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～ヒューストンで見る初夢～ 

 皆さま、新年明けましておめでとうございます。

穏やかで晴れやかなお気持ちで新しい年をお迎

えになっていることと存じます。旧年は当方にとっ

ても夏にヒューストン着任以降、大事な始動の時

期でしたが順調に滑りだすことができて、ほっとし

ています。ヒューストン日本商工会との緊密な連携の下、日本・テキサス

交流や日系コミュニティの増進によい成果を得ることができました。皆様

方から頂いた様々なご支援・ご協力に深く感謝を申し上げます。 

 さて2019年の年の初めということで、当方が見た初夢 －もしかしたら白

昼夢だったかもしれませんが－ を3つご披露したく存じます。 

 一つ目は、ヒューストン・アストロズの世界王者奪還です。 

 昨年秋のア・リーグ決勝戦での悔しい展開と結末を泣きながら見届けて

ヤケ酒を飲んで二日酔いになっていたのは当方夫婦だけではないでしょ

う。シーズン中は球場に何度も足を運び、エンゼルスが来訪した時だけ

こっそり大谷選手を応援したものの、覇者アストロズが「あくなき戦い」で

地区優勝を果たした時は、これはもう連覇は間違いなしと信じていまし

た。でも本年は必ず復活してくれるでしょう。GO，あす獲ろ（う）ぜ！ 

 次に、テキサス高速鉄道の起工式です。 

 これはヒューストン在住でお仕事等々により度々ダラス方面を往復され

る方は誰もが見たい夢でしょう。当方もほぼ毎月のペースで飛行機を利

用して出張しておりますが、いかんせん300マイルと距離が中途半端に

遠いですね。朝一で新幹線に乗りこみヒューストン駅をパンとコーヒーとと

もに出発し、夕方まで仕事をこなして帰りはダラス駅で駅弁とビールを

買って夜のうちにいい気分でヒューストン帰宅、というのが当方の見た夢

ですが、せめて先ずは起工式だけでも。 

 最後にこれがもっとも現実的ですが、日本とヒューストンそしてテキサス

のさらなる関係強化です。特にビジネス面では、日本商工会を中心とし

て日系企業の活動と存在感は当地で着実に増しています。日系企業は

地元の開発戦略に沿った形での雇用増進のみならず、文化、教育、環

境保全など地域社会のためになる社会貢献になべて積極的であるという

嬉しい賛辞を頻繁に頂きます。本年は大型プロジェクトの始動も幾つか

控えていますが、今後ともそのような理想的な形での関係強化を日本商

工会と手を携えて進めていきたいというのが当方の正夢です。 

 本年は猪の年ということですが、古来より猪のお肉を食べる山の猟師は

病気知らずということで、これは様々な栄養素に富んでいるおかげらしい

です。まあヒューストンではボタン肉は入手困難ですが、猪のイメージ「無

病息災」をモットーにしつつ、一年を通じて皆様が元気で楽しい年を過ご

せるよう、そして初夢がすべて正夢になるよう、ここに祈念申し上げる次

第です。本年もどうぞよろしくお願い致します。  

平成31年正月吉日 

在ヒューストン日本国総領事 福島秀夫 
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～記憶の起点となる年～ 

 新 年 明 け ま し て お め で と う ご ざ い ま す。 

 会員の皆様には、輝かしい新春をお迎えのこと

と、心からお慶び申し上げますとともに、当商工会

の活動にご支援ご協力を賜り、心より感謝申し上げ

ます。 

 この原稿を書く前に代々の商工会会長の新年の挨拶を読んでみました。

様々な出来事が語られておりましたが、それほど遠くない前の話が今読むと

「いつのことなのだろうか？」と思うくらい、年々変化が激しく先が読めなくなっ

ているのだと感じました。この挨拶も将来読み返すことが有るならば、「そんな

時代も有ったな」と懐かしく思うのかもしれません。 

 本年は日本では平成最後の年となり、元号が変わります。元号が新しくなっ

た年ということで、これから何年経っても、記憶の起点となる年になると思いま

す。来年に向けて東京オリンピックの準備も忙しくなることでしょう。アメリカは

昨年中間選挙が終わり、これからは2年後の大統領選に向けた動きが活発に

なってくるでしょう。昨年いくつかの国で大統領が交代した中南米の政治、経

済の動向がアメリカに少なからず影響するでしょう。世界主要国の通商政策

や気候変動に対応する政策・活動がどの様に変わっていくのか大変気になる

ところです。 

 今年の干支は、亥となりますが、正確には己亥となり、守るのが良い年と言

われています。さて、本当に守った方が良いのか、或いは攻めた方が良いの

か、何年か後に振り返った時に分かることなのかもしれません。 

 当商工会は昨年12月11日現在で正個人会員740名、正団体会員117社と、

過去最大規模で推移しております。また、当商工会が運営支援している日本

語補習校の生徒数は約518名に達しています。ジャパンフェスティバル、ソフ

トボール大会、ピクニック、テキサス六者交流会、古本市、ビジネスセミナー、

ゴルフ会などのイベントを他団体の方々と協力しながら開催してきておりま

す。本年も様々なイベントを通して皆様の相互援助・親交やヒューストンコミュ

ニティーとの交流の促進を進めていきたいと思います。また、当商工会のホー

ムページやガルフストリームを通じて様々な役立つ情報を引続き提供してい

きますので、是非ご活用下さい。 

 本年が会員の皆様にとりまして素晴らしい一年となりますことを祈念し、年頭

のご挨拶とさせて頂きます。 

平成31年正月吉日 

ヒューストン日本商工会会長  小風 寧   

ヒューストン日本商工会会長  在ヒューストン日本国総領事  

小風 寧   福島 秀夫  

ヒューストン日本商工会 理事委員会 
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平成30（2018-2019）年度 12月度 商工会理事委員会 議事録 

会員限定 
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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。 

 Computerdojo, Inc. は主にヒューストン地

区にてITコンサルティングのサービスを提

供している会社で、前身のGold Castle, Inc.

の時期を含めますと22年の歴史がありま

す。ITと一言で申しましてもかなり幅広い業

務があります。サーバーやネットワークを構

築する、またこれらのインフラがダウンしな

いようなデザインにしたり、問題が起きても

短時間で修復できるように監視することも

業務の一環です。ハリケーンや洪水が起き

ても業務が止まらないというのは当地のユニークなニーズと言えます。弊

社のお客様は現在100%マイクロソフトのOffice365にてメールを運営され

ています。新しく弊社にてサービスを提供することになったお客様から自

社のメールサーバーをクラウドのOffice365に切り替えたいという要望を

承るのはよくあるお話で10年前と比べるとクラウドに対する信頼感も随分

と変わりました。また、近年同社のSharePointもニーズが高くなっていまし

て弊社でもこちらを使ってビジネス・ツールを構築することが増えてきまし

た。 

米元 錦城さん 

 Computerdojo, Inc. 

