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総領事館 新年会 2023年 

1月12日（木）、在ヒューストン日本国総領事館は、総領事公邸にお

いて新年会を主催しました。参加者は、ヒューストン・ダラス・オース

ティン・サンアントニオ・マッカーレン・エルパソの各地から、日本人会

又は日本商工会の代表者、日本語補習校校長、生け花、バレエ、ピ

アノなどのヒューストンの芸術家、JETRO、JOGMEC、JAXAのヒュー

ストン事務所長など、約50名でした。 

  冒頭、挨拶に立った村林弘文総領事は、3年ぶりの今回の新年会

へ、テキサス各地から多くの方にご参加いただいたことに感謝の意を

表明しました。また、昨年は、「ポストコロナ元年」として、いろいろなイ

ベントが開催されたことに社会活動の再開を実感できたので、2023年

が日本人コミュニティにとっても更なる飛躍の年となることを願っている

と述べました。最後に、日本から派遣されている総領事館のスタッフを

紹介し、総領事館が日本人コミュニティの皆様のお役に立てるよう一

層努力したいと締めくくりました。 

続いて、新年における日本人コミュニティの更なる発展を祈念して、

鏡開きを行いまし

た。村林総領事の

ほか、ヒューストン

日本商工会の早坂

晃会長 、 グ レ ー

ターヒューストン日

本人会の武智真二

会長、ダラス日本

人会の白石哲也

様、オースティン日

本コミュニティの滝

野正春会長、サン

アントニオ日本企

業会の附柴祐一会長、マッカーレン日本商工会の齊藤秀幸会長、エルパ

ソ日本人会の松本和也様の合計8名は、法被と木槌を受け取った後、2つ

の樽を囲んで4人ずつ並びました。そして、村林総領事の「せーの」の掛け

声と、会場全体からの「よいしょ」の声を受け、木槌を振り下ろしました。2つ

の酒樽の蓋は景気のよい音を立てて開き、日本コミュニティの結束と力強

い躍進を暗示するようでした。  

最後に、JAXAヒューストン駐在員事務所所長の星出彰彦宇宙飛行士

から、乾杯の挨拶をいただきました。星出所長は、ヒューストンには、NASA

のジョンソン宇宙センターがあり、若田宇宙飛行士が現在滞在している国

際宇宙ステーションの運用と、宇宙飛行士の訓練の中核を担っているほ

か、南のボカチカにはスペースＸ、西のエルパソの近くにはブルーオリジン

の民間宇宙開発の拠点があるなど、テキサス州と宇宙との深い縁について

紹介されました。そして、テキサスと日本人コミュニティとの友好を更に深め

ることを祈念して、全員で乾杯を行いました。 

出席者は、公邸料理人が用意したお正月料理を楽しみながら、めった

に会えない方同士で賀詞交換をしたり、これからの総領事館との協力や、

日本人コミュニティの間の連携などについて、意見交換を行いました。 

（総領事館） 

 



 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

 インフロニアグループ

傘下の株式会社前田製

作所海外初の現地法人

としてMAEDA AMERI-

CA Inc. は、2022年4月

に 設 立 さ れ 、4名 で ス

タートしました。前田製

作所は1962年の設立以

来、建設機械・産業機

械・鉄構製品の製造・販

売・サービス・レンタルを

手がけており、今日に至

るまで、土木・建設業界を中心に機械化・省力化・安全化のお手伝いを

することで、社会基盤整備の一翼を担ってまいりました。MAEDA 

AMERICA Inc. は北米（米国、カナダ）を主戦場にパナマ以北の中米

へ、品質が高く安全で効率的な仕事を推進する「お客様の役に立てる

機械」を供給してまいります。 
 

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。 

「ヒューストン日本商工会」の事務局を筆頭に日本人コミュニティがある

事は公私ともに大変ありがたく、ヒューストンの第一印象は大変良いもの

正団体会員 代表 井上隆志 さん 

MAEDA AMERICA Inc. 

でした。現在の事務所、倉庫は Clay Road の Japan Machine Tools 山

地社長に無理をお願いして借りています。その社長をご紹介して頂い

た八木先生、またE2ビザの取得でお世話になった木村先生、EOS会計

事務所の程山先生などのお陰で、まるで何年もヒューストンで暮らして

いるかのような錯覚さえ覚えます。ヒューストンが大好きになりました。 
 

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。 

 三水会センターの図書館、とても興味があります。この歳で恥ずか

しながら多くの漫画が帰国し

た駐在員さんから寄贈されて

いるのを知り、とてもワクワクし

ています。早速「風の大地」

を借りましたが、週末の楽し

みが増えました。また旅行や

ドライブが好きなのですが海

を眺めながら陸路でメキシコ

を訪問したいとも思います。

数年間で会社を軌道に乗せ

る間にはプライベートでは中

南米全ての国を訪問出来た

ら良いなと夢見ています。 

総領事館 新年会写真集 
2023年 
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会 社 紹 介 

 
 

▲向かって一番左が、井上さん                
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ヒューストン日本商工会 定例講演会 

 

