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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 
 
 「ガルフストリーム」も先月号からVolume 39となり、

新年度を迎えました。多くの皆様のご支援のもと、滞

りなく発行が続いていることを感謝申し上げます。 

 さて、編集委員の間では、新年度の新しい企画を

どうするかの議論が始まっておりますが、その過程

で、ヒューストンにおける会員の方のお住まいが、一

昔前に比べるとずいぶん広がったのではないかとの

話題が出てきました。昔は、多くのご家族が日本語

補習校のあるMemorial地区付近に固まっておられ

たそうですが、ヒューストンの発展に伴って、今や西

部郊外のKaty地区やWest Houston地区、ダウンタウ

ンに近いGalleria地区やMedical Center地区、それ

ばかりでなく南東部郊外のClear Lake地区や、南西

部郊外のSugar Land地区にもお住まいが広がって

いるそうです。会員の方のお住まいがここまで広が

ると、新しく来る方は住む場所を選ぶだけでも相当
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   総会・懇親会開催 

迷われるのではないか、「お助けマップ」も地区毎

に必要ではないかとの意見もございました。 

 「ガルフストリーム」も、そのような会員の方のお役

に立てるよう、記事の範囲を広げて参りたいと存じ

ます。記事についてのご意見、ご要望がございまし

たら、メール（gulf@jbahouston.org ）、または編集

委員まで遠慮無くお申し出下さるよう、お願い申し

上げます。                （白木 秀明） 
 

その他 

カナダ人落語家・ （かつらサンシャイン）氏の 

                                       ヒューストン公演（9月13日・14日）  

 在ヒューストン日本国総領事館は、カナダ人落語家・桂三輝氏のヒュー

ストンでの2回の公演を、ヒューストン日米協会と共催しました。この公演

は、桂氏にとって初となる16都市を回る北米公演ツアーのひとつです。 
 現在日本に約700名のプロの落語家がいる中で、カナダ生まれの桂氏

は、唯一人の外国人落語家です。6代目桂文枝師匠の15番目の弟子で

ある桂氏は、日本の伝統芸能を英語で演じることにより、落語の魅力を英

語を母国語とする人たちへと広げています。 
 200名を超える聴衆を集めた9月13日のライス大学での公演では、渡部

隆彦総領事代理が冒頭挨拶に立ち、来場者に歓迎の言葉を、また、各

国総領事館からの参加と、ヒューストン日米協会と国際交流基金の協力

に謝意を表明しました。また、落語が日本以外の国の人々にも、共通の

価値観をもって受け入れられることを桂氏が証明してくれた事を称賛しま

した。続いて桂氏と同行した北川千穂さんが司会をつとめ、日本の伝統

芸能としての落語と、桂氏の公演について紹介しました。着物姿がすっ

かり板についた桂氏は、自身の十八番である桂文枝師匠の創作落語

「生まれ変わり」で会場をわかせた後、アメリカ国旗を意識した着物に着

替え、さらにカウボーイハットをかぶって登場というヒューストンスペシャル

の大サービス付きで「宿題」を演じ、聴衆を笑いの渦に巻き込みました。 
 続く14日のダウンタウンにあるヒューストン中央図書館でも100名あまり

の聴衆を前に、古典落語「動物園」と、文枝師匠に入門するきっかけと

なった創作落語「宿題」の2つを演じました。 
 両日とも、落語を初めて聴いたという人が8割を越え、「こんなにおもし

ろい物があるとは知らなかった。」「是非また聴きたい。」という声があちこ

ちから聞かれ、落語公演は盛況のうちに終了しました。 

写真左上；渡部総領事代理 

左下；桂三輝さんと北川千穂さん  

右上；公演後のロビーの様子（ラ

イス大学）  

右下；9月14日のヒューストン中

央図書館での公演  

 この度、在ヒューストン総領事として

10月8日に着任致しました。米国勤務

は1990年代後半の在ニューヨーク総

領事館以来となります。前任地のイラ

ンでは、対イラン経済制裁の強化とい

う厳しい環境の中で、現地の邦人企業

の方々との密接な連携が大変重要だ

ということを肌で感じてまいりました。 
 また、こちらに赴任する前には、東京

に立ち寄ってテキサス州と関係を有す

る100人以上の方々とお会いして色々

なお話を拝聴させて頂き、当地とビジ

ネス関係を更に発展させたいとの関心

を有している日系企業関係者が多いことを改めて認識いたしました。 
 そして、ヒューストンに着任後、テキサスの方々や邦人の方々からの心温まる歓

迎を受けるとともに、シェール革命の影響等により好景気に沸いている当地経済

の状況を伺うにつけ、前向きに取り組むべき多くの機会に満ちている任地だとい

うことを実感しております。 
 現在、外務省は、岸田外務大臣の下、これからの「日本外交の三本柱」というこ

とで、「日米同盟の強化」、「近隣諸国との協力関係の重視」及び「日本経済の再

生に資する経済外交の強化」を軸として外交を進めております。この観点から、

日系企業の支援は、当総領事館にとって最も重要な役割の一つであると考えて

おり、総領事館として出来ることは何でもお役に立つ所存です。何かご要望があ

れば、気軽に総領事館にご連絡頂ければと思います。 
