼夜問わず行い、全員が一致団結して進められた事

により日本のグローバル企業の底力を感じさせられました。 

六者交流会当日、午後4時受付開始となり、McAllen Convention Center横にあり

ますEmbassy Suites by Hiltonにテキサス中から来客者が続々とご到着され、いよい

よ総勢129名もの盛大な交流会の開始です。ご来場の皆様の中には顔見知りも多

く、古き時代の話や現状の都市状況・ビジネスや休日の過ごし方等、話しに花を咲

かせ六者交流会の名に相応しいスタートとなりました。 

午後5時過ぎ津坂マッカーレン商工会会長の開催挨

拶から始まり、天野哲郎総領事よりテキサスの今後の

展望とご挨拶を頂きました。更に今回のメインイベント

である水野氏による講演会が始まり、NAFTA再交渉

によるメキシコへの影響と変化する南米でのビジネス

環境について熱く語って頂きました。中でも中南米諸

国に関するトランプ大統領の選挙公約・発言と就任後

の発言・行動の比較や今後のNAFTAに関する留意

事項、また今後の各国のNAFTAに関しての思惑など

非常に興味深い話しを聞く事が出来ました。 

 講演後、津坂会長の音頭と共に懇親会が始まりメキ

シコ料理とイタリアンのビュッフェスタイルの夕食となり

ました。各テーブル内では更に歓談が進み交流が図

られた様子でした。夕食後、恒例の各都市紹介が行

われ、各都市の特徴を活かした都市紹介が行われま

した。共通課題としては補習校の運営の

難しさを改めて知りました。又、マッカー

レン地区からは隣国メキシコ・レイノサシ

ティの近隣と今後も期待出来る若い労働

力や特徴の保税制度に関して、ダラスか

らは急成長を続ける“まだまだ熱いダラ

ス”、ヒューストンからは面白おかしく“あ

なたの知らないヒューストンの世界？”を

ご紹介頂きました。またエルパソ、オース

ティン、サンアントニオからは観光名所

や美味しいお店を多数紹介頂き、各都

市プレゼン者の分かり易い楽しい都市

紹介により懇親会も盛大な盛り上がりを

見せました。交流会初日の最後のイベン

トとなったお楽しみ抽選会では各地区の

皆様方のご協力により多くの豪華な賞品

をご用意する事が出来た事に加え、楽し

い司会の前説もあり和やかな雰囲気の

中で更に盛り上がる事が出来、皆様にも

大変お楽しみ頂けました。多数の賞品を

ご提供頂きました事、各地区の皆様方の

ご協力に改めて感謝申し上げます。 

翌日のゴルフ大会は、これぞマッカーレンという晴天の元での開催となり、滞り

なく進められました。優勝はヒューストンからお越しいただいた牧山さん(Yamato 

Transport  USA)  、2位は同じくヒューストンからお越し いただいた平澤さん

(Marubeni America Corporation) 、3位はオースティンからお越しいただいた白井

さん(Tokyo Electron America)となりました。残念ながら地元マッカーレンから入賞

者は出ませんでしたが、皆さんマッカーレンの太陽と長閑な自然を大いに楽しん

で頂くことが出来ました。 

今回の交流会は驚く様な特別な催しは企画出来ませんでしたが、自分達の身の

丈にあった「温かみのある交流会」として六者が交流する素晴らしい機会を提供

出来たと感じており、少しでもマッカーレン地区の魅力を感じて下されば幸いです。 

 また今回の交流会をきっかけに普段あま

りお付き合いのない同地区の方々との交

流も図られ、今後の地域内交流も深まっ

た事をうれしく感じております。 

 来年はオースティンでの開催となります

が、また皆様にお会い出来る事楽しみに

しております。 

（文責：マッカーレン日本商工会） 

 

右：McAllen会長津坂さん  

左：Austin代表の白井さん 

本多第一副会長 プレゼン  

髙杉会長ほか、六都市の代表者 

McAllen 津坂会長挨拶 

天野総領事挨拶 
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ピーカンキッズ今後の開催予定 

 

＜あそぼーかい＞ 

1月13日（土） 9時30分～ 

   

＜読み聞かせの会＞ 

1月12 日（金）  

10時30分～ 三歳未満のお子様向け 
 

2月10 日（土）  

9時30分～ 三歳以上のお子様向け 

10時00分～ 三歳未満のお子様向け 

  

＊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 

●うた ” どんぐりころころ”  

 可愛い「どんぐり」と「どじょ

う」が出てきて、みんなで元

気に歌いました。 

 

 

●からだ遊び “おいもの体操”  

 二人一組になり、体をいっぱいに動かして体操しました。

途中、ゴロゴロとおいものように転がったり、軽くぶつかり

合ったりとあちこち動き回って、みんな体がポカポカになりま

した。 

●１１月のお誕生会  

 今月は、4人のちびっ子のお誕生

日をお祝いしました。おめでとうござ

います! 