2024年大統領選に向けた 

米国政治経済展望 

米国の政治 
 昨年11月の中間選挙で民主党が予想外に善戦。共和党が下院の過半

数を握るも、今年1月3日の下院議長選出を巡る党内の分裂で初っ端から

大混乱となり波乱の幕開け。今年はねじれ議会となる中で、共和党が支

配する下院はバイデン政権のスキャンダル（子息ハンター・バイデン関連

の疑惑等）に矛先を向け、また米連邦政府の債務上限の引き上げや来年

度予算の通過など、与野党の攻防が一層激し

さを増していくことが予想され、バイデン政権

がその対応に追われることになろう。向こう2年

間の大きな法案可決は困難な見通しで、既に

成立済の産業政策3法（BIL＝超党派インフラ

法、IRA＝インフレ抑制法、CHIIPS & Science

＝半導体・科学法）については、共和党が抵

抗しても法律実施を阻止することは困難。 
 

今後10年の産業政策 
 バイデン民主党政権は過去2年で今後10年の産業政策・財政出動を規

定する骨太の産業政策3法（BIL、IRA、CHIPS & Science）を成立させ、

脱炭素やサプライチェーンの米中デカップリング等の政府支援を加速さ

せている。BILは総額1.2兆ドルのインフラ支出を予定し、この内、600億ド

ルはCCSインフラ、クリーン水素実証、EV充電インフラ等の脱炭素関連に

充てられる。IRAは総額4,370億ドルの財政出動を予定し、この内、3,690

億ドルを再エネ・送配電、水素、クリーン輸送（ZEV・燃料）等の脱炭素関

連に注ぐ。CHIPS & Scienceでは、中国とのテクノロジー覇権競争を見据

え、半導体関連や先端科学10領域などに総額2,800億ドルを投じる。IRA

は金額ばかりに目が行きがちだが、全体の7割を占める税控除は要件を

満たせば（実はEVに関するこの「要件」が欧州、韓国、日本等との間で大

きな論点になっているが）広く適用されるという使い勝手の良さに注目。 
  

米国経済 
 米国経済はインフレのピークを打ったものの、今年前半はFRBの政策金

利引き上げが続き、その後も当面は高金利が暫く維持されるだろう。注目

は雇用統計。FRBはインフレ退治を優先して多少の失業率増加は止む無

しとのスタンスなるも、過度な金融引き締めで失業率が上がり個人消費を

減退させるようになると危ない。2023年はリセッションの懸念が燻ぶる。但

し米国経済のレジリエンスが強いというのがコンセンサス。仮にリセッション

に陥ったとしても、「穏やか」なものになるとみる向きが多い。 
 

国際情勢と外交政策 
 ロシア・ウクライナ戦争の出口が見えない中、米議会や国際社会のウク

ライナ支援の継続がどこまで続くか注目点。対ロシア経済制裁について

は、インド・中国といった「灰色国」の抜け穴のために制裁の効き目が限定

的。米政府はじめ西側諸国政府は今後の戦局を見ながら、方向性を検討

して行くことになる。その上での今年初めの大きなベンチマークは2~3月

に想定されるロシア軍の首都キーウ陥落をも企図した総攻撃の行く末。仮

にウクライナが大きく劣勢になるようであれば、世界経済への影響を度外

視しても「灰色国」への一層の締め付けを実施する可能性あり。総攻撃の

行く末次第では停戦に向けた本格交渉の時期が更に遠のき、戦争が2~3

年、乃至は数年以上に亘り長期化する可能性もあり。 

 米中関係では、両国が競争しつつも台湾有事など道を踏み外さない

「ガードレール外交」が続くか注視。米政府は中国を最大の競争相手国と

位置づけ、産業政策で米国の競争力向上を目指しつつ、米中衝突を避

けながら「対話」、「牽制」、「囲い込み」の三位一体政策で関係をマネージ

している。米中関係悪化を招くリスクとしては、中国から台湾に対する挑発

行為、米連邦議会共和党の動き（マッカーシー下院議長の訪台、台湾支

援法案、下院中国特別委員会による中国批判等）、中国とロシアの接近、

中国による人権侵害、スパイ行為、領土・領海侵害行為、在中国の米企

業に対する圧力・嫌がらせ、米国による禁輸措置、制裁、投資監視強化

と、それに対する中国の報復措置など。 

 中東では、中国やロシアと接近するサウジアラビアや、イスラエルの右派

ネタニヤフ首相が強硬なパレスチナ政策を取った場合の影響に注意。イ

ランについては、ウクライナにおけるロシアへの支援（無人機など）、国内

デモの取り締まりを決定したことにより、核開発に関する「包括的共同行動

計画 (JCPOA) 」への復帰について米国と合意する可能性は極めて低く

なっている。2023年にイスラエルか米によるイラン核施設攻撃のリスクは依

然低いも、イスラエルはイランの核開発を妨害する姿勢を強化すると思わ

れ、緊張は高いまま。 

 左傾化するラテンアメリカでは、ブラジルを中心に米国との溝が深まるか

注目点。米政府は、気候変動など進歩的な政策分野で、ブラジルのルラ

左派政権との協力拡大を模索

中。ブラジルのルラ大統領は、

2000年代に大統領だった頃にも

BRICS諸国(ロシア、インド、中

国、南アフリカ)との関係を強化し

てきた人物であり、ワシントンで

は中国とブラジルの接近、米国

と一線を画すBRICSの台頭を警

戒する声もある。 
 

2024年大統領選に向けて 
 米政治は来年11月の大統領選に向けて始動。1年半以上先の大統領

選候補について語るのは時期尚早だが、現時点では共和党側は再選を

目論む76歳のトランプ前大統領が、その影響力には陰りが見られるも、依

然として勢力図を形成する中心人物。対抗馬の44歳若手有望株のロン・

デサンティス・フロリダ州知事が全国区で浮上するか否か注目。対する民

主党候補は、80歳のバイデン氏の去就次第。バイデン氏には健康不安が

付きまとうが、米国の国益の観点から現役大統領としてはギリギリまで出馬

意欲を見せ続けるだろう。カマラ・ハリス副大統領等の名前も挙がっている

が、現時点では有力な候補者が不在で混沌としている。現政権の閣僚の

中でビジネス経験の豊富なジーナ・レモンド商務長官の存在が光ってお

り、史上初の女性大統領が誕生するかもしれない。 
 

 最後に、今年1月に日本の岸田首相がワシントンを訪問して、バイデン

大統領との初となるワシントンDCでの首脳会談が実現。日本の防衛力の

抜本的強化に対する米政府の評価が高く、安全保障のみならず経済安

全保障や脱炭素分野における日本への期待も膨らんでいる点を強調して

おきたい。 

講 師： 角道 高明 （かくどう たかあき）  

東京大学経済学部卒業。 

米国三井物産SVP兼ワシントンDC事務所長、 

三井物産 理事。 

ペンシルバニア大学ウォートンスクール修了 

 （Class of 2000）。 

1988年、三井物産入社。食料本部、 

ブラジル穀物事業会社Multigrain Group CEO、 

経営企画部海外室長など経て、2021年3月から現職。 

ワシントンDC日本商工会理事、ワシントンDC日米協会評議員を務める。 

質疑の様子  

講演する角道高明氏 

2023年1月25日 
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“コロナ禍以降、皆が顔を合わせるのは久しぶりです。このピク

ニックを我が社では貴重なチーム・ビルディングの機会として活用

させていただきます。”          （メーカーK） 
 

“会社を挙げて全員参加します。 BBQランチ込みで最高です。日

本行き往復チケット、狙います！”       （商社M） 

「ピクニック」ってなに？ 
ピクニックとは、商工会と日本人会が共催で例年春に開催する日本人コミュニティ向けの集いになります。2019年の開催を最後に、コロナ禍で中止と

なっておりましたが、今年パワーアップして復活します！恒例のラッフル大抽選会はもちろんのこと、今回は広大な観光牧場を借り切ってのピクニッ

クとなり、家族連れからお一人様までお楽しみいただける多数のアクティビティが用意されています。2019年は1000名を超える方々にお越し頂きまし

た。大規模イベントとなりますので、是非皆様お誘いあわせのうえお越しください。 

 

  

＜概要＞ 
 

開催日： 4月2日（日）12:00～17:00   

参加費 ： 大人$25、子供$15（2歳以上～高校生）、 2歳以下は無料  

        （BBQランチ、ソフトドリンク、ポップコーン、かき氷込み） 
 

会   場 ： Oil Ranch 23501 Macedonia Rd, Hockley, TX 77447 

    Katy, Memorial 地区より車で30分程度 

       Clear Lake 地区より車で60 分程度 
 

Things to Do 

・Oil Ranchのアクティビティ の数々 

 （Train Ride, Hay Ride Petting Zoo, Horse Ride, Putt Putt Golf等） 

・皆さんご参加可能なサックレース 

・ヨーヨー釣り ・ラッフル抽選会 他 

 