 これから商工会の方々には様々な場でお世話になることと思います。この場を

借りて皆様方への着任のご挨拶とさせて頂きます。 

                         在ヒューストン日本国総領事 髙岡 望  

 一雨毎に秋の深まりを感じる10月、ヒューストン日本商工会も

平成25（2013-2014）年度を迎えました。 
 10月1日時点での正団体会員数は昨年度より3社多く88社と

なり、正個人会員数は常任委員88名も含め471名と、1年前に

比べ84名増となりました。当地に着任されたばかりの髙岡望総

領事（商工会名誉会長）を含めた名誉会員数が9名、準会員

数が31名で、会員総勢511名での新年度開始となりました。 
 10月23日（水）の午後5時から、毎年恒例の常任委員会と年

次総会がFour Seasons HotelのFairfield Roomで開催されまし

た。まず常任委員会で土光辰夫会長と髙岡望総領事のご挨

拶があり、幹事報告、会計幹事報告、委員会報告、事務局連

絡が行われ終了。次に、正個人会員と準会員も参加されての

年次総会では、会長と総領事のご挨拶、旧年度理事委員によ

る年間活動報告、新年度理事委員紹介と続き、常任委員選任

報告を最後に終了しました。この後、2階のHighland Roomで

懇親会に移り、軽食とワインなどを立食スタイルで味わいなが

ら、午後9時半近くまで和やかに歓談していただきました。 
 10月号ガルフストリームに掲載された土光会長のご挨拶に、

「経済的な豊かさを分かち合う機会を与えるだけでなく、日本

企業や日本人を温かく受け入れてくれるヒューストンの寛容や

ホスピタリティへの感謝を忘れず、地域への恩返しとなるよう商

工会の活動を行っていきたい」というお言葉がありました。商工

会が携わる諸活動が地域への感謝・恩返しへと繋がるよう、引

き続き関係各位のご支援・ご協力をいただけますようお願い申

し上げます。 

 
General Admission to the parade is open and free to 
the public. パレードは無料ですが、ベストポジションを

狙ってる方は特別席を前もって購入することをお勧め

します。http://www.hebparade.com 
November 24 @ 12am Chuy's Christmas Parade starts 
at the State Capitol at 11th & Congress in Austin. 1989
年よりこのパレードは子供たちが子供たちを助けると

いうテーマから始まりした。大きな風船などがオース

ティンのダウンタウンを行進します。是非いらないおも

ちゃを恵まれない子供たちに寄付しませんか？http://
www.chuysparade.com 
November 23 Annual Houston Championship Chili 
Cookoff @ Traders Village 毎年恒例になったテキサ

スの代表的料理のチリに込みの料理を競いあう大会

がトレーダービレッジで行われまうす。詳しくは

www.tradersvillage.comのイベントセクションまで。 
November 30~December 22 9thAnnual Holiday Mar 

The Cynthia Woods Mitchell Pavilion:  
http://www.woodlandscenter.org/ 
House of Blues Houston:  
http://www.houseofblues.com/ 
Bayou Music Center:  
http://www.livenation.com/Verizon-Wireless-Theater-
tickets-Houston/venue/98584 
Jones Hall: http://www.houstonsymphony.org/ 
Toyota Center: http://www.houstontoyotacenter.com/ 
Miller Outdoor Theatre:  
http://milleroutdoortheatre.com/  
Reliant Park: http://www.reliantpark.com/calendar 
 
 
<The Museum of Fine Arts Houston> (713-639-7300 
visitorservices@mfah.org www.mfah.org 木曜は入
場無料) 
@Audrey Jones Beck Building 
@Glassell School of Art        
<Contemporary Arts Museum Houston>
(www.camh.org) 
<Houston Museum of Natural Science> 
(One Hermann Circle Drive 713-639-4629 
www.hmns.org) 
<The Menil Collection> 
(1515 Sul Ross 713-525-9400 http://www.menil.org 
入場無料 Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm) 

NBA/Houston Rockets 
http://www.nba.com/rockets/  
NFL/Houston Texans 
http://www.nba.com/rockets/  
 