 また、ユーザーの方々のオンライン・アクセスを制御したいという要望も

高まりつつあり、こちらもクラウドのサービスで効率の高いツールが現在

利用できます。 

 書き始めますと紙面が足りなくなってしまいますが弊社はお客様の会

社にITの専門家がおられてもおられなくてもニーズに合わせたサービス

を提供してきています。  
 

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。 

 ヒューストンは全米一の多人種(diverse)都市と言われています。そのお

かげで世界各国の本場の料理が手近にしかもお安く食べられますので

とても気に入っています。また、近年高くなってきてはいますが他の大都

市と比べて住居費はまだ安いと思います。当地に来てからほぼ30年経ち

ますが年々郊外で宅地開発が進んでいます。初めてヒューストンからサ

ン・アントニオに車で行った時のことですが、KatyのFry Roadのガソリンス

タンドで給油しました。I-10を西に走ってHighway 6を超えますと急に建

物が少なくなりFry Roadまで何もなかったですね。それでKatyからダウン

タウンまでの距離を本当に通っている人がいるのだろうかと疑問に思った

くらいです。ところがその8年後には私自身がKatyに家を買うことになりま

した。（笑） 

 

３．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

 大都市の娯楽（スポーツ、音楽、バレー、オペラ）が全部そろっていま

すし、ちょっと外へ出れば広大な大自然の中で釣り、狩猟、バードウォッ

チングなどが簡単に楽しめます。私は特にバードウオッチングが好きで

車には双眼鏡が常備されています。今日も近所の野原で2種類の鷹がけ

んかしているのを見つけしばらく観察していました。また、数年前に拳銃

携帯免許を取得して時々グループで射撃練習しています。ご興味のある

方はお知らせ頂ければどなたでもご案内させていただきます。 

古本市のご報告 

今年度初回であり、新しい三水会センターでの

初めての古本市を12月1日(土) にボランティアの

皆様や三水会事務局のご協力により、当センター

会議室にて、無事開催することができました。 
 

昨年度最後の古本市は雨で寒かったですが、

今回は天気に恵まれ、150人ほどのお客様にお越

しいただきました。 以前の三水会センターでは、

整理券をお渡しして、ご入場いただくまで廊下で

待っていただきましたが、現在の三水会センター

の会場となった会議室のスペースは広く、長くお

待たせすることなく、ご入場いただくことができまし

た。古本は、前回と同様、文庫本が最も多く、会場

中央の大きなスペースに、著者名で「あいうえお」

順に仕分してぎっしり並べられ、その他の本は壁

を囲むようにジャンル別に並べられました。古本の

中でも、一番人気は絵本や児童書で、この日を楽

しみにご来場くださる方々が毎回増えてきておりま

す。どうしても児童書の冊数には限界がございま

すため、人気のジャンルにつきましては、少しでも

たくさんの方々に見ていただけるようにとの配慮か

ら、今後はお一人様がご購入できる冊数に制限を

つけることも検討中です。 そこで、使用しなくなっ

た絵本や児童書をお持ちの方は、是非図書館に

お立ち寄りいただき、児童書をご寄付いただけると

とても助かります。皆さまのご協力を心よりお待ちい

たしております。この度の収益金は$1,118.00で, 

篤志の方からの$17.02のご寄付と合わせると、

$1135.02 となりました。収益金はピーカンキッズや

お助けマップ、ショーイングジャパンの運営や活

動、古い本棚の買い替え等の図書館を充実させる

ための備品購入に充てる予定でおります。 
 

今回の古本市にはJBA Houston Foundationより

寄 付 を 受 け、日 本 へ 短 期 留 学 を し たClements 

High Schoolの学生さんたちがボランティアに駆け

つけてくれました。ボランティアの学生さんたちは

研修旅行で既に日本を訪問さ

れており、知っている日本語を

トライしたり、ボランティア以外

の方々でも日本語や日本の文

化に興味のある現地コミュニ

ティーの家族連れも多く来客さ

れ、日米交流の場としても役

立ったのではないかと感じられ

ました。この度は何人かの現地

コミュニティーの学校の先生よ

り、学生の方々に古本市のお

知らせをお送りいただき、前回よりたくさんの現地

の方々にご来場いただきました。 

お越しいただいた皆様、またボランティアの皆

様にはこの場をお借りして心よりお礼を申し上げ

ます。次回の古本市も引き続き皆様が心待ちにし

てくださるイベントになるように、より充実した内容

にてご案内できるよう、色々な工夫を取り入れて、

ボランティアの方々と準備してまいります。今回の

古本市についてお気づきの点などがございました

ら、今後の参考にさせていただきますので、是非

ご連絡ください。 
 

連絡先：商工会事務局 sansuikai@jbahouston.org 

（文責：生活・情報委員長 根本真樹子）   

Hallwayで待っている来客者 

ボランティアの方たちとのランチ 
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 トヨタ自動車（株）テキサス工

場は、2018年10月に創業15周

年を迎えました。サンアントニ

オ市南部に工場を構え、同敷

地内に所在する23社の仕入先

様 を 含 め、7,000名 を 超 え る

チームメンバーと共に、ピック

ア ッ プ ト ラ ッ ク のTUNDRAと

TACOMAを生産しています。 

 ピックアップトラックは、ここテ

キサス州では半数以上の家庭で1台は保有しているというくらいに、人々

の生活に浸透しています。その使われ方も、トラックと聞いてすぐに思い

浮かぶような業務用途だけには限られません。その走行時の快適性や

安心感から、多くの人々が通勤・通学・買い物等の日常生活に利用して

ジャパンブランド 
天皇誕生日祝賀レセプション  

 多くの皆さまがご存知のとお

り、ヒューストンにはクリアレイク

地区にNASAジョンソン宇宙セ

ンターがあり、国際宇宙ステー

ション（ISS）の運用を始めとした

有人宇宙活動の米国内拠点と

して位置づけられています。

JAXAはここヒューストンに駐在

員事務所を設け、日ごろから

ISSの運用に係るNASAとの調

整 や、日 本 人 宇 宙 飛 行 士 の

NASAでの活動支援などを行っ

ています。 

今回の出展では、3つの展示をさせていただきました。１つ目は、日本

がISSに提供している日本実験棟「きぼう」の模型です。これまで「きぼう」

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）  

High-Speed-Railway Technology Consulting Corporation (HTeC)   