 

 

●工作 「ぬりえ」 “秋”  

ちびっ子たちは、秋にまつわ

るいろいろな種類のぬりえをし

ました。(18日は後に「七五三

撮影会」が控えていたため、ぬ

りえ用紙を持ち帰っていただき

ました。) 

11月の「あそぼーかい」は16日（木）と18日（土）に開催

されました。両日共に暖かくとても良いお天気で沢山のち

びっ子が集まりました。テーマは収穫の秋にちなみ「秋の

美味しい食べ物」、そして「七五三」などをサブテーマにち

びっ子たちと楽しみました。 

 

●はじまりのあいさつ  

 トラお君、トラ子ちゃんが

千歳飴を持って登場。七五

三のお祝いをするのでとて

もうれしそうです。ちびっ子

達と七五三のお祝いにつ

いてお話ししました。次に、

秋に収穫される様々な種類の「おいも」の絵が沢山出てき

ました。みんな「おいも」のお名前を全部言えたかな!? 

 

●お楽しみ「エプロンシアター」 “たのしい おべんとう” 

 エプロンの中に、あれれ?素敵な空っぽのお弁当箱が現

れました。お話に合わせて空っぽのお弁当箱がどんどん

いっぱいになっていきます。最後は美味しそうなお弁当の

おかずでいっぱいになり

ました。そして、今度はお

弁当がエプロンを飛び出

してきて、ちびっ子たちが

サンドイッチやエビフライ

などを自由にお弁当箱に

つめこみました。みんな

で一緒に、2つの素敵な

お弁当を作ったね。 

あそぼーかい 

 

 初めてのちびっ子もお待ちしていま

す。「あそぼーかい」は月に2回、平日1

回と土曜日1回開催しています。 

三水会センターのキッズルームへどうぞ

お気軽にお越しください。 

 ハリケーンハービーから2ヵ月。アストロズの優勝により

ヒューストンが元気を取り戻し、優勝パレードで大いに盛り

上がった翌日の11月4日と18日の両日、三水会センターにて

七五三写真撮影会を開催しました。総勢71名、30家族にご参

加いただきました。 

 今年は昨年度の撮影会で頂戴した参加費で新たに七歳児の

帯3つと着付け小物を購入し、前日には全ての衣装、小物の

準備を整えて当日を迎えました。また、ヒューストンには神

社はないのでお参りは出来ませんが、より一層七五三気分を

味わっていただこうと、日本より千歳飴を取り寄せ、参加し

てくださったお子様方に差し上げ

ました。お父様、お母様方の中に

は、たぶんご自分の七五三の時に

も手にしたであろう千歳飴を見て

「懐かしい」と仰る方もいらっ

しゃいました。 

 着慣れない着物に不安げなお子

様に「頑張ったらこの千歳飴あげるね。」と声を

掛けると、必死に涙を堪えていました。そんなお

子様もお仕度が済み、鏡に映ったいつもと違う自

分を見るとうれし恥ずかしいように小さく微笑

み、メンバーの「たくさん写真を撮ってきて

ね。」の声に促され、着付けルームを出ていきま

す。写真ルームでは、それぞれのご家族に思い思

いのお写真を撮っていただきました。着付けルー

ムに戻ってくる頃には、不安げだったお子様の顔

にも笑顔が。着物を脱いでいつもの洋服に着替

え、千歳飴を差し上げると、「ありがとう。」

と、ひと仕事を終えたように（笑）すっかりお兄

ちゃん、お姉ちゃんの表情に変わっていました。 

 今年もお祝いの

場にて少しでもお手伝いできましたこ

とをShowing Japanのメンバー一同、大

変うれしく思っております。今回、残

念ながら七五三のお祝いを逃してし

まったお子様も、年明けの1月13日、三

水会センターにて晴れ着撮影会を開催

いたしますので、是非ご参加くださ

い。今回の参加費も今後の活動費とし

て大切に使わせて頂こうと思っており

ます。ご参加いただきました皆さま、

ありがとうございました。 

 