 
November 24 @ 9:00am  62th Annual H-E-B Holiday 
Parade @ Downtown Houston  

ket with サンタクロース @ Traders Village トレー

ダービレッジにサンタクロースがやってきます。お子

さんと写真をとることができますので是非訪れてみて

はいかがでしょうか？http://tradersvillage.com/
houston/events/2013-holiday-market-with-santa-
claus-5-photosのイベントセクションまで。 
December 7 Hometown Christmas Festival and tree 
lighting Ceremony at Pearland Town Center. 
Hometown Christmas Parade @5:30 p.m. Location: 
FM 518 & Pearland Parkway to FM 518 and Old 
Alvin Road http://www.pearlandparks.com/
christmasparade.html 
December 14@ 6pm Christmas Boat Lane Parade on 
Clear Lake クリアレイク上で行われるボートのクリス

マスパレード。100以上に上るクリスマスで飾られた

パワーボートがNassau Bay LagoonとGalveston Bay
間をパレードします。詳しくはhttp://
www.clearlakearea.com/about/BoatParade.asp 

スポーツ 

http://www.houstontoyotacenter.com/
http://milleroutdoortheatre.com/
http://www.nba.com/rockets/
http://www.nba.com/rockets/
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平成25（2013）年10月度 商工会常任委員会・年次総会 議事録 