トヨタ自動車（株）テキサス工場   

 テキサス高速鉄道計

画は、ヒューストンとダ

ラス／フォートワース

の2大都市圏間を、東

海道新幹線型のトータ

ルシステムであるN700

-I Bulletで結ぼうという

もので、完成すると両

都市圏は90分で結ば

れる予定です。現在、開発主体である米国企業Texas Centralが、民間事

業として建設資金調達に向け計画策定等の準備を進めています。 

 JR東海は、本プロジェクトに、プロモーションの段階から関与し、支援を

行っています。弊社（HTeC）は、プロジェクトオーナーであるTexas Central

の技術コンサルタントとして、東海道新幹線の知見をもとに技術支援を行

うべく、2016年5月にJR東海の100%出資会社としてテキサスに法人登記し

 2018年12月6日（木）、福島総領事夫妻の主催により行われた天皇誕

生日祝賀レセプションにおいて、アメリカの方々への広報として、恒例

の「ジャパンブランド」と題する当地日本企業の紹介ブースが設けられ

ました。 

 今年は、JAXA、JR東海、TOYOTAの三社に参加いただきました。今

回で8回目となる同展示につき、各ブースについて各社よりご報告いた

だきました。                     （総領事館）  

います。また、その大きな牽引力を利用した自家用レジャーボート・キャ

ンピングカーの運搬、高い走破性を活かしたオフロード走行、といったレ

ジャー用途にも盛んに利用されています。 

 今回のレセプションでは、大型ピックアップトラックであるTUNDRAの

オフロードシリーズ「TRD*-PRO（*トヨタ・レーシング・デベロップメント）」

2019年モデルを展示させていただきました。レセプションが開催された

夕刻にも映えるよう、限定カラーである明るい青色（VOODOO BLUE）の

車両を選択しました。高性能ダンパーの装着等によりオフロード走破性

能を更に向上させたことに加え、フロントグリルに初期の「TOYOTA」

マークを装備するなど、力強さを前面に出したモデルです。 

 これからもお客様に楽しく安心してお乗りいただける“もっと良いクル

マ”づくりを追求しながら、地域社会の更なる発展に貢献していけるよう、

日々努力して参ります。 

（文責：トヨタ自動車（株）テキサス工場）  

が各国の様々な宇宙実験に活用されてきた様子をご紹介させていただき

ました。2つ目は、サバ缶やカレーラーメンなどの「宇宙日本食」です。

JAXAが食品メーカー様などからご提案いただいた食品を「宇宙日本食」

として認定していることや、ISSでの食生活の様子をご紹介させていただき

ました。3つ目は、現在ヒューストンを拠点に活動している野口宇宙飛行

士と星出宇宙飛行士のパネルと写真です。野口宇宙飛行士は、2019年

おわり頃から半年間ほどISSに長期滞在する予定であり、また、星出宇宙

飛行士も2020年5月頃から半年間ほどISSへ長期滞在する予定で、それ

ぞれヒューストンを始めとした各国で訓練に励んでいる様子をご紹介させ

ていただきました。 

今回の出展では国内外の多くの皆さまから様々なご質問や応援の言

葉を頂戴しJAXAへの期待の大きさを改めて感じました。今後も日本が世

界の宇宙開発の中で大きなプレゼンスを発揮できるように尽力してまいり

ますので、引き続き皆様のご理解とご協力を頂ければ幸いです。 

（文責：JAXAヒューストン駐在員事務所） 

ました。現在18名の社員がダラスに勤務し、鉄道システム全般、すなわ

ち土木構造物・軌道・車両・電力設備・信号設備・運行管理・修繕保守・

訓練計画等に関する支援を行っています。また、2018年8月には、テキ

サスにJR東海のもう一つの子会社、High-Speed-Railway Integration 

Corporation （HInC）社が設立されました。HTeCが発注者側コンサルタ

ントであるのに対し、HInCは日本メーカーと共に、車両・電力設備・信号

設備といった鉄道コアシステムの供給について、受注者の立場から

Texas Centralと協議・準備を行ってまいります。 

 レセプションでは、プロジェクトの概要と東海道新幹線型システムの特

徴の説明、ならびにN700-I Bulletの車両模型展示を行いました。多くの

みなさまからご質問や応援の言葉を頂戴し、当プロジェクトに対する関

心と期待の大きさを実感いたしました。プロジェクト完遂に向け、持てる

力を出し切ってまいりますので、引き続きみなさまのご支援をよろしくお

願いいたします。 

（文責：HTeC） 
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が慌ただしくなることは想定内でした。しかし、意外だったことは、クラス

の子供たちがまるで自分の子供のように感じられることです。運動会の

徒競走や音読発表会の時には、私も保護者の方々と同様に緊張感

だったり、成長に対して感謝する気持ちを感じています。 

 

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. 子供の個性あふれる発言に笑い、クラス内での小さな事件に驚き、

お友達同士が衝突しても握手で仲直りをする様子を見る度にやりがい

を感じます。特に私が好きな瞬間は、子供たちを笑わせるネタを用意し

て、それが大ウケしたとき。もう１つは、私が教室に入室する際、子供た

ちが教室内で隠れていて、私をビックリさせるときです。何度も引っか

かっているのですが、満足そうな子供たちの笑顔が最高に可愛らしいで

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. 週に１回という限られた時間の中で各授業、ポイントを絞って効率よ

く進めるように授業準備をしなくてはなりません。しかし、たくさんの事を

学んでほしいという願いから、４５分間の授業で消化できるほどポイント

を絞ることがでできないこともあります。そんな時には、先輩の先生に授

業の進め方などを相談して解決するようにしています。 

 

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. 教えるという事を通して、今まで自分が知らなかった自分と出会える

チャンスがあり、大変、やりがいがある仕事です。私自身の子供２人も補

習校に通っています。子供たち２人は、学級担任として奮闘する「働く母

親」を見ることにより、大変良い刺激を受けているようです。また、家庭内

では異学年の教科書が３冊ならび勉強することが日常で、かけがえのな

い時間になっています。 

先生体験記  

ヒューストン日本語補習校 カネカ工場見学お礼の会 

あったら「なぜか」と質問し、いろいろなことに疑問をもって勉強に励ん

でください、とのメッセージをいただきました。 
 

 今年度も当補習校の児童が社会科見学を実現できましたのも、ひと

えにカネカノースアメリカの新開様はじめ皆様の多大なるご協力のおか

げです。教室では学ぶことのできない大変貴重な経験をすることができ

ました。事前打合せから見学当日、そしてお礼の会と、お忙しいスケ

ジュールの中、子供たちのためにご尽力いただきまして誠にありがとう

ございました。この場をお借りし、改めて御礼申し上げます。今後も引き

続き社会科工場見学が継続されることを心より願っております。 

 

(ヒューストン日本語補習校 第三学年担任教員一同) 

 11月10日、カネカノースアメリカの皆様のご厚意により、小学部3年生の

社会科授業の一環である工場見学が実施されました。普段なかなか入る

ことのできない工場内。子供たちは真剣な眼差しで工場内の様子に目を

向け、メモをとりながら熱心に説明を聞いていました。カネカが作っている

目に見えない製品が私たちの生活のまわりに使われているということに

驚き、化学のおもしろさや魅力に触れることができました。 
 

 12月15日、見学のお礼を伝える場として、カネカの新開様、樋口様、小

林様を補習校へお迎えして、工場見学お礼の会を開催しました。まず、

各クラスの代表が、見学の感想とお礼の手紙を、感謝を込めて読み上げ

ました。見学してわかったことや印象に残ったことを具体的に示して、

堂々と立派に発表することができました。そして、ファイルに綴じた3年生

全員が書いたお礼の手紙とポスターを手渡しました。質疑応答の時間で

は、子供たちの一人一人の質問に、カネカの皆様は大変丁寧に答えてく

ださいました。最後に、カネカの皆様から子供たちへ、わからないことが

A  Q. 補習校に勤められたきっかけは何で

すか？ 

A. 以前、サウスカロライナにある小さな補

習校で教員としてお世話になっていまし

た。ヒューストンへの引越し後は、保護者

に徹しようと思っていたにも関わらず、忙し

そうに動き回っている先生方を見て寂しく

感じているところを、校長先生からお声がけいただきました。 

 

Q. どのような教員を目指していますか？ 

A. 子供たちを認め、たとえ失敗しても、その頑張りに対して上手に褒め

ることができる教員になりたいです。また、子供のことを理解するのではな

く、子供たちにも私のことを理解してもらうために、一緒に学んだり、走り

回ったり、子供たちと一緒に成長し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1年生のクラス担任として、国語、算数、合科と呼ばれる、リコー

ダー練習や季節ごとの行事、日本の学校文化について教えています。 

 

Q. 補習校勤務を始めて、期待通りだったことと意外だったことは何ですか？ 

A. 平日に授業の準備をしたり、テストの採点をつけるので、日々の生活

Q  
 金子陽子先生 

勤務年数：3年目 

ビザの種類：グリーンカード 

＋ 

ヒューストン 

日本語補習校 

教員 

募集中 
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ら急に息切れが激しくなり、また足取りも重く、登るペースがどんどん落ちてく

る。酸素が薄いのが実感できた。しかしもともと高い標高で暮らす地元と思われ

る人たち、女性、子供、犬も全く普通に登っていく。中には赤ちゃんを背中に背

負いながら、またマウンテンバイクを担ぎ登っているつわものもいた。自分は当

然どんどん抜かれ、気持ちが沈んで行く。心の中ではデンバーの標高は1,600

メートル、ヒューストンはたったの13メートルなのだからやむなしと自分に言い聞

かせるのだが。登るにつれ足場が悪くなり、それがますます体力を消耗 させて

いく。出発して4時間経ったところでやっとピークと思われる場所に近づいたが、

なんとそれはピークではなくさらにその奥にピークらしい形をした頂きがあり愕

然とした。もう気力だけで再び登り始める。 

 しかしその頂上らしき所に来ると、またまたその先に同じような景色が現れる、

もう本当にいい加減にしてほしいと思ったが、結局3回騙された。そして出発し

て6時間、体力、気力も限界であったがやっと本当の頂上(4,401メートル)に到

着した。 

 疲労婚憊で登頂の感動はさほどない。頂上でおにぎりを食べようと持参して

いたが、食欲はなく無理やり1個だけ食べた。午後は天候が変わりやすいため、

20分の休憩で下山開始（午後1時）。下山は登りよりは多少は楽ではあるが、結

局3時間半かかり夕方16:30駐車場に帰還した。

往復15キロ、標高差1,311メートル。残念ながら

今回は急性高山病(多分)に苦しみ、予想以上

に時間がかかってしまった。しかし今回のルート

はClass 1に分類されているが、頂上までの行程

が明確であり、危険な箇所もなく、また難しい技

術も必要ないということがそのRating の理由で

あろう。駐車場から1時間、Frisco（Dillon湖のほ

とりの小さな町）のホテルに宿泊。湯船につかり

夜8時には就寝した。先ずは6日間の戦いの初

戦を終えた。 

＜2月号に続く＞ 

 