 

「ラッフル」ってなに？ 
 

アメリカ式の“福引き大会”です！ 

会員企業や当地のお店等に賞品提供

のご協力を頂き、ラッフル券の番号に基

づく事前抽選と当日の本選を行います。

豪華賞品も多数ご用意しておりますの

で、是非楽しみにしてださい！ラッフル

券は追加で購入も可能ですので、確率

を上げたい方は是非たくさんご購入くだ

さい！ 

＜賞品例＞ 
・日本への往復チケット、国内旅行券 

・Apple製品 

・各種有名レストランのギフト券 

・Tiffany & Co. 製品 

・高級ワインセット、Amazon ギフト券 

・Air Purifier 

サックレースに参加して賞品を

ゲットしよう！ 

詳しくは商工会ＨＰ 

にてご覧ください！ 

https://www.oilranch.com/
https://www.google.com/maps/place/23501+Macedonia+Rd,+Hockley,+TX+77447/@30.1141583,-95.8265966,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8646d3e4e4502743:0xf1edbea15e55365!8m2!3d30.1141583!4d-95.8265966
https://www.jbahouston.org/
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 赤と黄色の線が交互に13本走るアリゾナの州旗は、とてもホットな暑いイ

メージ。アリゾナ州の2番目に大きい都市ツーソンは年間350日以上の日

照時間を記録します。夏真っ盛りになる6月の前後、11月下旬～4月上旬

はソノラ砂漠の素晴らしい気候を最大限に楽しめる時期。そんな絶好の

春の季節に、フォースアベニュー・スプリング・ストリート・フェアは開催され

ます。「フォース」と地元の人たちが親しみをこめて呼ぶダウンタウンの4番

街は、ツーソンで一番活気のある街の中心地。50年以上続いているこの

ストリートフェアの期間中は、毎年35万人が訪れるこの街の大イベント。50

以上のフードベンダー、芸術品や工芸品を展示する350以上のブースが

出展されます。地元のトップミュージシャンや、コミュニティパフォーマンス

グループなどがステージにラインナップしてさらに盛り上がります。混雑が

予想される4番街へのアクセスは、午前9時から午後6時まで、ペニントンス

トリートガレージの停留所から無料シャトルサービスが「VIP Taxi」より提供

される他、4マイル先のサンリンク路面電車ルートに沿って車を駐車し、路

面電車を使用する選択肢もあり便利です。3月24日(金)〜26日(日) 午前9

時〜午後6時（26日(日)は午後5時終了）までの3日間開催されます。入場

無料。 

 メキシコとの国境に近

い街ツーソンは見事なま

でに山が360°囲む山岳

地帯。西部開拓時代の

面影を残しつつ、通称

「オールドプエブロ」と呼

ばれるメキシコやスペイ

ンの影響を受ける独特

の街。ツーソンのダウン

タウンの南約10マイルに

あるのが、1692年にイエ

ズス会の司祭によって設

立されたミッション・サン・

ザビエル・デル・バクで

す。400 年の歴史がある

この教会は、その建築様

式と宗教美術のコ レク

ションとして知られ、ツー

ソンで最も古いヨーロッ

パ風の建物。入り口を通

過した後、最初に注意を引くのは巨大な祭壇画。左を見ると、聖フランシ

スコ・ザビエルの像を含むガラスの石棺が見えます。教会は特別な礼拝の

間を除いて早朝から午後遅くまで毎日訪問者に開放されており、宗教的

な遺物や歴史的な記念品を鑑賞できます。 

 教会から北西へ18マイルにある、ジョンウェイン、クリントイーストウッド、

エリザベステイラー、スティーブマーティン、シャロンストーン、マーティン

ショートなどの大物俳優が歩いていた撮影スタジオを公開するオールド

ツーソンは、本物のワイルドウェストタウン。まるで西部開拓時代にタイムス

リップしてしまったよう。ハリウッドよりも前から400以上の映画、テレビ番

組、ミュージックビデオ、コマーシャルのロケ地となっている場所です。 

 そのオールド・ツーソン・スタジオを後にし、7分くらい車を走らせると、ア

リゾナ・ソノラ砂漠博物館に到着します。98エーカーのこの巨大な博物館

は、ソノラ砂漠の自然と調和するかのように全体の約85%は屋外に設置さ

れているという珍しい博物館。しかも動物園、植物園、アートギャラリー、

自然史博物館、水族館が集まった融合体験型になっています。3月30日

までの期間限定で、ソノラ砂漠の猛禽類について学ぶ屋外の鳥の冒険プ

ログラムを予約制で実施しています。ユーラシアワシミミズクや4ポンドのフ

クロウが、自分の手袋めがけて飛ぶのを味わえるスリルのある有料体験ツ

アーです。 

 そこから車で1時間半くらい北東の方角に移動すると、サンタカタリナ山

脈の最高点に位置する標高9,159フィートのレモン山があります。レモン山

は、馬と徒歩で山の頂上までトレッキングした植物学者のサラプラマーレ

モンにちなんで名付けられました。山の北東側にあるマウントレモンス

キーバレーは、年間200インチの雪が降ると報告されています。レモン山

の頂上まで、27マイル続くスカイアイランドシーニックバイウェイが走ってい

ます。この6,000フィート以上の高度上昇は、華氏30〜40度の気温低下を

引き起こします。「地球が天国と出会う場所」と宣伝するこのスキーバレー

は、夏の間スカイライドという観光用リフトを提供しています。一日の終わり

にマウントレモンスカイセンター天文台で、空の芸術とも言えるツーソンの

夕日を観るのに最高のスポットです。 

新旧が調和する素朴で社交的な街 ツーソン。 
屋台がツーソンの4番街を埋め尽くす春のストリートフェア！          

ツーソンの夕焼け 

▲スカイアイランドシーニックバイウェイ 

▲ミッション・サン・ザビエル・デル・バク 

 （近鉄インターナショナル 根本真樹子） 

フォースアベニュー・スプリング・ストリート・フェア 

https://www.facebook.com/KintetsuInternationalAmerica
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 日本では今キャンプ、そしてソロキャンプが空前絶後の大ブーム。写真で見
る限り、ちょっとした原っぱみたいな駐車場に、ひしめくようにテントが。しかも
それぞれ趣向を凝らしたおしゃれな演出で、狭い中、まるでマウント合戦。とい
う私も道具をそろえて、ああでもないこうでもないというのは好きだ。しかし色や
メーカーまで統一してという気持ちはあまりない。最近はテキサスデザインの
YETIも日本でも流行り（お土産にいいですよ）、私が10年前から愛用している
Arc’terynxにいたっては日本ではプレミアがついていて、なかなか買えないら
しい。ちなみに私の診療ユニフォームにはこのArc’terynxが多数採用されてい
る（笑）。日本からはるばるテキサスに来た私たちは、もっとこの巨大なテキサス
の自然に飲み込まれてもいいのでは？バックカントリーのキャンプでは人に会
うことはまずないので、マウントはできない。Facebookかインスタに載せる手は
あるが（笑）。テキサスは規則もがばがばで果てしなく自由だ。誰でも憧れのス
ナフキンになれるのだ。とはいえ私も含め異国の地で、キャンプはわからない
ことが多く怖い。私自身、ここアメリカでソロキャンができるようになったのはここ
5年くらいだ。Covidで普通の旅ができなくて、必然に迫られて調べまくったの
はおいておこう。今回はその5年以上の情報を惜しみもなく公開することにし
た。ただし、私は弁護士でなく歯医者なので、すべて自己責任でどうぞ。超具
体的にLake Charlotteでの絶景や、バックカントリーキャンプの方法を書いてい
ます。書いてある通りにすれば、今までにない経験ができるはずです。道具を
そろえるところからなので、あまりにも詳細で、ここにすべて書けるはずもなく、
完全版はこちら で読んで下さい。 