（岩﨑優美子） 

ショーイングジャパン  

七五三写真撮影会開催  
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髙杉会長挨拶  

Sylvester Turner, 

ヒューストン市長挨拶 

左：Robert Eckels, Former County Judge  

右：天野総領事    

左：天野総領事夫妻   

右：Robert L. Hopkins, Deputy Regional Director 

コンサートで挨拶する 髙杉会長 

Brian Runnels 指揮者 

木下美穂子さん  五嶋龍さん Anthony Kitaiさん  

この度はヒューストン日本商工会50周年コンサートで

Houston Civic Symphonyの一員としてピアノを弾く機会を

いただきまことに有難うございました。中学時代に弟妹と

共に商工会の運営するヒューストン日本語補習校に通

い、大学時代と現在は教員として補習校に関わっている

私にとって補習校と三水会図書館は異国で生活する上

で昔も今も自分の原点に戻れる心の拠り所です。ヒュース

トンは私の第二の故郷ですので、この二つの「Home」であ

る「ヒューストン」と「商工会」を繋ぐ記念コンサートに微力

ながらも架け橋の役目を担えたことは、振り返ると使命

だったのではないかと感じます。ソロを弾いた「海の見える

街」の映画「魔女の宅急便」は、主人公のキキが自分の

選んだ新しい街で落ち込んだりしながらも周りの人に助け

られて自立していく物語で、異国で暮らす自分に重なるこ

とが多いことも偶然ではない気がします。宮崎駿監督の映

画と久石譲氏の音楽で育った私は、この曲は中でも最も

好きな曲で、このような正式な場でオーケストラと一緒にし

かもソロで弾けて感無量でした。弾きながら涙が出まし

た。 
  

  記念コンサートに続く二日間は、五嶋龍氏と三回共演す

る機会に恵まれました。この三つの演奏会は飛び入りで

最後に決まったもので、映像で流れるHurricane Harvey

による被害の無惨な光景に心を痛めた五嶋龍氏とお母様

の節氏のヒューストンのために何か出来ないかとの優しい

願いにより、坂下みわ氏、Shu-Hao Pao氏等の尽力で

Museum of Fine Arts Houston、George Bush High 

School、 Crockett Elementary Schoolにて無償のチャリ

ティコンサートをする運びとなりました。 

 

プログラムはElgar「愛の挨拶」に始まり、Mozart22歳時

の2楽章構成作品 “Sonata for Piano and Violin 

K301” （若い時の曲でありながら洗練され成熟した作品と

捉えられている）、 前夜のアンコールでも弾かれた物哀し

くも希望を感じるDovrak “Songs My Mother Taught Me”、 

遊 び 心 旺 盛 、 軽 快 で エ ネ ル ギ ッ シ ュ なSarasate 

“Zapateado”（龍氏は茶目っ気たっぷりで演奏しました）、

ウィンナ・ワルツの軽快なリズム満載、自分の演奏会では

感謝の気持ちを込めて必ずお届けするという龍氏のテー

マ曲Kreisler ”美しきロスマリン”、そしてアンコールには技

術的難易度の非常に高いPaganiniの無伴奏超絶技巧。

MozartとSarasateは五嶋みどり氏が1990年のCarnegie Hall 

Debutで最初と最後に弾いた曲でもあり、バイオリンとピア

ノの掛け合いを楽しめる曲です。三コンサートすべて聴衆

とのコミュニケーション能力がとても高い龍氏の演奏で、

大人も子どももクラシックに夢中になる魔法にかかったよう

な空間でした。 

左：Turner, ヒューストン市長 中央：天野総領事 右：髙杉会長 

龍氏と共に行動している間は交わした言葉数は少な

かったのですが、とても楽しそうに高校生の質疑応答に

応える姿、小学校で廊下に飾られた子どもたちの絵を

じっくり鑑賞しては写真に撮り演奏の場で子どもたちに

「謙虚にさせられた」と語ったりする姿、節氏とのやりとり

を見て「この方は心が綺麗で優しい方なのだな」と穏やか

で気取らない龍氏に親しみを感じました。昼食をご一緒

したときにそれまで口数少なかった彼が饒舌に熱く語るこ

とがありました。その時の豊かな表現力を以って語ってく

れた、彼のスケールの大きい世界観や社会や音楽への

考え方は忘れられません。上流下流関係なく偏見なしに

公正に世界をありのままに真っ直ぐ受け止めている姿、

大変に博識でありアメリカの北部南部の労働者の捉え方

の違いやテキサスの誰にも頼らなくても良い独立心が好

きだという話、Pop Artistsを研究して現代に於いてクラ

シック音楽はどのように人を繋げることができるのか考え

ていること、気取らずにありのままの音楽を純粋に聞いて

くれる聴衆を持つ喜び。龍氏の飾らない率直で深い考察

力を持った純粋な人間性にいたく感動し、刺激されまし

た。龍氏はハンサムな一流のバイオリニストであるだけで

なく、スケールの大きい素敵な人物でした。 

最後に、駆け出しの演奏家の私にこのような機会を与

えてくださった皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。

置かれたところで精一杯、自分の与えられた能力や環境

を活かし世の光になるような働きをしていきたいと強く感

じました。本当に有難うございました。 

 （文責：ピアニスト 谷口夏櫻） 
 

  