（文責：Marubeni  America Corporation 平澤暢人） 

 ところでBackcountry Campingという言葉を聞いた事があるだろうか？  

 キャンプには2つのパターンがある。一つはいわゆる一般的なキャンプである。

キャンプグランドには飲料水、トイレ、ゴミ捨て場、中にはコインシャワーも備えて

いるところもあり、また各キャンプサイトにはテーブル、ベンチ、キャンプファイ

ヤーピットが設置されている。キャンパーは自家用車でそのサイトまでアクセス

でき、器材・食材を持ち込めるため、誰でも手軽にキャンプをすることができる。 

 一方Backcountryキャンプというのは、いわゆる野営である。事前に国立公園

事務所で許可証を取得し、飲料水などすべてを担いで山中奥深く入り、指定さ

れた区画にテントを張るのである。焚き火は厳禁であり、持参した携帯用ガスコ

ンロだけでお湯を沸かし、それを注いでキャンプフードを食べるのである。また

ほとんどの場所が熊の生息地であるため、食糧を保管するためのBear Canister

（一番小さくでも直径、高さ25センチ、分厚い樹脂性なため重さが500グラムもあ

る）の持参が義務付けられており、付近のキャンプショップでレンタルしなければ

ならない。当然ゴミは全て持ち帰る、人間がそこにいたという形跡を一切残して

はいけないのである。 

 

 さて、今回の挑戦は、14ersの2座登頂＋バックカントリーキャンプの組み合わ

せとなる。4,000メートルを超えるトレッキングに当たり、最大の難題は如何に高

山病を引き起こさないようにするかということであった。これが昨年のグランドキャ

ニオン横断（ガルフストリーム2018年2、3月掲載）にはなかった大きな相違点で

ある。高山病は人によっては1,500メートルでも発症する、特に3,500メートルにな

ると発症する確率は劇的に高くなり、症状が深刻になると生死にかかわりかねず

トレッキングは中止せざるを得ない。高山病の予防法としては、登山前日は十分

に睡眠をとる、直前に大量の水を飲む、登山中は意識的に深く息を吸うこと。ま

た高山病予防薬ダイアモックスを処方してもらい前日から摂取するのも効果が

あるらしく、筆者も予め処方してもらった。しかし結論から言うと、初日から最後ま

で急性高山病に悩まされた。息切れがひどく、一番困った症状は食欲が全くな

い。常に吐き気と戦いながら特にLongs Peakでのキャンプ中は、水以外は一切

口にすることができなかった。そのおかげで胃酸が胃壁を刺激、急性胃炎となり

ヒューストンに戻っても回復するまでしばらく時間がかかった。また気圧の関係

で鼓膜の調子も思わしくなく医者に診てもらい薬を飲んだ。いずれにせよ満身

創痍で何とか2座の登頂は達成したものの、その代償は小さくなかった。 

 それでは、6日間に亘るチャレンジを振り返ってみたい。 
 

 8月3日 PM10:00 デンバー空港に到着。すぐに

レンタカーで夜通し3時間のドライブ。 

 8月4日 AM2：30 Mt. ElbertのNorth East Ridge登

山口に到着。標高は3,090メートル、気温は4℃。車

中で2時間仮眠をする予定であったが、寒くてとても

眠れず。車のヒーターを断続的に入れながら日の出

を待った。登山口駐車場は午前3時の時点で既に約

20台、日の出前には満車、あふれた車が延々と路上

駐車していた。Mt. Elbert頂上までには3トレイルあ

り、このNorth Eastルートが最も易しいということで、本命の“Longs Peak” 登頂

の前に足慣らしの目的でまずこの山を登ることにした。しかし実際のところは

Class 1且つ最も容易なNorth Eastルートとは言え、れっきとした14ersなのであ

り、そんじょそこらの山とは違うのである。先に申し上げるが、登ってみて自分の

考えがいかに浅はかだったかということを見事に思い知らされたのであった。結

局一睡もできずに空が白み始めた5時45分にスタートした。高山病予防の観点

からもっともやってはいけない徹夜明けの登山となってしまった。 

 6時10分夜明け。天気は快晴。冷気が心地よく、順調に森林の中を歩く。続々

とトレッカーが登ってくる。出発して2時間で森林境界線(約3,600メートル)に到

着し、遂に山の全容が現れた。 

 そこには、蟻が一列に並んで行進しているが如く人が頂上を目指しているの

が見える。頂上が見えたということで精神的には少し楽になったが、このあたりか

 アメリカ大陸には標高14,000フイート（4,267メートル）を越える山が96座あり、登山関係者の間では“Fourteeners”と呼

ばれている。そのうち53座がコロラド州に集中しており、それぞれの山の特徴、トレッキングルート、トリップレポートなどの

情報を14ers.comで取得できる。特にこのWebsiteではトレッキングルートの難易度によって53座の山を難易度が上がる

順にClass1＜Class2＜Difficult Class2＜Easy Class 3＜Class 3＜Class 4の6つのカテゴリーに分類しており、登山者が

挑戦する山及びルートを選定するにあたり大変有益な情報が掲載されている。今回筆者は、コロラド州で最も高い標高

4,401メートル“Mt. Elbert”(Class 1) 及びロッキー山脈国立公園のシンボルである標高4,346メートル“Longs 

Peak” (Class 3)の2座の山に挑戦、その体験記を3回に渡ってお伝えしたい。 

 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C0%A5%A4%A5%A2%A5%E2%A5%C3%A5%AF%A5%B9
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住宅所有者・レンターズ保険での損害賠償責任の補償 

無事に発行が出来た事に対して編集委員の皆様へ感謝を申し上げると

共に、休む間もなくやってくる2019年も全員で本誌の発行に取り組んで

行く事を誓いました。 

ガルフ編集委員の慰労会 

編集委員は随時募集しております。少しでも興味のある方、先ずは編

集委員会へ体験参加してみませんか？ヒューストン商工会ホームページ

のガルフストリーム誌掲載ページ（https://www.jbahoustongulfstream.com/）

より、お気軽にお申し込み下さい。 

昨年の12月22日（土）に、ガルフ編集委員の慰労会が三水会センター

会議室にて開催されました。編集委員会は毎月１回第3金曜日に開催して

おりますが、委員会開催後から印刷業者への入稿までの約半月の間は、

全てがメールでやり取りが行われます。それぞれが仕事や家庭を持つ中

で、原稿作成や校正の催促、レイアウト案へのコメントなどが行われており、

編集委員同士の連携は欠かせず、一層のコミュニケーションを図る目的も

あり、慰労会開催の運びとなりました。 
 

今回の慰労会には、編集委員とその御家族を対象として、18名の方に

お集まり頂きました。普段の委員会での会話は、翌月以降のガルフ誌の記

事になりそうな話題に限られますが、そのようなプレッシャーが無い中で和

やかな時間を過ごし、また御家族の方々との会話を通じて、お互いに普段

とは違った側面を知り合う事が出来ました。2018年のガルフ誌が12ヶ月間、

 これらの保険の損害賠償といわれてまず思いつくことは、第三者が被保

険者の敷地内で転んだりして怪我をしてしまった場合などではないでしょう

か。しかし、補償は敷地内の事故だけではなく、外で起きた事故にも適用

されます。例えば、 

 • 散歩中、自分の犬が他人を襲い怪我をさせてしまった場合 

 • 自分が打ったゴルフボールで他人に怪我をさせてしまった場合（＊な

お、2016年6月に掲載 さ れた記 事 で「加 害者 の無 謀または 意図 的

（reckless or intentional）な行為で怪我をさせたとの証明がなければ加

害者に責任はない」と見解を述べましたが、それでも訴えられた場合） 

 • 友人宅を訪問中、誤って物品などを破損してしまった場合 

 