 ここシャロット湖はヒューストンからたったの1時間以下で行け、最近アメリカの
自然系カメラマンの間で大ブームになっているテキサスのCaddo Lake並みの
絶景が見られて、ほぼ人がいない。さらに普通に週末に行ける。注意点は11

月初めからたぶん1月いっぱいは昼12時まで水鳥のハンティングが解禁され
ていることくらいか。それでも日本のようなことはなく人口密度は低いのであまり
心配は無用だ。ここでの活動にはカヤックが必要なので今までGulf Stream に
は書かなかった。しかし、最近は空気で膨らますカヤックが安くなり簡単に手
に入るようになった。どれも安定しているので、湖や沼のような静水でひっくり
返ることはない。また飛行機でも運べるし、帰国時には日本でも楽しめる。軽
いし小さいし、車のトランクに積める。何なら自転車でも運べる。さらにはこのカ
ヤックの上に自転車を積んで、バイクカヤッキングというのもできる優れもの

だ。テントや寝袋も最近は驚くほど小さい、食べ物も特別なものを用意しなくて
も、日本食店で売っている冷凍ものなどを流用すれば、簡単においしくでき遊
びに集中できる。ここ、サルとピラニアがいない以外は、ぱっと見アマゾン川。
ワニはアマゾンのものより大きいし、アリゲーターガーや巨大なマングローブの
ようなサイプレスの木はそもそもアマゾン川にはない。ある意味すごいかも。 
 9月、金曜の診療後に向かう。逃げ足の速い夕日には、間に合う。湖面が、
落ち葉と夕日の反射で金色に輝いている。ワニもお出迎えだ。ワニがわざわざ
人を襲うことはないので、落ち着いてください。サイプレスの森をすり抜け、テ
ントを張るドライ・ランドへ。テントを張り、たき火を始める。牛丼を温め、バーボ
ンを飲みつつ本を読む。後は眠くなったらテントに転がり込めばいい。フクロウ
が鳴き、目の前のバイユでアリゲーターガーが跳ね、ワニの目が光る。ほかに
人はいない。家から1時間とはとてもじゃないけど思えない。こんなところがすぐ
身近にあるのだヒューストン。翌日、鳥の鳴き声に起こされる。まだ朝7時だ。
起きる必要はないが、何となく起きて、たき火に火をつける。朝はカップラーメ
ンと、たき火で焼いたウインナー。たき火をぼーっと見てバーボンと本で、もは
や動けなくなりそうだ。何とか荷物をカヤックにつめ、再び漕ぎ出る。ネイティ
ブアメリカンの貝塚でできた、白いビーチに行ってみよう。2年前の2月にはここ
で一人でキャンプして、サイプレスの写真を撮ったところだ。ここはサイプレス
がまばらに生えており、マングローブのような（それよりはるかに巨大だが）気
根が、超巨大ニョロニョロの群れの様に見える異様な風景が広がるところだ。
今風に言えばインスタ映えだ。ニョロニョロの間をカヤックで進む。すでに自分
がどこか異世界に迷い込んでいる感じだ。うまくドローンなどで写真を撮れば、
針山をさまようカヤックだ。今度トライしてみよう。 
 釣りが好きであれば、アリゲーターガーも狙える。友達は初めて来たときに、
おもちゃの釣り竿で１ｍ超の巨大コイを釣り上げた。カヤックでもアクセスの難
しい幻の湖、トキの群れなど。見どころ満載である。とにかく近いのが便利。
ヒューストンにいるのであれば、是非行くべき場所である。詳細は上にあげたリ
ンク まで。地図や持ち物リストも載っています。 
 気ままなフォトアルバムのバックナンバーはテキサス観光をご覧ください。テ
キサス観光は新しくなりました！“最新絵日記”も絶えずアップしているので、
テキサスの旅行の参考にどうぞ。                                            （清水直樹） 

今ブームのソロキャンを、Charlotte湖で。 
 完全なバックカントリーキャンプを超手軽に。  

 ヒューストンから車でたったの１時間未満でまるでアマゾン川探検！ http://www.texaskankou.com/                                

 Dr. Ned Shimizu の気ままなフォトアルバム 36 

https://texaskankou.blog.fc2.com/blog-entry-16.html
https://texaskankou.blog.fc2.com/blog-entry-16.html
https://texaskankou.blog.fc2.com/blog-entry-16.html
http://www.texaskankou.com/
http://www.texaskankou.com/
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 今 回 は 私 の 知 る 限 り

ヒューストンで一番うまい自

家製パスタのお店Davanti

をご紹介します。Roberto 

Cresciniと い う シ ェ フ が

Francisco Calza（元Café 

Annie、BCNのGM）と共同

で 始 め た お 店 で す。

Robertoは2021年5月 ま で

Southwest Freewayの

Lakewood Churchの 反 対

側でFresco Caféのシェフ

をしていましたが突然閉店

となってしまい、数多くの

ファンが驚いたのですが、

数か月後にこちらを開店し

あっという間に噂が広がり

ました。 

 すべてのパスタは自家製

で 現 在 の メ ニ ュ ー は、

Bucatini、Conchiglie、

Fettuccine、Fusilli、Linguine、Pappardelle、Rigatoni、Spaghetti、

Tagliatelle、Taglioliniとなっていますがその日によってこれ以外のパスタ

があったり、どれかが売り切れだったりします。今までにこの半分くらいは

試してみましたが、どれもおいしかったです。どのパスタもそれぞれの厚み

に応じて歯ごたえが良いのですが、一番太

いBucatiniの歯ごたえは顎が疲れるほどで

はなくて気に入っています。ショーケースに

パスタのサンプルがありますのでそれをご覧

になって注文できます。メニューにも書いて

ありますが、これらのパスタとソースを組み合

わせて注文することができます。ソースは、

Bolognese（beef 100% meat sauce）、

Meatballs（beef 

100%）、Original 

Alfredo（ローマのAlfredo’sのオリジナルレシ

ピ）、Marinara Sauce、Pesto and Sun-dried To-

mato、Carbonara、Olive oil Basil and Tomato 

sauce、Amatriciana Sauceの8種類あります。ど

れもおいしかったですが、一つお伝えしたいと

思ったのはCarbonaraが日本で食べるものとは

ずいぶん違う味でした。メニューには書いてあ

りませんが日替わりスペシャルもありますので

黒板で確認してください。日替わりメニューに

あったLamb Sauceはすごくうまかったです。ま

た、木曜～土曜はパスタ以外の日替わり料理

もあります。前回試したのはCassoela（カソー

ラ）というスープで豚足、リブ、ソーセージとキャ

ベツをしっかり煮込んだものです。また、Clam 

Chowderはトマトベースのスープで貝がしっか

り入っています。行くたびに発見がある面白い

お店です。        (編集委員 米元錦城)         