By 
Kumiko 

No.68 

第109回    福永道子 さん 

ヒューストンに来て、1年8ヶ月が経とうとしていま

す。海外赴任はこれが2度目。1度目のベルギー

赴任では主人が1年9ヶ月、私達も1年だけで帰国

となったため、今回はいつ帰国と言われても悔い

が残らないよう、挑戦したいと思うことには挑戦しよ

うと心がけながら生活しています。 

 こちらに来て間もない頃、お友達に「ジャザサイ

ズというのがあって、身体もほぐれるし楽しいから

やってみない？」と誘われました。ジャザサイズと

は40年ほど前にアメリカで生まれたエアロビのよう

なもので、日本ではフランチャイズインストラクター

が体育館などで教えています。そこで、先ずはトラ

イアルに行き、これは続けられると即入会。多い時

は週5回、少ない時でも週2回は通っています。 

私の通うクラスには午前中に通っているからか

年配の方が多く、70代の人もいらっしゃり、楽しく

通うための工夫なのか、年間125回通えばTシャツ

がもらえます。その他にも夏にはお友達とペアを

組んで2人で50回通えばバスタオルがもらえ、冬

にも20回通えばポーチがもらえるなど期間限定の

キャンペーンがあり、「これだけ通えばこの商品が

もらえる」という達成感を味わいたくて、その期間

には一日に数回通ったりして商品をいただいては

喜んでいます。 

こうして毎回楽しく通っていると、今夏は一時帰

国中にも行きたくなり、実家近くのジャザサイズク

ラスに問い合わせ、参加させていただきました。日

本のジャザサイズクラスには若い人が多く、40代

だと年配？という印象でした。 

私にとってこのジャザサイズで一番印象に残っ 

ていることは、3月の終わりにピンクリポンプロ

ジェクトとして、ヒューストンロケッツのハーフタイ

ムショーで踊ったことです。私の通うクラスには日

本人が8名在籍していて、皆さんに「一緒に出よ

うよ〜」とお誘いしましたが、シャイな方ばかり

で？！結局１人で参加することになりました。私

達のインストラクターはジャザサイズを2クラスで

教えていて、今年はその2クラスから12名が参加

しました。3月の本番に向けて1月中旬に参加者

募集があり、それから週に3、4度、普段のプログ

ラムの後に20分ほど練習をしました。この練習は

絶対参加ではなかったのですが、本番で間違

えるのは恥ずかしいことなので極力参加しまし

た。 

 参加者募集の際、申し込み用紙とは別の説明

書きにドネーションのことが書いてありましたが、

英語ができないふりをしておこうとしていたら、本

番の4日ほど前にインストラクターに「ピンクリボン

プロジェクトだから、75ドル以上のドネーションを

集めてね。」と言われ、愕然としました。ところ

が、次女の通うチャーチ（ジャザサイズの会場で

もあります）の園長にお話ししますと、１人で25ド

ル寄付して下さり、担任の先生も20ドル寄付して

下さいました。気がつけば、あっという間に125ド

ルも集まり、アメリカ人のドネーション精神にはと

ても感心しました。 

当日のバスケットの試合は夕方からなので私

達の出番は夜なのですが、全体練習のため昼

には集合となりました。参加者は全員で300名ほ

どいましたが、日本人は私1人だけでした。受付

をすると同時に紙を渡され、その紙で自分の位

置が決まりました。全体練習は2時間ほどで、位

置関係などをこの時間に覚えました。 

 不安に思いつつも本番。間違えないかそれだ

けが心配でしたが、とても楽しく踊ることができ、

無事終了。同じクラスから参加した人達と「来年

もまた参加しよう！！」と盛り上がりました。 

 お友達の一声で始めたジャザサイズ。これ

からも、日本に帰国した後も続けていきたいと

思っています。 

開催日時：2013年10月23日（水） 
開催場所：Four Seasons Hotel （1300 Lamar Street） 

【常任委員会】 (17:00～17:45) ＜Room: FAIRFIELD＞ 

１．開会の辞（金子公亮幹事） 

２．商工会会長挨拶（土光辰夫会長） 

昨年度は会員企業数も増加し、家族を含めた進出企業間での相互 

援助・親交の重要性が増している。また、中部経済連合会が先進国と 

しては初めてヒューストンを訪問されるなど、日本からのヒューストン 

の注目度が高まってきている。ヒューストンにおける日系企業のプレゼ 

ンスを高めていく重要性を改めて感じており、一層のご支援をお願い 

したい。 

３．総領事館連絡（高岡望総領事） 

高岡総領事より着任の挨拶として、経済外交の強化の観点から日系

企業への支援が総領事館の重要な任務であるため、総領事館に対る 

要望などがあればご連絡いただきたいというお話しがあった。 

４．幹事報告（金子公亮幹事） 

①物資･化学品部会長任命について 

9月18日に行われた昨年度最終の理事委員会までに物資・化学品部 

会長の新部会長選出が間に合わなかったが、その後 Toho Titanium  
America Co., Ltd. の松下悦啓氏が推薦され、中溝丘企画調査委員 

長による任命が行われた。 

②理事委員の紹介 

金子公亮幹事より本年度の理事委員会を構成するメンバーとして、 

名誉会長（総領事）、役員（7名）、特命理事（3名）、常設委員会（6 
名 ） 、 常 設 部 会 長 （5名 ） 、 事 務 局 長 の 紹 介 が あ っ た 。 