左：William H. Weiland, JASH会長夫妻 中央：髙杉会長  

 本多第一副会長  

 左：髙杉会長  

 右：Charles Foster, Asia Society Texas理事  

   左：武智日本人会会長  

   右：Gary Nakamura, JACL前会長  

Houston Civic Symphony  

Gallery Concert  at MFAH  

 Performance at Crockett Elementary School  

Performance at George Bush High School  
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 11月11日(土)にヒューストン日本語補習校の小学3年生54名が社会科見学で、

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) を訪れました。天

候にも恵まれ、子供達が乗ったスクールバス2台を引率スタッフと共にお迎えしま

した。到着された子供達は、やはりダイキンの建物の大きさに驚いていました。

Waller市にあるダイキンは、2017年の5月に開所式をしたばかりで、工場、開発試

験室、事務所、物流倉庫が一緒になった施設となっております。土地面積は200

万㎡、建屋延床面積は37.3万㎡になり、建屋延床のみで東京ドーム約8個分の

広さです。 

 最初にオーディトリアムで会社概要、エアコンについての説明を行いました。エ

アコンを説明する上で大事な温度と湿度の関係など、子供達に分かり易いように

ダイキンのマスコット・キャラクターのぴちょんくんの「空気とハーモニー」というビデ

オを見てもらいました。説明後に約20名ずつの3グループに分かれて工場、商品

ショールーム、安全道場を順番に見学してもらいました。 

 安全道場とは、工場で働く前に安全に対する意識を高め、 事故や災害を起こ

さない・起こらないように学ぶ場所です。ダイキンでは工場で働く従業員全員が生

産ラインに入る前に丸1日の安全教育を受けています。今回は、工場で働く人達

を守るための保護具、特に手袋とヘルメットについて、実験を交えて説明しまし

た。 

 手袋は、実際に工場で使っている特殊加工の手袋が刃から手を守ってくれる実

験をしました。鋭い刃が往復する訓練専用の機械に、柔らかい棒をそのまま入れ

た場合と、手袋をかぶせた場合の違いを見てもらいました。そのまま入れたときに

は、棒は刃で切れてしまいますが、特殊な素材で出来た手袋をかぶせた場合は

切れません。棒が自分の手だったらどうだろう？と、問いかけると、自分の手を見

ヒューストン日本語補習校  

会社見学2017 
 

～ダイキン工業株式会社グループ～ 

ながら痛そうな顔をする子供達が印象的でした。 

 ヘルメットについては、頭を事故から守るために、かぶった時とかぶらな

い時ではどう違うかを実際に見てもらいました。植木鉢にヘルメットをかぶ

せた場合とそのままの状態とで、上から重い鉄の玉を落とす実験をしまし

た。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いるとき、ヘルメットをした状態で転ぶのとしないで

転ぶのと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、身体を守るための手袋やヘルメットの大切さを理解して