 

 2022年、年末。私たち

家族は、ジョージア州中

部の小さな町、ダブリン市

を訪れた。 

 アトランタから約2時間

南下した場所にある、人

口約1.5万人の田舎町。こ

の地に初めて足を踏み入

れたのは、30年前の1992

年。当時5歳だった私は、

高校卒業までの13年間、

この町で暮らしたのだ。 

 当時父は、日系の建材メーカーに勤めており、この地に新たに建てられ

た工場に赴任した。その後両親はこの地に16年留まり、当初はキンダー

ガーテンに通っていた私も、物心ついてから青春時代まで、ここで過ごし

た。 

 今から一年半ほど前から、我が家は夫のヒューストン駐在に帯同してい

る。渡米する際、「ホーム」に帰ってくる、そんな気持ちがあった。「駐在

中、家族と共に育った町を訪れたい」そう願っていたのが、今回の旅行で

叶ったのである。両親は既に帰国しているので、この場所に肉親は誰もい

ない。それでも、会いに行きたいと思う人は、2泊3日では叶わない程にい

る。渡米当初から家族でお世話になった、ESLを担当して下さった恩師。

先生のご自宅に、家族5

人でホームステイさせて

いただいた。5歳と3歳の

息子達の相手をしても

らっている様子を見ると、

先生と初めてお会いした

時の、5歳の自分の姿を

見ている様だった。生ま

れたばかりの三男を抱っ

こしてもらうと、何だか不

思議と込み上げてくるも

のがあった。高校時代、

共にマーチングバンドに熱心だった親友家族。連絡が途絶えても、家族

の一員の様に出迎えてくれた。ホリデーで帰省していた州外に暮らす友

人や、半年ほど前に亡くなった友人のお母様にも、お会いすることができ

た。誰に会っても、出迎えの挨拶は「ハグ」である。時間は経っているが、

会えば当時の数々の思い出が蘇る。それぞれが今歩んでいる人生は全く

異なっても、再会すると共有できるものがあった。顔と顔を合わせて会うこ

との、温かさと大切さを実感した。昔住んでいた家や、通っていた小・中・

高等学校の跡地、それに父の勤めていた工場も訪れた。「ここが、お母さ

んが育った町だよ」と話しながらのドライブは、どれだけ子供達の心に焼き

付けられたのだろう。 

 これほどの年数ではないにしても、子供たちにとってヒューストンは、人

生の大事な数年間を過ごした「ホーム」となるのだろうか。彼らが将来もし、

この土地を再訪したら、どんな気持ちになるのだろう。今暮らしているこの

場所が、彼らにとって温かく、かけがえのない感情が込み上がる、そんな

場所となってほしいと思う。 

第220 回  矢崎紗織 さん 

Bucatini Pesto with 
Sun Dried Tomato 

Bucatini with 
Lamb Sauce 

Cassoela 

Clam Chowder 

Spaghetti Carbonara 

Davanti Ristorante 

2900 Weslayan St A, Houston TX 77027 

https://www.davantiristorante.com/
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 1月のあそぼーかいは、お正月がテーマでした。今年初めてのあそぼー

かいでしたが、0歳から4歳のお友達が遊びに来てくれて、みんなで歌った

りお話を聞いたり、工作をしたりして楽しみました。 

 まず初めは、あそぼーかいのマスコットキャラクターのとらおくんとらこ

ちゃんの登場です。「お正月のあいさつは～？」「お正月になにたべた

～？」とお正月の話で盛り上がりました。そして、とらおくんとらこちゃんは、

羽根つきまで披露してくれ、子供たちも大喜びでした。 

 次はからだ遊びです。最近は小さなお子さんがたくさん来てくれるので、

お母さんとふれあい遊びのできる「きゅうりができた」を楽しみました。コロン

と横になった子供に塩をふったり板摺りしたり、最後にはむしゃむしゃっと

食べるふりをしてくすぐって、子供たちもお母さんもニコニコでした。 

 パ ネ ル シ ア

タ ー の「大 き な

か ぶ」で は、お

じいさん、おば

あさんはもちろ

ん、犬、猫、ネ

ズミなどのかわ

いい動物たちも

出てきて、最後

には大きなかぶ

が 飛 び 出 し ま

す。みんな興味

津々で見てくれていました。 

 工作の時間にはだるまさんの福笑いをしました。だるまさんのお顔に眉、

目、髭のパーツを貼り付けて作りました。そのあとには、作っただるまさんを

も っ て、「だ る ま

さ ん（に ら め っ

こ）」の歌を歌い

ま し た。最 後 に

はお母さんと面

白い顔をしてに

らめっこ。とても

楽しそうでした。 

 最 後 は1月 の

お友達のお誕生

日会です。お誕

生日のお友だちにはメダルをプレゼントして、みんなでハッピーバース

デーのお歌を歌ってお祝いしました。 

 今年も、毎月季節のテーマで楽しく歌ったり遊んだりしたいと思っていま

す。たくさんのお友達が参加してくれるのをお待ちしています。 

                                     （古山幸子） 

 第4回三水会クラブ「犬好きさん集まれ」をワン、ワン、ワンの日、1月11日

に開催致しました。犬と一緒に暮らしたことがない方も、すでに犬を家族に

迎えている方も、すべてウェルカムという会にして、犬を話題に盛り上がれ

ることを楽しみに当日を迎えま

した。 

 さて、実際にはどのような方々

にお集まり頂いたでしょうか。た

くさんの犬と暮らしてきたという

ベテランさん、犬は好きだけれ

ども飼ったことはないという方

や、近々犬を迎えることになり

そうという方もおられ、新しい家

族を探している犬の一時預かり

ボランティア（フォスター）をしな

がら、いつかは自分の犬を迎え

たいと思っているという方のお話は自分のことのようにわくわくしました。犬と

暮らすと大変なこともあり、この日もしつけについてのご相談もありました。

他の犬に向かって吠えてしまう、車に突進しそうになる、といったお悩みに

は、家で試して頂けるような対策をご紹介しました。手を焼くけれど、やっぱ

り可愛い、犬との暮らしはやめられない。そんな話ぶりに、犬との暮らしに憧

れる方々はさらに思いを深められたようでした。 

「犬好き」という共通項があるというだけで、不思議と人の輪が広がるもの

です。初めてお話しする方とも、犬の話題から急速に親しくなることがありま

す。ヒューストンに引っ越してきてからも、犬をきっかけに世界が広がっ

ていくのを感じて、言葉や文化を超えて犬が人を結びつけてくれる力は

素晴らしいものだと改めて思っています。  

 これからも、犬が好きな方々と集まる機会を作っていきたいと思いま

す。こんなテーマで開催してほしいといったご希望があれば是非お聞

かせくださいませ！ 

（家庭犬しつけインストラクター 川原志津香） 

三水会クラブ 

三水会クラブ 次回予定 

☆ 日時：3月7日（火）  

☆ テーマ：ボールペン字クラス 

☆ 講師：桐山かな子 

 