（詳細は商工会ホームぺージ掲載の組織図参照。 

  http://www.jbahouston.org/image/2013Oct23orgchart.pdf ） 

③図書委員会改称について【承認事項】 

＜変更の趣旨＞今年度の婦人部委員会の委員長人選も含め例年 

同様の運営継続が困難な状況にあるため、現在婦人部委員長は 

空席となっていること、また婦人部委員会活動のうち3つ（ピーカン 

キッズ、古本市、お助けマップ）の活動は、ボランティアを中心に今 

後も継続可能であり、また会員企業の相互扶助・親交に資すると考 

えられるため、それらを図書委員会へ移管し継続することとする。上

記活動の移譲を受けて図書委員会の管掌領域が広がるため、 

実態活動に併せ図書委員会を「生活・情報委員会」への改称を提 

案する。 

＜結論＞上記改称提案（定款変更）が過半数の賛成を得て承認さ 

れた。 

④婦人部委員会休会報告 

＜趣旨＞婦人部委員会活動を本年度休止とし委員長は空席とす 

る。同委員会の活動の一部は上記③のとおり図書委員会（改称後 

「生活・情報委員会」）に移譲する。 

＜手続き＞常設委員会の活動休止並びに所管業務の変更は定款 

に定められた手続きがないため、昨年度9月度理事委員会で過半

数の承認を得た時点で手続きを完了とする。なお、将来、婦人部委

員 会 の 再 生 と な っ た 場 合 は 、 再 改 称 の 可 能 性 が あ る 。 

５．会計報告 【承認事項】（加藤信之会計幹事） 

＊2013年9月期決算案の報告及び承認、2014年9月期予算案の承認 

について2013年9月期の $6,300の黒字予算に対し、約$26,400の黒 

字決算となった。その要因としては、会員数増加に伴う会費収入が増

加したことが大きく、また支出では昨年に引き続き活動費や固定費全

般の経費節減が挙げられる。本年度予算も約 $24,000の黒字予算と

し、家賃などのコストアップはあるものの引き続いての会員増 

員による会費収入の増額を見込んだため。以上の報告を受け、決算 

案・報告案が過半数の賛成を得て承認された。 

６．委員会・部会報告 

①スポーツ委員会（中村宏鉄鋼部会長） 

＊第547回テキサス会「商工会会長杯」開催について 

来る2013年11月24日（日）に前回と同じ会場のWindRose Golf Clubで第

547回テキサス会「商工会会長杯」を開催予定。参加呼びかけの他、賞

品用の寄付のご協力もお願いしたい。 

②企画調査委員会（中溝丘企画調査委員長） 

＊為替講演会「アベノミクスとドル円相場の展望」開催について 

三菱東京UFJ銀行市場企画部チーフアナリストの内田稔様を講師に迎 

え、10月24日（木）の15時からFour Houston Center Conference room で 

為替講演会を開催する。参加申込はまだ受付けているのでご希望の各 

位は連絡をいただきたい。 

＊2013-2014 テキサス経済概況について 

総領事館・JETROの協力で発行される「テキサス経済概況」につき、今 

回全面改訂されてホームページに掲載されたので是非活用いただきた 

い（本文は隔年毎、付表のみ毎年改訂）。 

７．事務局連絡（ライブロック祐子事務局長） 

①2013-2014版 商工会会員名簿改訂作業進捗報告 

今月より2013-2014版商工会会員名簿の改訂作業を進めており、遅くと 

も12月中旬頃に会員各位に配布できるよう感謝祭休暇前には改訂作 

業を全て終了する予定。 

②年間行事・会議予定のお知らせ 

昨年度の会議・行事日程に倣い、今年度の開催予定日等を商工会 

ホームページに掲載しているので確認をお願いしたい。 

（ http://www.jbahouston.org/event_meeting.htm ） 

③テキサス州六者交流会参加状況等報告 

11月8日（金）・9日（土）にサンアントニオ日本企業会主催によるテキサス 

州六者交流会が開催されることとなり、商工会からの参加者数は過去18 
年間で一番多い40名となった。 

 

【年次総会】（18:00～19:00）＜Room: FAIRFIELD＞ 

１．開会の辞（金子公亮幹事） 

２．総領事ご挨拶（高岡 望総領事） 

高岡総領事より、ジャパンフェスティバルや日本企業技術展示会など 

様々な活動行事への協力に対する謝意が表され、また、ヒューストンの 

日本企業への協力支援強化などについてお話があった。 

３．商工会会長挨拶（土光辰夫会長） 

土光会長より新年度開始に当たっての年頭の挨拶があった。経済事情 

が良好で商工会登録会員数が増加傾向の本年度も活発に活動を行っ 

ていきたいという抱負が語られた。 

４．旧年度役員・特命理事・委員長・部会長年次報告（金子公亮幹事） 

金子幹事の進行で、旧年度役員・特命理事・常設委員長及び部会長に 

よる年次報告が行われた。 

５．新理事委員会紹介（金子公亮幹事） 

金子幹事より前年度より引き続きの委員を含む全理事委員会メンバーの 

紹介があった。詳細については商工会ホームページ掲載の組織図参

照 。 （  http://www.jbahouston.org/image/2013Oct23orgchart.pdf ）  

６．常任委員の選任報告（金子公亮幹事） 

金子幹事より、商工会定款第四条第一項（2010年8月度常任委員会にお

いて変更承認項目）に基づき、正団体会員の企業責任者88名を常任 

委員として選任することが報告された。 
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ヒューストン日本商工会 

高見 聡 さん  

１．会 社（親 会 社and/or当 地 現 地 法

人）の業務内容等について簡単にご

説明ください。 

 

弊社は㈱日本製鋼所(JSW)の米国現

地法人であり、NY本社、デトロイト(ノバ

イ)技術センターと連携しつつ、室蘭、

広島、横浜の各製作所の製品を販売

しております。1975年から2008年まで

当地に事務所を開設しており、シェー

ルガスブームもあり、今般5年ぶりに事

務所を再開することになりました。取扱

製品はエネルギー、石油化学、プラス

チック業界向けに、鋳鍛鋼製品、プラ

スチック製造・加工・成形機械、圧縮機

です。管轄市場としてはアメリカ国内の

みならず、北中南米までみていくつもり

Japan Steel Works 
America Inc.  

会社紹介 

です。再加入となりますが、宜しくお願

いします。 

   

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。 

 

過去、出張で当地を訪れた際は、暑く

て広大というイメージしかありませんで

したが、今回赴任してみて、シェール

ガスによる活況が、ビル・アパートの建

設ラッシュ、道路を走る車に新車が多

いといったところに顕著に表れていると

思いました。小職自身は、過去、当地

に住んだことはありませんが、別会社

に勤務していた父親がかつて駐在して

いたことがあり、少なからず縁があった

のだなと思っています。  

 
３．そ の他、個 人的 な関 心 事（趣 味

等）についてお聞かせください。（自

己紹介） 

 

日本では野球観戦や旅行が趣味でし

たので、こちらでもそれらは継続しつ

つ、何かしら当地でしかできないこと

にもいろいろチャレンジしていきたい

と思っております。機会がありましたら

いろいろな形で御一緒させていただ

きたく、宜しくお願い致します。 とまで

はいかないまでも、せめてユニフォー

ムを買って月に一回は観に行きたい

なと思っています。 

 

www.texaskankou.com 

連 

載 

1９ 

清水直樹 （清水直樹歯科医院） 

プラダによって、そのあと露天風呂。 

夢のような観光地Big Bend National Park：  

            ただしヒューストンより約９時間  

 ヒューストンから車で行けて、あのプラダもあり、川辺の露天風呂に入れるとこ

ろがあるとしたら、行きたいですか？さらにおしゃれで変わったレストラン、見渡

す限りの山々、ユニークな名前の街やかわいい動物たちも見れるとしたら？ア

メリカで最も忘れられている国立公園、ヒューストンから車で９時間、日本からわ

ざわざここを目指す人はいない秘境、Big Bend National Parkとその周りを紹介

します。詳しい場所や写真はテキサス観光.com （www.texaskankou.com）の 
Big Bendのところをご覧ください。 
 Big Bendはヒューストンにいれば一度は聞いたことはあるけど、“いったい