などが補償の対象になります。また、万が一訴えられれば、保険対象にな

りうるクレームであれば、そのクレームの正当性に関わらず被告弁護も提供

してくれます。（＊当職の扱った案件で、某大学のフラタニティの入会式で

一気飲みをさせられ、急性アルコール中毒で翌日死亡した学生の家族

が、一気飲みを強要した仲間の学生を訴えた際、訴えられた学生の実家

で加入していた住宅所有者保険のLiability Coverageから被告弁護費用が

支払われました。） 

 

 しかし、被保険者に対するすべての損害責任がカバーされるわけではあ

りません。保険対象外の例として、 

 • 故意による損害 

 • 業務・利益目的の活動により発生した損害 

 • 自動車・飛行機などの運転や使用による損害 

などが挙げられます。 

 

 上記は一般的な説明ですが、ここ訴訟大国アメリカで起きた住宅所有者

保険上での損害補償に関する興味深い事件を、テキサス州の判例をもと

にいくつか紹介します。 

 

ステートファーム対S.S. 1993年 

 ある女性がヘルペスをうつされたと相手の男性に対して訴えを起こした。

男性は自分がヘルペスの感染者であると知りながら、無症状であればパー

トナーには感染しないと信じ、その女性には知らせていなかった。男性は

保険会社に弁護・補償を請求するが、保険会社は故意による損害はカ

 通常の住宅所有者・レンターズ保険（Homeowners/Renters Insurance）

の補償は、大きく分けて2種類あります。1つ目は、火災やハリケーンなど

で保険対象となる建物や所有物に損失があった場合の、いわゆる天災に

よる被害の補償です。2つ目は、第三者に怪我をさせてしまったり、他人

の所有物を壊してしまった場合の、人災による損害賠償責任の補償で

す。今回は、その保険適用範囲があまり知られていない後者（損害賠償

責任の補償＝Liability Coverage）についてお話をします。 

バーされないと主張した。テキサス州最高裁判所は、性行為そのものは故

意によるものであっても、その女性にヘルペスという病気をうつし、被害を

与えるという意図がなかった可能性があるとして、保険会社の主張を棄却

した。（＊但し現在では、通常、性感染症に基づくクレームは保険対象外

として明記されている。） 

 

ジュリアン対ミッドセンチュリー 2002年 

 息子を殺害された母親が、犯人の両親に対し親の教育・監視に過失が

あったと主張し損害賠償を請求した。両親は、住居所有者保険での補償

及び被告弁護を請求したが、それを否定されたため、保険会社を訴えた。

保険会社は、殺人という意図的行為がなければ発生しなかった事件なの

で保険の対象外であると主張した。しかし、ダラス高等裁判所は殺人を犯

したのは犯人個人であり、殺害の意図のない両親に犯人の意図を不当に

帰するべきではないとし、保険会社の主張を退けた。 

 

トリニティーユニバーサル対カウアン 1997年 

 被告はスーパーで写真現像をする店員として働いていた。ある日、現像

を依頼した女性のフイルムの中にその女性のヌード写真が入っているのを

見つけ、店員はそれをコピーし友だちに渡していた。その友だちが別の友

だちにその写真を見せたところ、その別の友だちが女性の知人だったた

め、女性がそのことを知って店員を訴えた。店員の住居所有者保険を扱っ

ていた保険会社は、被告の行為は「事故」ではなかったとし、補償・被告弁

護の提供を否定した。その後、写真をコピーして渡したのは意図的であっ

たが、女性に対して精神的苦痛を与えるつもりはなかったと店員は主張

し、保険会社を提訴した。テキサス最高裁判所は、店員にそのような意図

はなかったとしても、女性への傷害は十分予想できたとして、これが「事

故」ではなく、保険対象外であると判決を下した。 

 

 これらの判例を読み返し、今更ながら「保険が民事訴訟を促す」と言った

ロースクールの教授の言葉に納得しています。  

免責事項 

 当コーナーは、読者の皆様が身近に感じられると思われるトピックについ

てわかり易く、かつ一般的な法律知識を提供する場所であり、法律的又は

その他のアドバイスを提供する目的としたものではありません。記載した内

容の正確性・妥当性の確保に努めてはいますが、その利用によって利用者

等に何らかの損害が生じた場合にも、一切の責任を負うものではありませ

ん。また、読者の皆様に「これは面白そう」というトピックのアイデアがありまし

たらメールでお知らせください。今後、このコーナーで皆様のご意見を可能

な限り反映させていただければと考えています。 

Kenichi Yagi TX•NY州弁護士 
Adair Myers Graves Stevenson PLLC  

Cell:713-392-1092 • E-Mail: ky@am-law.com 
 

mailto:ky@am-law.com
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―あそぼーかい― 

12月の「あそぼーかい」は12月6日（木）と8日（土）に開催されました。両日

とも寒い日でしたが、沢山のちびっ子が元気いっぱい、お母さんやお父さ

んと遊びに来てくれました。12月のテーマは「クリスマス」。ちびっ子が大好

きな、あの特別ゲストも来てくれて、会場はクリスマスムード一色でした。  

はじまりのあいさつ 

 あそぼーかいのマスコットキャラクター、トラお君・トラ子ちゃんが登場してみ

んなにごあいさつ。あそぼーかいの歌をみんなで元気に歌いました。クリスマ

スにはサンタクロースが、良い子の所にプレゼントを持ってきてくれることも教

えてくれましたよ。ちびっ子のところにもサンタクロースは来てくれるかな? 

エプロンシアター「てぶくろ」 

 雪の降る寒い森の中、子犬と歩いていたおじいさんは、手袋を片方落とし

てしまいます。そしてそのあたたかそうな手袋の中に、次から次へと動物たち

が入っていきます。「中にいるのはだあれ?」「入れて～」

「どうぞ～」 ねずみ、カエル、うさぎ、他にも次々と…、

最後にはクマまで、ぎゅうぎゅう詰めで入ります。手袋は

今にもはじけそう…。おじいさんが手袋が片方ないのに

気付き、子犬と共に探しに戻ります。子犬の吠える声

に、動物達は…。 

 ちびっ子達はどんど

ん手袋の中に入る動物

達に興味津々! 手袋か

らいなくなった動物たち

はどこへ? ちびっ子達

はびっくり&楽しくエプロ

ンシアターを楽しんでい

ました。 

うた  

 “あわてんぼうのサンタクロース” “あかはなのトナカイ” 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

あそぼーかい      
mama.asobokai@gmail.com 
読み聞かせの会  
houstonyomikikase@yahoo.co.jp  

＊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。 

サンタクロース登場! 

 “あわてんぼうのサンタクロース”を元気に歌っていると…みんなの大好きな

サンタクロースが登場です。“あかはなのトナカイ”はサンタさんと一緒に歌い

ました。そしてサンタさんからクリスマスプレゼントが!ちびっ子はサンタさんに

会えて嬉しい子、恥ずかしい子、ちょっと怖いな～と遠くで見てる子、色々で

すが、最後にはサンタさんと記念撮影。みんな特別ゲストの登場に興奮気味

でした。 

12月のお誕生会 

 今月も、お誕生日をお祝いしました。おめでとう

ございます! 手作り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歌を歌いました。 

工作 「ねずみ」「クリスマスオーナメント」 

 6日はねずみさんの顔に目や鼻・口を貼り付け

て、最後にキャンディーケインを付けて出来上がり。8日はクリスマスのフォト

フレームに飾りを付けて、いずれも素敵なオーナメントができました。 

 

 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気

軽にお越しください。   

(文責：あそぼーかい） 

＜あそぼーかい＞ 

1月31日（木） 10時30分～ 

2月2日（土）    9時30分～ 

 