 

あそぼーかい       3月2日（木）10:00～ 

読み聞かせの会   3月21日（火）10:00～ 

 カードを書く時、字がもう少し上

手だったらな、この漢字のバランス

が苦手など気になっている方、こ

の機会に美しく書けるように練習し

ませんか。  

mailto:pecan.asobo@gmail.com
mailto:houstonyomikikase@gmail.com
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持はピボット軸受で行う方式の人工心臓（図3）が開発されました。ピボット軸受

とはコマのように回転体を点で支持する軸受です。この採用によりシール部を

撤廃することができるため、装置の耐用期間が延長されました。しかし、ピボット

軸受部においても擦り合わさる部分は僅かながら存在しています。そのため、

使用時間が長くなるとピボット部に血栓ができてしまうという問題がありました。

そこで、さらに溶血を減らすために動圧軸受や磁気軸受を用いて回転体を非

接触で支持する方式の人工心臓（図4、5）が開発されました。動圧軸受とは、ポ

ンプケーシングと回転するインペラの間にある血液により潤滑流体膜と呼ばれ

る薄い膜を作り、回転体を滑らかに支持する装置（図4）です。しかし、動圧軸受

はケーシングとインペラの間のギャップ（浮上距離）が狭いため、赤血球にせん

断応力と呼ばれる断面をずらすような力が加わるため、血液へのダメージがあり

ます。一方、磁気軸受を用いた人工心臓（図5）は磁気の力を利用して回転体

を非接触支持する方式であり、動圧軸受に比べてギャップを広くすることができ

るため、赤血球に加わるせん断応力が小さく、血液へのダメージが非常に少な

いです。さらに、小型化と簡素化を目的に、磁気軸受とモータを機能的に一体

化させた磁気浮上モータを用いた人工心臓（図6）も開発されました。現在の人

工心臓の主流となっているHeartMate3（Abbott社）がこの方式を採用していま

す。HeartMate3は、心臓移植に迫る非常に高い有効性を示しています。 
 

人工心臓の未来 

  これまでに非常に様々なタイプの人工心臓が開発されてきました。上記で紹

介した人工心臓は、流れの種類と回転体の支持方法の観点から特徴的なもの

をピックアップしたに過ぎず、実際にはもっとたくさんの種類の人工心臓があり

ます。現在でも、カテーテルで挿入可能な人工心臓、体表面積の小さい小児

にも埋込可能な超小型の人工心臓、皮膚を経由して電力転送をする人工心臓

など、新たな技術を用いた様々な方式の人工心臓の研究開発が世界中で進

められています。将来的には人間の心臓を超える性能を持つ人工心臓が開発

されるかもしれません。 

以上、人工心臓について色々と書きましたが、紙面の関係でかなり端折った内

容になっています。もっと詳しい説明が必要な方は何らかの方法でご連絡くだ

さい。 
 

  ところで、アメリカの死因No.1は心不全を含む心血管疾患であり、全体の

32.5%を占めています。No.2は癌で26.27%です。日本ではNo.1は癌で31.6%、

No.2が心血管疾患で26.61%です。アメリカに比べて日本の心血管疾患が少な

い理由は食生活であると言われています。アメリカで生活しているのでなかなか

難しいかもしれませんが、日頃から健康的な食事を摂る努力をしておいたほう

がいいかもしれません。  

  みなさんこんにちは。2022

年6月より、ベイラー医科大

学/テキサス小児病院に勤務

しております栗田伸幸と申し

ます。私はこれまでに寄稿さ

れているドクターとは少し異

な り 、MDはMDで も 、Doctor 

of Medicineではなく、Doctor 

of Mechanical Engineerで

す。前職の群馬大学では電子情報部門に所属していました。テキサス小児病

院でも医師としてではなく、小児用人工心臓の研究開発を行う研究者として働

いています。今回は「今、人工心臓はどこまで進歩しているのか？」と、かっこい

いタイトルを付けましたが、人工心臓とはどのようなものか、どんな分類があるか

などについて書いていきたいと思います。 
 

心不全と人工心臓 

  通常、成人の心臓は１分間に約60回拍動し、約5リットルの血液を拍出しま

す。なんらかの原因で、この機能が低下してしまう状態が心不全です。仮に1回

の拍動で送ることができる血流量が半分に減少したとすると、生命維持ができま

せんので、心臓は心拍数を2倍にし、必要な血液を体に送ります。このような患

者さんは安静にしているときでも心臓だけはマラソンをしているような状態に

なってしまいます。この状態が続けば心臓にとても負担がかかり、症状はますま

す悪化してしまいます。そんな患者さんを救うためには心臓移植が最も有効で

す。しかし、現在はドナー不足が深刻化しており、心臓移植が必要と判断され

ても、実際にドナーとなる心臓が見つかり移植手術を行うことができるまでの待

機時間は、平均1500日（日本）と長期化しています。そこで登場するのが人工

心臓です。人工心臓により体に必要な血流量を補うことで、心臓を休ませ、長

い待機時間を安全に過ごせるようにします。ここ、テキサスメディカルセンター

は、人工心臓の開発とその埋め込み手術において、半世紀以上に亘り、世界

をリードしてきました。 
 

流れの方式による分類 

  開発が始まった当初、人工心臓は人間の心臓の動きを機械的に模した構造

（図1）をしていました。心臓と同じように脈打ちながら血液を送り出す拍動流ポ

ンプです。空気圧等の駆動力によりダイアフラムを押し下げ、血液ポンプ室の

容積を増やし、血液を血液ポンプ室に流入させます。次にダイアフラムを押し

上げ、血液ポンプ室の容積を減らして、血液を流出させます。この人工心臓で

は1分間に送ることができる血液の量は、血液ポンプ室の大きさとダイアフラム

の拍動数に比例しますので、小型化が難しいという問題があります。そこで、人

工心臓の第一人者としてベイラー大学医学部で長らく教授として研究室を率い

ておられた能勢先生らにより、遠心ポンプや軸流ポンプなどの連続流型の血液

ポンプ（図2）の開発が進められてきました。これは、モータによりインペラと呼ば

れる羽根車を回転させ、遠心力・揚力を発生させて血液を送出する方式です。

1分間に送ることができる血液量はモータの回転数で制御できるため、拍動流

型に比べて小型化することができます。 
 

支持方法による分類 

  連続流型の人工心臓（図2）はモータによりインペラを回転させるため、ポンプ

ケーシングをモータの回転軸が貫通しています。貫通する部分にはシールと呼

ばれる血液の漏れを防ぐ部品が取り付けられていますが、シールの耐用期間

が短いなどの問題があります。この問題を解決するためにインペラを回転させる

ためのトルクはケーシング外部のモータから磁気カップリング（永久磁石の吸引

力を利用して非接触でトルク伝達を行なう機構）を介して付与し、インペラの支