何？”という感じではないかと思います。それもそのはず、あまりにもテキサスが

大きいので、飛行機でも車でも１０時間近くかかります。そのわりに、知られてい

ないので、10時間もかけるなら、Sedonaに行こうとか、イエローストーンにしてお

こうという、邪心がわいてしまいます。日本に帰った時、ちょっとSedonaに行って

きたと言えば少し鼻が高いですが、Big Bendに行ったと言っても、何の反応も

ないでしょう。どこにあってどんなことか友達に説明しても、“そう”の一言ですまされ

ます。 
 なので説明します。テキサスの西にありロッキー山脈の南の端、それがBig Bendで

す。テキサスにある２つのNational Parkのうちの一つです。サボテンや果てしなく続

く岩山、そして運がよければ山の上にBighorn Sheepが見れるかもしれません。それ

だけであればわざわざここに来る必要もないですが、近くにはまるで“幸福駅”を彷

彿させる名前の街Valentine。バレンタインデー前には各地よりラブレターが集まって

きます。PRADAのオブジェのあるMarfaはアーティストの街。果てしなく時間があれ

ばのんびりまわっていればそのまま過去に吸い込まれます。 
 私たち日本人にとってここの目玉はなんと言っても露天風呂です。近くには他に

温泉はありますが、建物の中で、日本の銭湯に水着をはいてはいるようなもので、情

緒はありません。この国立公園内の露天風呂はいわゆる私たちが理想とする露天風

呂なのです。3ｍくらいの高さのススキのような草の間を5分くらい歩くと、目の前の川

辺に岩風呂が見えてきます。水着着用でしかも石鹸はなしですが、清流とに山に囲

まれ、岩で作られた大きな露天風呂に入るのは格別です。夕日の時間帯になると空

も川もオレンジ色に染まります。川の向こうはメキシコ。メキシコ人の馬に

乗ったお土産売りが、川を渡ってやってきます。違法ですが。ただこの

露天風呂、雨で増水すれば濁った水になるし、雨がなければ水量が足

りず、入れません。でもヒューストンから９時間かけた後の温泉は格別な

ものでしょう。以前私は12月に行きましたが、気温は涼しく、日の入り前

のオレンジに染まった露天風呂は最高でした。 
 また公園内にはいくつもハイキングやマウンテンバイクトレイルがあり、

Santa Elena CanyonのV字に割れた渓谷のカヤックは人気です。公園の

すぐ外にはTerlinguaというゴーストタウンを観光化した街や、ユニークな

洞窟レストラン（Ja Kiva）があります。公園の北、ヒューストンへの帰り道、

385線沿いMarathonの北にプレーリードッグを見ることができる所があり

ます。車に乗ったまま観察するとかなり近づけます。詳しい位置は、テキ

サス観光.com （www.texaskankou.com）で地図が表示できます。また今

回のテキサス観光.comの特典は上記のバレンタインのハートカウボーイ

の消印入りのカードを恋人に送る方法を書いてあります。Big Bendのとこ

ろをご覧ください。またカヤックで、テキサスをのんびり満喫したい人を探

しています。今からはいい季節です。経験も要りません。興味のある方

はdrnedshimizu@aol.comまでどうぞ。 

（総会終了後は別室へ移動） 

【懇親会】（19:10～21:30） 

＜Room: Highland（2階）＞ 

１．開会の辞（金子公亮幹事） 

２．総領事挨拶（高岡 望総領事） 

３．商工会会長挨拶・乾杯（土光辰夫会長） 

４．閉会の辞（高杉 禎第一副会長） 
 

→ 議事録 2ページからの続き 

 ガルフストリームでは、常時、読者の皆様

からのご投稿、取材依頼をお待ちしており

ます。ご意見・ご感想などもお気軽にお寄

せ下さい。 

 ガルフ編集委員会のメール

アドレスが変更になりました。 

新しいアドレスは 

gulf@jbahouston.org ですの

で、今後はこちらへご連絡くだ

さい。 

http://www.texaskankou.com）の
http://www.texaskankou.com
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編集委員会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、健康に関する話、 