＜読み聞かせの会＞ 

1月18日（金） 10時00分～  

三歳未満のお子様向け 

2月9日（土）  10時00分～  

全てのお子様対象 

第172回 服部奈津子 さん 

駐妻のヒューストン日記 

 2016年夏に東京から参りました。中学校でのボランティアを通して体験

したことをご紹介します。子供たちがESL生徒に登録されていた2年間、

LPAC committeeとよばれる、副校長先生、ESLの先生、ESL生徒保護

者1名で構成される会議に参加しました。LPACにお誘い頂いたのは、

学校に転入手続きに行きESLの先生とお話したのがきっかけです。働い

ていない日本人保護者はきちんと会議に出られるので歓迎されるようで

す。6週間に1度会議があり、どのようにESLプログラムが進んでいくのか

知ることができます。 
 

 年度末に近い日、副校長先生からDistrictのボランティアセレブレー

ションにご招待頂きました。そんな大きなイベントに参加するのは躊躇わ

れたのですが、席を用意して下さっているというので行くことにしました。

大きなドームが会場で、朝8時半に入ってみますとホテルの朝食ビュッ

フェのようにずらりと食事が用意されていて、パンケーキに長蛇の列が。

学校ごとに丸テーブルがあり、私の名前もありました。お隣のお母さんに

訊いてみますと、なんと私がVolunteer of the yearに選ばれたとのこと。

LPACミーティングは年間数えるほどですし、なぜ私? と思いました。そう

いえば息子のオーケストラクラスでピアノ伴奏のお手伝いもしていまし

た。学校にIDを見せてチェックインしてからのこれらの滞在時間が全て

計算されていたようです。たいしたお手伝いでもないのに申し訳ないくら

いです。おかげ様でこの日はとても楽しませて頂きました。高校生のバン

ドやコーラスなどのパフォーマンスに続き、Superintendentとよばれる教

育長が登壇されると割れんばかりの拍手がおこりました。またゲストス

ピーカーは、Brookwoodというハンディキャップがある方の為の居住型・起

業家コミュニティを創設された女性です。脳に病気を抱えた1歳のお嬢様

の教育のため、小さなラーニンググループを作ったのがこの活動の始まり

だそうです。彼女はもう高齢ですがとてもチャーミングな方で、様々な試練

の中、人生困った時にはいつも誰かがドアを叩いてくれた、出会った人の

ご縁と寄付により今日に至るという、とてもアメリカ文化らしいお話を聞くこ

とができました。最後にボランティアアワードを頂いた人たちがステージに

上がり、「全員で歌える歌がいいわね。そうね、Happy Birthdayがいいわ!」

と、初めて会った人達と笑いながら歌い、写真撮影をしました。思い返せ

ば、私がここに招待されることになったのも出会った人のご縁によるものな

のです。 
 

 ヒューストンは我が家にとって2度目の海外駐在で、前回と違い子供たち

は成長し、私の助けを徐々に必要としなくなる中、それでは私は何をしよ

う? と思い、小学校へボランティアに行ったことがきっかけです。そこで同

じクラスのママと知り合うことができ、彼女が子供の中学での選択科目は

オーケストラにするというので、迷わず息子にバイオリンを。（当時音符も

読めませんでした、笑）息子がオーケストラに入らなければ、伴奏のお手

伝いに行くこともなかったでしょ

う。オーケストラママ達とは週末ワ

インを飲みながら愚痴など言い

合い元気をもらっています。海外

駐在中の生活は不便なことや上

手くいかないことも多くあります

が、縁あって出会った友人達に

助けられているなと感じることが

多く、感謝しています! 
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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。 