もらい、安全教育の大切さを体験してもらえたと思います。 

 工場内では、生産ラインを近くで見てもらえるように特別にカートに乗っ

てもらい、エアコンを造る流れに沿って説明しました。当工場では、素材の

加工から製品の組み立て、完成品の発送までを一貫して行っており、そ

の流れを一通り見てもらいました。途中、無人搬送車が部品を製造ライン

まで自動で運ぶところや、様々な部品を組み合わせて製品を作り、検査

する工程を案内しました。子供達は無人運搬車を見て、人が運転してい

ないのにどうして動くの？と驚いておりました。 

 また、当工場では、最先端のモノづくり技術で、年間約150万台、ピーク

生産時には1日約6千台のエアコンが造られること、生産量に合わせて生

産設備も「レゴブロック」のように自在に変更可能なモジュールラインを使

用していること、などを併せて説明しました。普段見ることの少ないエアコ

ンが部品から徐々に出来上がっていく様子に、皆さん興味津々の様子で

した。 

全体集合写真（ダイキン・テキサス・テクノロジー・パーク正面玄関前） ダイキンショールーム入口  

ダイキンショールーム 

ダイキンショールーム 
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駐妻のヒューストン日記 

第１５９回 栗原あやこ さん 

小学生の娘2人とヒューストン空港に降り立った

のは今年6月2日の事。子供達は初の海外生活に

興味津々。晴れてヒューストン生活の幕開けとなっ

たわけだが、新天地での生活はハプニングのオン

パレードと共に始まった。 

まず洗礼を受けたのは2日後。HEBに初の買

物に出掛け、驚くべき巨大な店内を物色中、突然

の激しいゲリラ豪雨。店内も停電し外は冠水状

態！帰宅途中、水没車を何台も目にし、夫のマイ

カーもあわや水没寸前、水圧でナンバープレート

も歪み、いきなりの展開に大いに驚いた。 

翌週、おっかなびっくり運転し始めて2日目の

事、やはり買物からの帰宅時、あ！と思った瞬

間、ガシャーン！と目の前で車の衝突事故が…。

衝突された車がマイカーの鼻先ギリギリのところで

止まり、アメリカでの慣れない運転の緊張に加え、

初めて間近で目にした事故への動揺とで、私はも

う涙目。震える手でハンドルを握りながらやっとの

思いで帰宅した。 

その翌日、下の娘がベッドで蟻に顔を刺される

事件発生。蟻の色が赤っぽかったことから、まさか

噂に聞く悪名高きファイアアントでは？！と我が家

ではちょっとした騒ぎに。この件は結局事な

きを得たが、そもそも私は毎日家の中に侵入

してくる得体のしれない虫達（ゴキブリ含

む…）に閉口していた。新婚時代の5年間、

夫の駐在で南米ブラジルのリオデジャネイロ

に住んだ時ですら、部屋に置いてある甘いも

のに蟻がたかることはあっても、他の虫達は

もちろんゴキブリ1匹目にしたことはなかった

ので、ここでの室内の虫問題はかなりの衝撃

だった。 

アメリカでの運転に慣れ始めた頃、今度は

20歳の車の免許取得以来初めての失態。自

宅ガレージのシャッターが途中で止まってい

ることに気付かず、そのままバックしシャッ

ターを凹ませたのだ。ショックで放心していた

ところ、追い打ちをかけるように自宅付近一

体が停電に！結局5時間程復旧せず、夕飯

は近所のお友達に連れ出してもらって外食。

もうまさに日々をサバイブしている感覚だっ

た。 

そして、先輩の奥様に「もうこれ以上ショッ

クな事はないと思うわよ」と慰めてもらってい

た矢先の8月27日、その日は多くのヒュースト

ン市民にとってそうであるように、私達家族に

とっても忘れられない日となった。HARVEY

襲来により、我が家はなすすべもなく浸水。

数枚の衣類を詰めたバッグを抱えて、今まで

ニュースの画面でしか見たことが無かった

ボートのレスキュー隊に救助され、私達家族は避

難民となった。 

この被災は精神的にも肉体的にも非常につら

い出来事だった。しかしだからこそ今後の人生観

や考え方に影響を与える出来事だったと思う。一

度もネガティブな発言をしなかった子供達に支え

られて再出発した今、これからが私達家族の

ヒューストン生活の本当の幕開けと言えるだろう。

何と言ってもまだ滞在期間半年、楽しむのはこれ

からだ。 

この場をお借り致しまして、被災中、様々な局

面で助けて下さった皆様、ご尽力頂き本当に有難

うございました。心からの感謝と共に、受けたご親

切はこの先ずっと忘れる事はないと思います。 

 最後に物流倉庫を見学してもらいました。ここから１日約4千4百台のエアコ

ンが全米に出荷されています。倉庫は、幅が約1ｋｍと大きな建物であり、壁

も無いため、端から端まで一度に見渡すことが出来ます。この距離を見渡せ

る通路でカートを止め、見渡してもらい、実際の大きさを感じてもらいました。 

 ショールームでは実際の商品を見てもらい、エアコンを身近に感じてもらえ

るようにしました。実は、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同じエアコンでも見た目が違うことなどについて説明しま

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らと思いました。

ショールームには3画面サウンドシアターがあります。そこでダイキンのエアコ

ンがどれだけ静かであるかを実際に体験してもらいました。また「エアコンは

どうやって部屋をすずしくするの？」の仕組みについても学んでもらいまし

た。 

 お楽しみとして、大人気のぴちょんくんとの集合写真を撮りました。ぴちょ

んくんとはダイキンのマスコットキャラクターで擬人化された水玉で、湿気をイ

メージしています。 

 見学を終えた後に、オーディトリアムに戻り質疑応答を行いました。 

 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。時にかなり

高度な質問があったり、施設の大きさについは、「高さはどれくらいです

か？」と子供らしい質問もありました。テキサスにおりますと、横の広さのみ目

が行ってしまいますが、高さも重要なんだと改めて気付かされた次第です。 

 質疑応答でもぴちょんくんは大人気で、「誕生日はいつですか？」「何歳で

すか？」というぴちょんくんへの質問が多々ありました。ぴちょんくんの誕生

日は地球がうまれた日という事になっています。 

 