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の篠塚啓二先生から泌尿器がご専門の田岡利宜也先生にバトンが移りました。 

ヒューストンの皆さん、こんにちは。今年7月

よりMDアンダーソン癌センターにて、膀胱癌

の研究を行っている田岡利宜也と申します。

渡米直後よりいろいろな苦労があり、その度ご

とに日本人の方々に助けて頂きました。今回、

この場を借りて感謝すると共に、この寄稿が少

しでもヒューストンの日本人の方々の健康の助

けとなれば幸いです。 
 

１）健康診断で尿潜血陽性を指摘されたことは

ありませんか？ 
一般的に、健康診断における血尿のスク

リーニング検査には尿試験紙法が用いられ、

1＋以上で陽性と診断されます。本検査は簡

便である一方、その診断には誤りが少なくあり

ません。そのため、結果の確認目的に尿沈渣

検査が勧められます。尿沈渣検査は、顕微鏡

を用いて尿中に赤血球が混入しているか否か

を判断する検査です。1視野に5個以上の赤血

球があれば、血尿と診断されます。 
尚、尿試験紙法の誤りを減らすために、検

査前日のビタミン剤服用を控えることが重要で

す。加えて、運動の影響を受けるために、早朝

尿を採取することや検査前日の激しい運動を

控えることも大切です。 
 
２）血尿とは？ 

血尿とは、尿の通り道（尿路）、つまり腎、尿

管、膀胱そして尿道のいずれかの異常で生じ

る重要な所見です。目で見て分からないもの

の尿沈渣検査で診断される血尿、つまり顕微

鏡的血尿と診断された方で、実際に尿路に病

気を持つ方は2.3%、更に尿路に悪性腫瘍が

存在する確率は0.5%程と報告されています。確

率が低いので“ほっておいてもいいのかな？”と

思っていませんか？ 
 

３）血尿を呈する主な病気 
血尿を呈する主な病気として、腎炎、尿路結

石症、膀胱炎、前立腺肥大症、腎動静脈奇形

や腎嚢胞などがあるほか、生命を脅かす可能

性を秘めた悪性腫瘍（腎癌、膀胱癌や前立腺

癌など）の可能性も否定できません。 
ここから先は、小児と成人の顕微鏡的血尿に

分けて記載させて頂きます。尚、尿が真っ赤で

明らかな血尿、つまり肉眼的血尿を経験された

方は、何かしらの病気を持つ可能性が50％を

超えます。即時の専門医受診を強くお勧めしま

す。 
 

４）小児の顕微鏡的血尿 
小児の顕微鏡的血尿の頻度は１％程度で、

その大半は自然に消失することが知られていま

す。そのため、無症状であることを前提として暫

く経過観察をするか、あるいは即時に積極的検

査を行うかが焦点となります。その判断ポイント

は2つ、1つ目は病歴や家族歴に問題があるか

否か（アレルギー性紫斑病や溶血連鎖球菌感

染の既往歴、血尿や腎不全の家族歴などが問

題となります）、そして2つ目は尿中に血尿以外

の異常があるか否かです。 
血尿以外の異常とは、主にタンパク尿と膿尿

です。尿中にタンパクも指摘された場合、さらに

赤血球形態と円柱の項目を確認しましょう。検

尿検査にて顕微鏡的血尿の指摘があり、タンパ

ク尿に加え、尿中赤血球の変形や円柱が合併

していれば、腎炎の可能性があります。無症状

であっても早めの追加検査を受けましょう。一

方、膿尿とは白血球を尿中に含む状態で、細

菌も確認されれば、抗菌剤治療を要する出血

性膀胱炎の診断となります。 
尚、顕微鏡的血尿単独の場合、ガイドライン

では“重篤な病気が含まれる頻度は低いため、

検査を行うにしてもその緊急度は高くない”と記

載されています。しかし、当初血尿単独であっ

ても10％以上にその後蛋白尿が出現したとの

報告もあり、再度の尿検査を受けることが最低

限求められます。 
 

５）成人の顕微鏡的血尿 
顕微鏡的血尿の頻度は加齢に伴い上昇す

ると共に、治療すべき病気を持つ可能性も高ま

ることが知られています。そのため、顕微鏡的

血尿を指摘された場合には、追加の検査を受

けることが推奨されています。ただ、受診先が

内科なのか泌尿器科なのかで迷う方が多いと

思われます。それを選択する主なポイントは1つ

で、タンパクを尿中に含むか否かです。 
検尿検査にて顕微鏡的血尿の指摘があ

り、タンパク尿も合併していれば、小児と同じ

く腎炎が疑われるため、腎臓内科を受診す

べきです。一方、顕微鏡的血尿単独の場合

には、腎炎以外の病気を想定して泌尿器科

専門医を受診すべきです。特に40歳以上の

男性、喫煙歴や有害物質への暴露（染料を

扱う仕事に従事した方）などの尿路悪性腫

瘍の危険因子を有する方は、早期の受診が

必要と思われます。その際、標準的に尿沈