Gulf    Stream Vol.48  No.5  February 2023 

今月号は安田怜先生から人工心臓がご専門の栗田伸幸先生にバトンが移りました。 

 次回は、歯科がご専門の中井雄太先生です。現在は、University of Texas 

Health Science Center at Houston School of Dentistryでご研究なさっています。先

生とは、同じアパート内で大変お世話になっています。笑顔のたえない物静かな

先生です。歯医者さんに行くのを嫌がるお子さんでも、安心して治療が受けられ

ると思います。  

今、人工心臓はどこまで進歩しているのか？  

ベイラー医科大学/テキサス小児病院 准教授  栗田伸幸    



10 Gulf    Stream Vol.48  No.5  February 2023 

 

日   時： 2023年1月25日（水） 

               13：00～14:00 

会   場： United Way of  

       Greater Houston CRC  

出 席 者： 41 名 

欠 席 者： 83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 778名、（正団体会

員数 114社）、準会員数45名で、 総

会員数は833名となった。  

 令和4年度（2022-2023）1月  

商工会常任委員会 議事録 

議事録と会員消息の詳細は、 

商工会HP「会員専用ページ」を参照。 

   生活・情報委員会では恒例の「古本市」を開催いたします。 

   文庫本・実用書・児童書・雑誌・漫画等、多くの書籍をご用意しておりま

す。 

   今回も皆様に安心してご来場いただけるよう、予約制での開催となりま

す。 

皆様のご来場を心よりお待ちしております。 

開催日時： 2023年3月4日（土）9：00～17：00 

開催場所： 三水会センター 会議室 

参加お申込み：古本市へのご来場は全て予約制となっております。 

   下記のリンクにアクセスの上、ご希望の日時に予約を入れてください。 

予約サイト：古本市の予約システム  
 

◆本のご寄付 

ご家庭で不要になった本をご寄付いただけける方は、三水会センターに

2月24日までにお持ちください。 

特に絵本等ございましたらお願い致します。 
 

◆ボランティア募集 

前日及び当日にお手伝いをしていただける方を募集しております。 

ご希望の方は、商工会事務局までご連絡ください。 

 

前日： 3月3日（金）11：00～13：00  

当日:  3月4日（土）9：00～18：00（9-12，12-15，15-18の3シフト） 
 

連絡先： 商工会事務局  

Tel： 281-493-1512  

E-mail： sansuikai@jbahouston.org 

 

 
   

   お助けマップは、ヒューストン生活に役立つ情報を発信する、商工会生活情報委員会のボランティア団体

です。 

      お助けマップＨＰのご紹介 
   お助けマップのHPではヒューストンに駐在中、駐在予定、及び駐在帯同のご家族へ向けて日本語で受け

られる医療サービス及び生活に関する情報、特に学校選び(学区情報や現地校で必要な予防接種、防災

マップなど)に関する情報を提供しています。新しくヒュースト

ンにいらした方はもちろん、ヒューストン生活が長い方にも何

かと役に立つ情報を掲載しております。 

   是非一度ご覧ください。 

 

               ボランティア募集 
   現在HPのお手伝いと学校や生活の情報をご提供(特に

Houston1ISD・Clear Creek ISD)をしてくださる方を募集してお

ります(経験不問・zoom対応可)。 

   月一回三水会センターにてのミーティングを中心に活動中

です。 

   HPの他、各現地校及び帰国子女教育等に関する情報もメンバー間で共有しております。 

   お問い合わせはHPのお問い合わせ窓口、またはメールよりご連絡ください。 

    商工会ソフトボール大会を今年はShadow 

Creek Ranchで開催予定です。昨年は3年ぶり

の開催となり、21チームが参加しました。女性、

子供、シニア枠があり、性別問わず幅広い年代

の方が楽しめるイベントです。今年も熱戦に期

待しましょう。 

 

開催月日： 2023年4月23日（日）  

＜雨天の場合： 5月下旬を予定、確定次第ご

案内＞ 

 

開催場所：  

Sports Complex at Shadow Creek Ranch（13050 

Shadow Creek Pkwy, Pearland, TX 77584） 

4/23  

ＨＰご紹介及びボランティア募集 

3/4 
商工会生活・情報委員会主催  

「 古 本 市 」 開 催  

https://www.jbahouston.org/members
https://www.supersaas.jp/schedule/SANSUIKAITOSHO/2023%E5%B9%B43%E6%9C%884%E6%97%A5_%E5%8F%A4%E6%9C%AC%E5%B8%82_(Used_book_fair)
ttps://www.jbahoustonotasukemap.com
ttps://www.jbahoustonotasukemap.com
mailto:otasukemaphouston01@gmail.com
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 5月6日（土）、5月7日（日）に、Japan FestivalをHermann Parkにて開催し

ます。全米で開催される日系のフェスティバルの中でも、最多の参加者を

誇るイベントの1つであり、毎年3万人以上の来場者を誇るヒューストンでも

有数のイベントになっております。 

 コロナ渦で2019年の開催を最後に中止となっておりましたが、今年は30

周年を記念するイベントと なり、4年ぶりの開催となります。また、今年は千

葉市との姉妹都市提携 50 周年を記念し、千葉市長一行の当フェスティバ

ルの出席も予定しております。 

 

 ジャパンフェスティバルでは日本の食べ物、日本人アーティストによるパ

フォーマンス、日本の文化を学べるアクティビテ、金魚すくいやヨーヨー釣

り、ゲーム、武道、アニメ/コスプレを通じて、日本の習慣や伝統を紹介し、

日米の絆を深めるとともに、ヒューストンが国際色豊かな多様性のあるコミュ

ニティであることへ貢献しています。 

 

 ＜ボランティア募集＞ 

 ヒューストン商工会は、「キッ

ズ 縁日」の運営を担当 し、例

年ボランティア を派遣してい

ます。  
 

 本年も多くの方々のご協力

が不可欠です。商工会の会

員やご家族の皆様にボラン

ティアとしてご参加いただき、

この一大イベントの屋台骨を

支えていただいております。 

 