 前回の早瀬栄子先生から小児感染症がご専門の池田早希先生にバトンが移りました。 

Baylor College of Medicine/テキサス小児病院 

小児感染症科フェロー 

池田早希  

第171回 

意外と身近な病気!? 結核について     

 皆様初めまして。Baylor College of Medicine/テキサス小児病院で小児感

染症のトレーニングをしている池田早希と申します。私が働いているテキサ

ス小児病院では、世界中から結核の患者さんが来てその診療に携わること

が多いので「結核について」お話をさせてください。 

 結核は最も古い病気の一つで、約9000年前の人骨の化石からも結核に

感染した痕が見つかっています。日本でも第二次大戦前後患者数が多く

「亡国病」と言われていました。皆さんの中にも戦前戦後結核で亡くなられ

たご親戚がいらっしゃる方もおありなのではないでしょうか。 

 結核は過去の病気と思われがちですが、実は現代でも世界の人口の四

分の一が結核菌に感染しています。発展途上国だけではありません。日本

では高齢者を中心に毎年新たに1万7000人以上の患者が発生しており、結

核の罹患率が高いため「中蔓延国」とされています。これは米国の四倍程

度です。米国内で最も結核患者が多い州はカリフォルニア州で、その次に

私達の住むテキサス州が続きます。テキサス州の中ではヒューストンが一番

多く、その理由は中南米を中心に国外からの移民が多いことが挙げられま

す。 
 

 それでは結核とはどのような病気なのでしょうか？結核は結核菌が体内に

入って起きる感染症です。結核菌は結核患者の咳やくしゃみ等で空気中に

飛び散り、その結核菌を吸い込むことによって感染します。これを「空気感

染」と言います。結核は一度吸い込んで感染した後、しばらく無症状でいる

ことがいることが多いので厄介です。10-15%程度の人が1-2年のうちに発病

しますが、それ以外の人は無症状のまま冬眠状態でいます。人間の免疫が

結核を抑え込んでしまいます。無症状の時期を潜在性結核と言います。そ

れが高齢になったり、免疫力が低下した時等に発病しやすくなります。潜在

性結核からすぐ発病する患者さんもいます。また、小児の場合は潜伏感染

から発病への期間がより短いです。発病した後の結核の症状は多種多様

です。特に成人に多い肺結核の症状は2週間以上続く風邪のような症状か

ら、呼吸苦や血痰（痰に血が混じること）等があります。その他、感染部位に

よってリンパ節の腫れ、骨の痛み等様々な症状をきたします。小児は肺以

外の臓器に感染しやすく、小児結核患者のうち肺結核を起こしていたのは

6%にすぎないという報告もあります。また、特に5歳未満の乳幼児による

結核は進行が早く、全身感染や髄膜炎等の重症な結核にかかりやすい

です。 
 

 私が勤務するテキサス小児病院では結核外来が週に2回あり、多くの小

児結核患者の診療を行っています。その内中南米からの移民や移民二

世が多数を占めます。家庭内で結核の患者が出て、保健所が接触した

家族が感染していないか確認するために行ったスクリーニング検査が陽

性に出て紹介に至ったケースが多いです。検査が陽性になるまで自覚症

状がなかった患者さんは多いので、結核対策ではスクリーニングが重要

です。スクリーニングにはツベルクリン反応とインターフェロンガンマ遊離

試験（IGRA）という血液検査が存在します。検査が陽性であれば、医師

が潜伏感染か発病しているのかの判断をし、適切な治療を行います。発

病が疑われる場合は痰の検査もします。 
 

 結核は治る病気です。発病している場合だけではなく、潜在性結核の

場合も治療が必要です。発病している場合は、複数の薬を最低6ヶ月内

服する必要があります。しかし複数の薬を長期間内服することは、とても

大変で途中で内服を止めてしまう患者さんも出てきます。調子がいいから

と途中で内服を止めてしまうと完治できなかったり、薬剤耐性菌が出やす

くなってしまいます。よってこの治療はDOTS (Directly Observed Treat-

ment, Short Course) といって保健所の職員が毎回きちんと薬を内服して

いるかを見届けるという方法で治療が行われます。日本では障害がある

方や高齢の方でない場合、患者さんが保健所や診療所に来て内服する

ことが多いですが、米国では保健所の職員が患者さんの家へ出向くこと

が主流です。学校や仕事の前に家庭に行くこともあり、朝6時くらいでも出

向いています。 
 

 結核は患者さん本人だけの問題ではありません。結核は空気感染で周

りの人に感染しやすいので、結核にかかった患者さんの周りの人が感染

していないか調査（接触者検診）をする必要があります。これは保健所が

行い、家族だけではなく8時間以上飛行機で隣だった人や職場や学校の

接触者も調査します。このように結核になると周りの人にも影響を及ぼす

ため、スクリーニングやしっかりとした治療が重要なのです。 

 WHOは2015年にEnd TB Strategyという2035年には結核による死亡率

を95%、発症率を90%削減するという対策を採択しました。その働きを促

進するため、2018年9月の国連総会では結核についてハイレベルミー

ティングが開催され、対策と予防の強化が話し合われました。結核対策と

して130億ドルを予算化する政治宣言が採択されています。 
 

 結核は移民、高齢者、低所得者等の社会的弱者に蔓延する病気で

す。その理由としては医療アクセスの制限や免疫力の低下が存在しま

す。結核はハイリスクグループごとの結核対策が重要ですが、対策は充

分とはいえません。日本は先進国にも関わらず結核中蔓延国のままなの

で、また2035年のEnd TB Strategyに向けスクリーニングを強化する必要

があります。咳や痰が2週間以上続く、体の疲れやすさや体重減少などの

症状がある場合、特に結核患者が多い国への渡航暦や高齢などのリスク

がある場合は結核の可能性を考えて早めの受診をしましょう。私達の子

供達が大きくなる頃には結核が過去の病気となるよう、日本が結核中蔓

延国ではなくなるように協力していきましょう。  

 次回はテキサス大学で感染症内科医をされている櫻井亜樹先生で

す。異なる病院で働いていますが、私はメディカルセンターの感染症内

科のカンファレンスでお会いし知り合いました。とても明るく、経験豊富

でとても頼りになる先生です。感染症内科の第一線で活躍されていま

す。 
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ヒューストン日本人会恒例 
クリスマス会 

 12月9日（日）午後12時半から、市内北西にあるプライベートクラブ

Pine Forest Country ClubのBallroomで、毎年恒例のグレーター

ヒューストン日本人会主催のクリスマス会が開催されました。 

 大きなクリスマスツリーの飾られた広間を囲むように丸テーブルが

配置され、参加者は思い思いの席に座って歓談し食事を楽しみまし

た。頃合いを見計らい、日本人会の武智会長が1年を締めくくる挨

拶をされ、続いて今年7月に着任された福島総領事からご挨拶をい

ただきました。 

 今年の余興はWilson君（9歳）の素晴らしいチェロの演奏で幕を開

けました。続いて日本人会イベント出演3度目の清水君（16歳）が、

軽快なトランぺットの演奏でクリスマスの雰囲気を盛り上げました。次に、Houston Grand Operaのオペラ歌手

による歌が、戸田輝彦さんのピアノに加え、今回特別出演となった佐々木麻衣子さんのクラリネットの伴奏で

披露されました。トリはNHK「超入門!落語THE MOVIE」等にも出演して人気上昇中の落語家古今亭菊志

ん師匠。名作古典落語「寿限無」を演じられ、観客を大いに沸かせました。 

 2018年の日本人会のイベントはこれですべて終了となりましたが、来月には、望月会館で餅つきや様々な

出し物や日本のお正月料理をお楽しみいただける新年会の開催を予定しております。来年も、日本人会で

はますますパワーアップした楽しい行事をたくさん予定しています。より多くの方のご参加をお待ちしており

ます。  

 古今亭菊志ん師匠の落語独演会が12月10日YAMAHAのコンサートホールにて

開催されました。ヒューストン日本人会の主催で今回が8回目のヒューストン公演に

なります。会場には12月の忙しい時期にも拘らず生の落語を聞きたい落語ファンが

集まりました。今回もヒューストン・サンアントニオ・ダラスのテキサス主要3都市で独

演会を実施。師匠はヒューストンを中心に継続してテキサスを訪問し着実に海外で

の落語ファンを増やしています。 

 特に師匠はNHKの落語THE MOVIEに出演されていますので、是非会って見たかったとの参加者も居

られました。この番組は噺家の語りに合わせて再現役者の口が動く、いわゆる「リップシンク」であたかも落

語の登場人物たちが実際に話しているかのような臨場感を演出する人気番組です。師匠の言葉で見て

いる人をリアルな落語の世界へと導いてくれます。落語の新たな切り口で必見の価値がある番組でした。 

 当日、皆さんの大きな拍手で登場された師匠はダラスやグレイハウンドのバスでの小噺から始まり、得意

の囃のテンポと間を上手に取りながら古典落語のスタンダードの「金明竹」から始まりました。ご存じの通

り、骨董屋（古美術店）を舞台とした滑稽噺。店の小僧と客のおかしなやり取りを描いた前半部および、小

僧と店主の妻が上方者の難解な言葉に振り回される後半部の二部構成となっており、それを師匠が上手

に演じ、最後は 

「早く言いなさい。あいつに道具七品が預けてあるんだが、買ってったか？」 

「いいえ、買わず（蛙）です」で締めくくられました。 

 続いて古典落語の「尻餅」。亭主が甲斐性なしで大晦日だというのに、餠屋も頼めない貧乏所帯。女房

が、せめて近所の手前、音だけでもさせてほしいと文句を言い能天気な亭主が自作自演で景気よく餠屋

に餠をつかせている芝居をするのがストーリーですが師匠は少し色気を入れて演じられていました。 

 休憩後は古今亭一門が得意とする人情物語の「八五郎出世」。以前参加された方から是非人情物を入

れてもらいたいとの要望から実現しました。師匠独特の掛け合いの面白さや酔った八五郎の長台詞のう

ちにその場の光景、その場にいない母親の姿などをありありと浮かび上がらせていました。この演目を通

じて古典落語は単に笑わすのではなく、泣かすことも両方あることを気づかせてくれました。師匠の人情

噺で心が温かくなり、最後は清々しい気分になりました。まさに落語を生で聞く醍醐味でした。 

 師匠からは「ヒューストンで8回目の公演の機会を頂くという格段のご配慮を賜りましたこと感謝に耐えま

せん。皆様のお力添え、誠にありがたく御礼申し上げます。お世話になりました武智会長・松村様始め日

本人会の皆々様、には深謝いたします。ANAの名川支店長にはスケジュール・座席に細やかなお心遣

いをいただき恐縮です。来年以降も必ずヒューストンに来ますのでご支援ください」との事。 

 日本人会では引き続き落語家の皆様をお呼びして、日本文化及び日本語の良さを伝えるとともに上質

の笑いで皆さんに楽しんで頂く予定ですので気軽にお越しください。 

他団体便り 

古今亭菊志ん師匠の 

ヒューストン落語独演会 
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主   催：ヒューストン日米協会（JASH） 

日   時：2019年1月25日(金)  11:30 AM 〜 (昼食込み) 

場   所：Petroleum Club of Houston 

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

講演予定：田中伸男氏（笹川平和財団会長、元国際エネルギー機関 

               （IEA）事務局長）他 

参  加  費:個人 $55          一般  $45 JASH 会員 

         テーブル $600  一般  $500 JASH 会員 

お申し込み：JASH ウェブサイトより www.jas-hou.org 

お問い合わせ：Email: pybrown@jas-hou.org   Tel: 713-963-0121 
 

 笹川平和財団と全米日米協会（NAJAS）の支援を受け、第4回

Japan Update Conferenceを開催いたします。日米戦略エネルギー

パートナーシップの締結が、ハリス郡やヒューストン地区にもたらす影

響について、専門家や業界のリーダーにお話しいただきます。是非

多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

Japan Update Conference 
開催のお知らせ 

3/5 ㈫  講演会「顧客情報漏えい等のサイバー犯罪に於ける企業損害リスクと対応策」 

近年、顧客情報の漏えいにより、企業経営に多大な影響を及ぼす事例が報道されており、その原因は、外部からのサイバー攻撃に限らず、内部者の

不正行為によるものもあります。 

また、ウェブサイトの改ざんやDDoS攻撃によるサービス停止といった被害も発生しており、原因調査や復旧作業に多大な費用が必要になる等の財務

面、及び、企業の信用面に於いても多大の損失を与えかねないサイバーリスクは看過できないものとなっています。 

本講習は、Amazonランキングで1 位を獲得した、『サイバー犯罪入門』の著者、足立照嘉氏より、企業の経営者やリスク管理責任者等を対象に先端

のサイバー犯罪の手口、また、それに対する対応策等、及び、損害保険の見地からの損害補償につきまして解説をして参ります。日系企業の米国での

ビジネスに大いに役立てていただけるものと考えており、多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

（主催：ヒューストン日本商工会・JETROヒューストン） 

日 時：  2019年3月5日（火）2:00 pm～4:00 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： ・足立  照嘉： サイバーセキュリティ専門家。千葉大学大学院在籍中にIT系の事業会社を設立して以降、2017 年現在、30カ国以上で事業 