 この工場見学をと通してエアコンをより身近に感じていただけたと共に、小

さい部品から組み立てエアコンとなること、実はみんなの身の回りの現象を

活用した技術によって造られていることに興味を持っていただけたと思いま

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。  

（文責：ダイキン補習校見学会事務局） 

ダイキンショールーム 

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

についてお話して頂きます。 

 前回の井手野昇先生から一般外科がご専門の奥村隆志先生にバトンが移りました。 

医師（MD Anderson Cancer Center 研究員）奥村隆志  

第158回 

            自然気胸について    
病院を受診しました。気胸も緊張性気胸という肺の虚脱が高度で心臓を

圧迫するような場合には、急いで治療を開始する必要があります。また、

胸痛を来す疾患には狭心症、心筋梗塞、急性大動脈解離、肺塞栓症と

いった致死的な疾患もあり、これらとの鑑別を要することもありますので、

突然強い胸痛を自覚した場合は我慢せずに早めに病院を受診すること

が重要です。 
 

＜検査＞ 

 病院を受診すると胸部レントゲン検査や胸部CT検査が行われ、気胸か

どうかの診断がつきます。他の疾患との鑑別のために心電図や血液検査

が行われることもあります。 
 

＜治療＞ 

 肺の虚脱の程度が軽度であれば、安静で経過観察になります。肺の虚

脱が中等度から高度の場合は、入院の上で胸腔ドレナージを行います。

これは胸腔内にチューブを挿入して、溜まった空気を抜き、縮んだ肺を広

げる治療になります。肺が広がり、空気漏れが止まればチューブを抜いて

退院になります。空気漏れがおさまらない場合や、胸部CTで明らかな肺

嚢胞がみられる場合は手術が選択されることがあります。手術に関してで

すが、現在はほとんどの病院で胸腔鏡手術が行われています。胸腔鏡手

術は、2cm程度の小さな傷を3か所開けて、カメラを挿入し、術者はモニ

ター画面を見ながら行う手術です。傷が小さいので患者さんの負担は少

なくて済みます。空気漏れの原因となる肺嚢胞の切除や縫縮が行われま

す。私も胸腔鏡手術を受けましたが、現在では傷もほとんどわからないく

らいになっています。気胸は再発が多く、安静や胸腔ドレナージのみで

治療を行った場合には半分以上の方が再発するといった報告もみられま

す。手術による嚢胞の切除で再発率は低下しますが、残念ですがそれで

も再発する患者さんがいます。 

 

 以上、簡単にですが自然気胸の診断と治療について書かせていただき

ました。自然気胸に予防法は特にありませんが、やせ型の方は胸痛や咳

を自覚された場合は自然気胸を発症している可能性がありますので、病

院を受診しましょう。私もアメリカ滞在中に、気胸が再発しないことを祈りつ

つ毎日の研究生活を頑張りたいと思います。寒くなってきましたので、皆

様も体調管理にお気をつけてお過ごしください。  

   皆さんこんにちは。2017年7月に福岡市からやってきました九州大学臨床腫

瘍外科所属の奥村隆志と申します。出身は鹿児島県で、生まれも育ちも九州

です。現在、MD Anderson Cancer Centerの病理部で膵臓癌の基礎研究を

行っております。時間が経つのは本当に早く、こちらに来てあっという間に4か

月が過ぎました。赴任した7月の頃は暑さが非常に厳しい時期でしたが、最近

はとても涼しくなってきました。ヒューストンは日本と比べて湿度が低く過ごしや

すいように感じます。先日無事に、テキサス州の自動車免許も取得でき、こち

らでの生活も少しずつ軌道に乗ってきました。アメリカでの生活を楽しみつつ、

多くのことを学んで帰りたいと思います。 

 私は日本では一般外科医として消化器、呼吸器、乳腺内分泌といった幅広

い領域の外科診療に従事してきました。消化器の悪性腫瘍や良性疾患につ

いては、これまで他の先生方が多くの記事を書かれていますので、今回は呼

吸器疾患になりますが、自分も発症したことのある自然気胸について経験談も

踏まえて簡単に書かせていただきます。私は大学生の時に自然気胸を発症

し、手術も経験しましたが、おかげさまでその後は再発なく元気に生活してい

ます。 
 

＜自然気胸とは＞ 

 肺は呼吸を行う臓器で、二酸化炭素と酸素の交換を行っています。通常、肺

は胸腔と呼ばれるスペースに完全に広がった状態でおさまっています。しか

し、肺に何らかの原因で穴が開いてしまうと、肺から漏れた空気が胸腔の中に

溜まり、肺は圧迫されてしまいます。この状態が気胸と呼ばれています。気胸

は大まかに若年者に多い自然気胸と、高齢者に多い続発性気胸に分けられ

ます。自然気胸は若年、男性、やせ型の人に多く発症し、肺の表面にできた

嚢胞の破綻が原因とされています。続発性気胸は肺がんや肺気腫といった基

礎疾患をもった方に発症します。 

 