 今年は今まで以上に盛大な

ものにすべく、ご参加ご協力

の ほど、よろしくお願い申し

上げます。 

 1月21日（土）、望月会館で日本人会の新年会が3年振りに開催されまし

た。補習校の終業時間に合わせて4時からの開会としましたので、補習校の

子供さん達も大勢参加されました。当日は予想を上回り400名近い参加者

になりました。 

 今年の新年会は石臼を三台を使用した親子餅つき、大阪のたこ焼き、宇

治金時のかき氷、いいちこの試飲、アサヒビール飲み放題と、演芸面では

雷太鼓、有段者による剣道の模範演技、ニューヨークで活躍中の三線民謡

歌手の公演を取り入れて盛り沢山のメニューになりました。 

雷太鼓のゴングで開催の合図が行われ松村副会長の司会で新年会が

始まりました。武智日本人会会長から新年の挨拶と今年の日本人会の方

針”人と人の繋がり重視“が説明され、村林総領事の挨拶の後、早坂商工

会会長の乾杯で新年会がスタートしました。 

 日本人会の新年会と言えば恒例の餅つき！今回初めて日本人会の新

年会に参加された方の中には、餅つきを見るのもやるのも初めてという方も

いて、臼の中のモチ米が搗きあがっていく様子を興味深く見つめていまし

た。搗きあがったお餅の味は格別で、きな粉、磯部、餡を満喫されました。 

舞台に目を移すと雷太鼓による大太鼓、小太鼓の演奏の圧倒的な迫力

で会場は盛り上がりました。その後には剣道高段者による演武と実際の試

合も行われ華麗な剣捌きと気合に緊張感が高まりました。NYから来ていた

だいた三線の歌手の愛世梨乃さんによる三線の演奏では、優しく柔らかい

音色に会場が包まれました。東京音頭の演奏に合わせて日本舞踊の先

生、総領事に踊って頂き会場は熱気で満ち溢れました。2階では日本の伝

統的なお正月遊びとして羽根つき、コマ回し等が用意されて子供達に大好

評でした。 

 また、日本人会恒例の本場大阪のたこ焼きもフル稼働。次々と焼き上

がるアツアツのたこ焼き、料理研究家による特注の鶏のから揚げと一緒

にアサヒビールののど越しといいちこのスッキリ感で大人たちの満足度は

向上。レトロなかき氷機による抹茶とあんこと練乳を使った「宇治金時」は

大人気で、1月にも拘らず長蛇の列が出来ました。 

 イベントの最後はお待ちかねの福引大会。今回は景品が多く事前抽

選も行われました。豪華景品にはユナイテッド航空様ご提供の米国内往

復券2枚、豪華客船乗船券10万円分、その他各企業やレストランから多

数のギフト券、食事券が用意されました。中でも今年の目玉は国際宇宙

ステーションに滞在されている若田宇宙飛行士の限定グッズを星出宇

宙飛行士から渡して頂く事でした。宇宙に最も近いと言われるヒュースト

ンならではの福引は今年も大盛況でした。 

 日本人会ではヒューストンコミュニティの皆様との「人と人とのつながり

の重要性」をもっと深く追求していきます。来年は商工会と新年会を共催

として更に拡大出来ればと思っています。 

 今回、新年会を支えて下さったボラン

ティアの皆様へは心から感謝いたしま

す。おかげさまで常に機動性があり前

向きな日本人会の新年会になりました。

次は一緒にジャパンフェスティバルを盛

り上げて行きましょう！新年会を楽しん

でくださった皆様、商工会だけでなく日

本人会の会員にもなってくださいね！ 

日本人会新年会 

Japan Festival

他団体便り 

ヨーヨー釣りのボランティア 



 

編 集 後 記 
  

  無事に新しい年も明け、新年会もいくつか参加

したところで、もう立春の候となりましたが、皆様い

かがお過ごしでしょうか。 

 1月末の春節では、ゼロコロナ政策の下で我慢し

ていた21億人もの人々が大移動をすると予想され

ていましたが、中国国内の移動は3億人と意外と

少なかったそう。心配されていた、コロナの感染拡

大も聞こえませんでした。他方で、アメリカ経済はリ

セッションの心配が続いているところ、コロナ規制

緩和による中国需要の増加で、世界の経済がどこ

まで回復するか、楽しみでもあります。 

 今月号では、新年会のご報告に始まり、各種イ

ベントの告知、食ぅすとん、旅行情報なども盛りだく

さん。寒暖差で体調を崩さないように気を付けて、

一年の内にそうそうない、暑くないヒューストンを楽

しみましょう。 

 今後も、皆様に役立つ情報を発信していきたい

と思います。お出かけの楽しかったお話、ご意見・

ご感想など、是非ご一報頂ければ幸いです。編集

部へのご参加もお待ちしております。 

（編集委員長 稲田徳弘） 
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。 
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■開催中 
King Tut’s Tomb  
@ Houston Museum of Natural Science 

ハワード・カーターによるツタンカーメンの王

墓発掘から100年、自然科学博物館では特

別展示がオープンしました。考古学史に残る

大発見を再体験してみてください。博物館の

会員は割引価格で入場できます。 
 

■展示中 
Aftermath of Obliteration of Eternity  
@ The Museum of Fine Arts, Houston 

水玉模様の創作物などで有名な日本人現

代アーティスト草間彌生さんのインスタレー

ションがヒューストン美術館で常設展示され

ているのをご存知でしょうか。灯籠流しに想

を得たという光の演出をお楽しみください。 
 

■Feb. 26 
Tour de Houston  

@ Hermann Square（開始地点） 

「ツール・ド・ヒューストン」という名前から容易

に連想できるとおり、長距離自転車レースの

イベントです。20マイル、40マイル、60マイル

の3コースがあります。 

■Feb. 28 – Mar. 19 
Houston Livestock Show and Rodeo  
@ NRG Park 

テキサスの春の風物詩と言えば何と言ってもロ

デオです。それに加えてライブや畜産ショーな

ど、様々なイベントが大集合。開催前の2/25に

はダウンタウンでパレードも行われます。 
 

■展示中-Mar. 12 
Robert Motherwell Drawing  
@ Menil Collection 

ヒューストン有数の私立美術館 Menil Collection

をご存知でしょうか。豪華な常設展示に加え、20

世紀の抽象表現主義の画家 Robert Motherwell

の特設展示も行われています。入場無料です。 
 

■Mar. 9 
Crystalline Resonance: Final Fantasy Piano 
Concert @ The Hobby Center 

世界的な知名度を持つ日本初のロールプレイ

ングゲーム Final Fantasy のコンサートが開かれ

ます。シリーズ各作品から選りすぐられた名曲の

数々をピアノの音色でお楽しみください。 
 

■Mar. 24-26 
Bayou City Art Festival  
@ 2023 Memorial Park 

日本では「芸術の秋」なんて言葉がありますが、

ヒューストンは春からアートが真っ盛り。現代

アートから音楽や料理、各種エンターテインメン

トまで揃った3日間のお祭りです。 

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。 

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 
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