                                を展開。著書『サイバー犯罪入門』は、Amazonランキングで1位を獲得。 

      ・城戸 直樹： 大手金融機関保険部門を経て、Willis Towers Watson (WTW)に2003年入社、London本社より2014年WTW NYに異動。 

                                 サイバーセキュリティ保険を含む損害保険一般に精通しており、現在、米国Japan Global Practice GroupのNational Sales Leader 

                                        を勤めている。 

定 員： 50名  
 

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

 グレーターヒューストン日本人会主催の親睦テニス大会「総領事

杯」が12月2日（日）午前9時からヒューストン市北西にあるプライ

ベートクラブPine Forest Country Club内の屋外テニスコート7面を

使って開催された。当日は絶好のテニス日和で、乱数表により選ば

れ毎回組合せが変わるパートナーとミックスダブルス形式で4試合

の熱戦を繰り広げた。大会順位は4試合の勝ちゲーム数合計の多

い順に決まり、実力と組合せ運の両方が必

要で最後まで誰が優勝するか分からない展

開となった。激戦を制し4試合全勝の方が4

名おられたため、負けゲーム数の一番少な

い方が優勝となった。栄えある総領事杯を

獲得されたのは初参加の松江節子さんで、

在ヒューストン日本国総領事館 福島秀夫

総領事から総領事杯と優勝賞金が手渡され

た。表彰式の後、参加者全員で記念撮影を

行い、親睦テニス大会は無事に終了した。 

 今大会はハードコート5面とクレーコート2面というタイプの違うコー

トを使って行われ、イレギュラーバウンドやスピードの違いに戸惑う

参加者もあったが、実力者には余り影響はなかったようだ。テニス

の初心者から上級者まで、テニスを通じて色々な方と知り合うきっ

かけにもなるので次回は是非ご参加下さい。 

 次回の親睦テニス大会は3月中旬頃に開催予定です。ご興味の

おありの方はhoustonshinbokutennistaikai@gmail.com 迄ご連絡下

さい。賞品を提供して下さったANAに感謝致します。 

 皆様はブリッジゲームをご存知ですか？ 

お向かいの席の方と橋渡しで、東西チーム、南北チームでパート

ナーを組んでするカードゲームです。だれでも楽しめるエレガント

なゲームなのですが、その一方で熱くなって大はしゃぎなんてこと

も多々あります。三水会センターでは毎週木曜日午後1時から5時

まで集まっています。 

 メンバーはレベルも年齢もゴールも様々ですが、毎週楽しい時を

過ごしています。 

 ご興味のある方はぜひ見学にいらして下さい。 

                           (文責：ブリッジ同好会) 

他団体便り 他団体便り 

親睦テニス大会 総領事杯 

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。 

By 
Kumiko 

No.129 

編  集  後  記 

 皆様、明けましておめでとうございます。ガルフ

ストリーム誌も新年を迎えました。クリスマス・新

年と、年の変わり目を経た気分があまりしないの

は、ヒューストンの過ごしやすい気候と初詣の人

混みに揉まれていない事よるものだと、最近気

づきました。 

 今号では、福島総領事の御挨拶では初夢をご

披露頂き、また小風会長の御挨拶では激しい時

代の変化に言及頂きました。私はと申しますと、

年末に何度か体調を崩した事もあり、今年は健

康に留意して毎日を元気に過ごしたいと、ありふ

れた願いを持ちました。この場をお借り致しまし

て、会員の皆様、また御家族・関係の皆様の御

健康をお祈り申し上げます。 

 先の総会でもご連絡致しましたが、現在、ガル

フストリーム誌の紙面配布数の縮小・デジタル配

布の強化について検討を始めております。紙面

とデジタルでは、各々に利点と欠点があり、一概

にどちらが良いという判断が難しい中で、編集

委員会として今年の大きな検討事項でもありま

す。会員の皆様にもご協力を頂く事もあるかと思

いますので、その際にはどうぞ宜しくお願い致し

ます。                                             （編集部） 

発      行 ： ヒューストン日本商工会 

発行責任者 ： 小風 寧 

編集委員長 ： 松澤 進一 

構成 ・ 編集 ： 五十木希実/田村晴香/月橋奈々子 

印     刷 ：   Sel-Fast Printing Copies &  Laminating   

      （713） 782-2000 

 

■Jan10-Feb24 Cirque du Soleil’s Luzia @Sam 

Houston Race Park (7575 North Sam Houston 
Parkway West, Houston TX) 

シルクドソレイユの38作品目となる2016年に公演

が始まった新ツアーLuziaのヒューストン初公演。

メキシコ文化に影響を受けた本作品はカラフルで

幻想的な舞台に。公演開始から北米・メキシコツ

アー中の為、日本では未公開。 ヒューストンで

日本よりも早く観劇出来るチャンス。 

チケット：大人 $45～ 子供$35～ 
https://www.cirquedusoleil.com/usa/houston/
luzia/buy-tickets 
 

■Jan25-27 2019 HSCF Worldwide Hunting 

Expo & Convention ＠George R. Brown Con-
vention Center (1001 Avenida De Las Americas 
Houston, TX 77010) 

アメリカらしいハンティングのイベント。テキサスか

ら南アフリカまで世界中の狩猟品・銃器・ジュエ

リー等、ワイルドライフが味わえる展示会。 イベン

ト中にはオークションタイムも設けられており、ど

んなアイテムが出てくるかはお楽しみ。 

チケット：大人$10～ （12歳以下無料） 
https://hscfdn.org/convention/attendees/ 
 

■Feb2 The Allstate Hot Chocolate 15k/5k 

Houston @Hermann Square, Houston, Texas  

全米で1番スイートなランイベント！Allstate Hot 

Chocolateが今年もヒューストンで開催される。 

コース上にはスイーツステーションが設けられて

おり、良質なチョコレートをモットーにグルテン・

ナッツフリーのチョコレート等が楽しめ、完走者に

はチョコレート型の可愛いメダルが贈呈される。  

参加費：$174 (15k) $54 (5k) 

https://www.hotchocolate15k.com/houston 
 

■Feb3 Super Bowl 2019 @Mercedes-Benz 

Stadium in Atlanta, GA 

全米中が待ちに待ったアメリカンフットボール

NFLの優勝決定戦Super Bowl 2019が今年

はアトランタで開催。 アメリカンフットボール

の最高の大会であり、アメリカ最大のスポーツ

イベント。どのチームが出場するのか！ハー

フタイムショーは誰がパフォーマンスするの

か！ アトランタへ遠征するも良し、ヒュースト

ンで家族・友人と自宅・スポーツバーで見るも

良しの見逃せない試合。 
https://nflonlocation.com/superbowl-tickets/ 
 

■Feb19-Mar3 Mamma Mia!@Hobby  

Center, Houston (800 Bagby St, Houston, TX 
77002)  

今年の夏に映画の続編「マンマ・ミーア! ヒ

ア・ウィー・ゴー」が公開され、改めて脚光を

受けている人気のロマンティック・コメディ

ミュージカル マンマ・ミーアがホビーセンター

に。お馴染みのABBAの名曲でテンションも

あがるはず。 

チケット：$30～ 
http://www.thehobbycenter.org/?q=node/2188 
 

 

https://www.cirquedusoleil.com/usa/houston/luzia/buy-tickets
https://www.cirquedusoleil.com/usa/houston/luzia/buy-tickets
https://www.hotchocolate15k.com/houston
https://nflonlocation.com/superbowl-tickets/
http://www.thehobbycenter.org/?q=node/2188
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