＜症状＞ 

 気胸を発症した際の症状として胸痛、呼吸困難、咳等が一般的にいわれて

います。私の場合は咳が止まらなくなり、心臓のあたりに強い違和感がありまし

た。数時間自宅で様子をみましたが、全くおさまる気配がなかったため近くの

 次回は脳神経外科がご専門の大谷先生です。 

 大谷先生とは、同じアパートに住んでいます。ヒューストンに赴任した

のも同時期でした。大谷先生はとても優しく、礼儀正しい、好感の持て

る先生です。こちらでは脳腫瘍の研究をされていると伺っています。  
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■Dec10～23 Houston Ballet-The Nutcracker  

@Smart Financial Center(18111 Lexington Blvd.Sugar Land,TX77479)  

Dec30～Jan6  @ Hobby Center (800 Bagby St.Houtson TX77002) 

ヒューストンバレエ団によるクリスマス恒例のバレエ公演「くるみ割り人形」。

チャイコフスキーの3大バレエ曲の一つで、クリスマスイブにくるみ割り人形を

もらった少女が、真夜中に人形たちと冒険を繰り広げるのを夢で体験すると

いうストーリー。欧米では親が子どもを連れて観に行くのが伝統で、ホリデー

シーズンに必ず観たい名作バレエ。チケット：$35～ 

www.houstonballet.org/seasontickets/pdps/2017-2018/the-nutcracker-2017/?
id=11002 
 

■～Jan1 Sugar Land Holiday Lights 2017 @Constellation Field 1 

(Stadium Dr.Sugar Land,TX77498) 
100種以上の光のディスプレイと約2億5千万球の点灯により、ボールパーク

をキラキラ飾るマジカルイルミネーション。12月23日までの毎夜はサンタク

ロースも登場する。多彩なフードトラックやキッズアクティビティ、またパーク

の場外には遊園地も設営され、クリスマスにちなんだファン満載！入場料：

$14 3歳以下無料  
www.sugarlandholidaylights.com/about 
 

■～Jan14 Zoo Lights  @Houston Zoo 

(6200 Hermann Park Drive)  

今年で5周年を迎える、TXUエナジー主催のヒューストン動物園クリスマスラ

イトアップ。園内に一歩入ると約2億球の光が輝く世界へ。様々な動物型の

イルミネーション、また環境に優しいLEDライトの煌びやかなイルミネーショ

ンが15マイル続き、オークツリーを幻想的に点灯。クリスマスキャロルの響きの

中、温かいホットチョコレートを片手にその雰囲気に浸るだけで幸せな気分に

なれるはず。入場料：メンバー$11.95〜$16.95 非メンバー$16.95〜$19.95 1歳

以下無料 

https://zoolights.houstonzoo.org/ 
 
■Jan19  7:00 PM Houston Civic Symphony  
@St. Martin’s Episcopal Church (717 Sage Rd, Houston, TX 77056) 

商工会50周年記念コンサートであの素晴らしい演奏を披露してくれた市民

オーケストラによる無料コンサート。曲目：ステンドグラスが美しい本物の聖堂の

中で奏でられるレスピーギ作曲「教会のステンドグラス（Vetrate di chiesa）」、

Gabrieli作曲「Canzone por Sonare #2」、Taylor作曲「Idyll」、Mendelssohn作曲

「Symphony No.5 in D Mjor, op. 107, "Reformation"」 
http://civicsymphony.org/ 
 

■～Jan21 The ICE  @Discovery Green 

(1500 McKinney St.Houston TX77010) 

Green Mountain Energyの後援により、キンダー湖の再生水を利用して作った

氷を設営した米南西部最大級の屋外アイススケートリンク。期間限定なので、

ぜひ家族連れで訪れてみては？入場料：$14（税＆スケート靴レンタル料込） 

www.discoverygreen.com/ice 
 

■Jan26 SHAKIRA   ＠Toyota Center 

(1510 Polk St.Houston, TX77002) 

英国圏＆ラテン圏で圧倒的な人気を誇る、コロンビア出身の歌姫シャキーラの

ワールドツアーヒューストン公演。今年リリースされた新アルバム「El Dorado」

他、各ヒット曲を披露する。チケット：$116〜 

www.houston-theater.com/theaJan26ters/toyota-center/shakira.php 

■ Japan Update Conference 

     開催のお知らせ 

主催 ： ヒューストン日米協会（JASH） 
 

日時 ： 2018年1月26日(金)  11:30 AM - 1: 30 PM 

場所 ： Petroleum Club of Houston 

            1201 Louisiana St., 35th Floor, Houston, TX 77002 
 

講演予定 ： カルロス・アギラール氏  

                 テキサスセントラルパートナーCEO  他 
 

参加費 ： $55.00  一般  $45.00 JASH 会員 

お申し込み ： JASH HPより www.jas-hou.org 

お問い合わせ ： Email: pybrown@jas-hou.org    

                            Tel: 713-963-0121 

1/26 
（金） 

三水会センター休館及び図書返却日一部変更のお知らせ 

 
 クリスマスホリデーのため三水会センター（図書館、商工会及び補習校事務

局）が下記日程で休館になります。なお、休館に伴い図書返却日も一部変更

されます。貸出日から2週間先の返却日が休館期間に該当する場合は3週間

又は4週間の貸出となります。（例1（3週間） 貸出日：2017年12月14日 返却

日：2018年1月4日 ／例2（4週間） 貸出日：2017年12月13日 返却日：2018

年1月10日） 

休館期間：2017年12月26日（火）～2018年1月3日（水）  

 笹 川 平 和 財 団 と 全 米 日 米 協 会

（NAJAS）の 支 援 を 受 け、第3回Japan 

Update Conferenceを開催いたします。今

回は、日本の製造業復活とそれに関連し

てテキサス州に生まれた新たなビジネス

の機会について、日米の専門家と業界

のリーダーの方々に講演いただきます。

多くの皆様のご参加をお待ちしておりま

す。 

■ ビジネスセミナー 
  （主催：ヒューストン日本商工会） 

1/18 

 （木） 

 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。 
 

AI/IoTの発展に伴い、シリコンバレーには世界の企業の熱い視線が集まっています。

電気自動車や自動走行車に必要な技術はもちろんですが、大企業が注目するのはUber

やAirBnBに代表されるデジタル技術を駆使した多くの新しいビジネスモデルの台頭で

す。このような新ビジネスモデルの台頭は、アマゾンやウォルマートのような大企業の成長

や復活にも影響を与えています。本講演では、いくつかの事例を用いてシリコンバレーの

動向を紹介し、これらの新ビジネスモデルを如何に日本企業の成長戦略に活用するかを

提言します。皆様のご出席をお待ちしております。 

 

 日 時： 平成30（2018）年1月18日（木）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）     

  演 題： 大企業の変革とシリコンバレーのエコシステム 

                 ＜最新ビジネスモデルを自らの成長戦略に生かす＞ 

  講 師： 柳原恒彦氏 

                 （三菱商事株式会社執行役員、北米三菱商事会社取締役副社長 

        （在シリコンバレー））  

  お申込み及びお問合わせ： 商工会事務局 Tel: (281) 493-1512   
                                                                Email: sansuikai@jbahouston.org  

http://civicsymphony.org/
http://www.jas-hou.org
mailto:pybrown@jas-hou.org
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ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編  集  後  記 

  

12月号、今年最後のガルフストリームです。ヒューストンでも肌寒い日

が多くなってきました。また、暗くなるのも早くなり、モールや各家の光の

飾りつけが輝く季節です。 

さて、今号のガルフストリームは、11月11日（土）に実施された「商工会

50周年記念イベント」を1、6、7面の3ページに、「商工会議事録」、「テキ

サス会結果報告」「会社紹介」、今年はマッカレンで実施された「六者交

流会」、続いて「ピーカンキッズ」「七五三撮影会」、補習校の「会社見学」

「駐妻日記」「テキサスメディカル」、「講演会、JAPAN UPDATE、三水会

センターの年末年始休館」の告知3件、「Houston Walker」、そして

「ヒューストン知っとん」になります。なお、「会員消息」は別冊になってい

ます。 

11月の商工会50周年記念イベントは、関係各位ならびにボランティア

のご活躍で大成功に終わりました。また、レセプション、コンサートなど、

心に残るものでした。詳細は記事をご覧いただければと思います。最後

に一つ、ご報告です。Hermann Parkの日本庭園が11月13日にヒュースト

ン市長賞(2017 MAYOR’S OUTSTANDING PROUD PARTNERS 

AWARDSのPROUD PARTNER AWARD)を受賞されたとのことです。

継続中の改修工事が日米両コミュニティの協力によって進められている

ことを高く評価されたのがその理由とお聞きしています。関係者の皆様

の日ごろの努力が認められた結果だと思います。良かったですね。 

今号も、「ガルフストリーム」を宜しくお願い申し上げます。皆様、良い

お年を。                                （佐藤大地） 
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No.116 

 ガルフストリーム編集委員会では新しいメンバー

を募集しています。記事の編集やレイアウトに興味

のある方、新しく何かを始めたい方など、ぜひお気

軽に事務局までお問合せください。経験は必要あ

りません。誌面作りを通して様々な人や情報と出会

うことができる楽しいボランティアです。編集会議は

毎月１回、1-2時間程度、自由にアイディアを出し

合えるアットホームな雰囲気です。見学も大歓迎！ 

 

問い合わせ先：sansuikai@jbahouston.org 

ガルフストリーム編集委員募集中！！ 