渣検査、尿細胞診そして腹部超音波検査が

行われます。これらの検査で異常があれ

ば、膀胱鏡、CT検査などを受けることになり

ます。 
一方、顕微鏡的血尿を指摘された大半の

方は，診断がつかず経過観察となります．そ

の場合、最低3年間の定期的な経過観察お

よび検査が推奨されています。 
 
以上簡単ですが、泌尿器科医師の立場

から、尿検査で指摘される血尿についての

情報を記載させて頂きました。尚、掲載させ

て頂いた写真は、来年度に合流予定の妻そ

して息子との写真です。家族で過ごすヒュー

ストン生活を夢見つつ、研究に勤しむ毎日

を送っております。 

第109回 

 

次回は、UT School of Public Healthで研

鑽を積まれている藤井健夫先生です。

私が渡米して間もない今年8月、Moving 
Saleでお世話になった多根井先生の送

別会に参加させて頂きました。その際に

出会った大西先生のご紹介を頂き、今

回、藤井先生に寄稿をお願いする運び

となりました。藤井先生は、私との面識が

無いにもかかわらず、今回のお願いを快

く引き受けてくれました。藤井先生のご厚

意に感謝すると共に、新たな交流のきっ

かけを与えてくれた本機関紙に感謝し

たいと思います。  

尿潜血陽性を指摘された 

ことはありませんか？  
  

（現MD Anderson Cancer Center研究員）   

田岡 利宜也  

生活・情報委員会だより 

な子供たち、お友達と顔を見合わせながら、か

わいい動物たちのおしりに思わず笑顔がこぼ

れます。 

 次は、「しろくまちゃんぱんかいに」。みんな

大好きなこぐまちゃんシリーズの中でも人気の

ある一冊です。お母さんとお買い物、途中で

郵便を出したり、ほしいものは買ってもらえな

かったり、なんだかしろくまちゃんも私たちと同

じですね。「おしくら・まんじゅう」は、紅白のお

まんじゅうが、いろいろなおしくらまんじゅうをし

ます。なんと、こんにゃくや納豆、ゆうれいま

で・・・。押された相手の反応がとてもユーモラ

スな絵に表現されていて楽しく、意外な結末に

大いに盛り上がりました。最後は、「おしくら・ま

んじゅう」と同じ作家かがくいひろしさんの「だる

まさんが」です。「だ・る・ま・さ・ん・が」と一緒に

声に出して読むと、次のページには意外な姿

のかわいいだるまさん、みんなが笑顔になりま

した。 

 10月は読書の秋です。ご家庭でも、ぜひお

子さんとお気に入りの一冊を見つけてくださ

い。ピーカンキッズ読み聞かせの会では、ス

タッフが心をこめて選んだ本をたくさん用意し

てお待ちしていますので、ぜひいらしてくださ

い。 

 

 変更がある場合もございます。三水会セン

ター内ポスターやヒューストンなびでもご確

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

までご連絡下さい。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 

●今後の開催予定 
＜あそぼーかい＞  

12月7日（土） 9時30分～  

1月18日（土） 9時30分～ 

2月1日（土） 9時30分～ 

3月1日（土） 9時30分～ 

＜絵本読み聞かせの会＞ 

12月7日（土）10時15分～10時45分 

       0歳から幼児向けの絵本  

1月11日（土）  

 9時30分～  3歳以上を対象とした絵本          

 10時30分～ 3歳未満を対象とした絵本 

 秋を感じさせる気持ちの良い青空が広がった10月3
日、読み聞かせの会を開催しました。 

 今月から12月までは、あそぼーかいと同日開催するこ

とになり、どんなお友達が来てくれるのかとても楽しみに

していました。お話の問いかけに答える本はどの年齢の

お子さんも大好きですし、わくわくしたり、喜んだり、笑っ

たりしながら一緒に声を出して楽しめる本も大人気です。

この日は、年齢の小さいお子さんから幼稚園就学前の

お子さんが一緒に楽しめる絵本をいつもよりも多い6冊用

意しました。 

 「バスがきました」は、いろいろなバス停の形から、どん

なバスが来るのかなと想像しながら楽しむ本です。たくさ

んの答えが聞こえてきました。「おべんとう」は、みんなの

大好きなおかずが次々出てきます。「私も好き」、「これお

いしいよ」と本当においしそうな絵に、みんな食べたく

なってしまいました。「ようい どん」は、くまくんのがんばり

に思わずがんばれと応援したくなります。そして、この夏

新しく購入した絵本「おしり」。なぜかこの言葉が大好き

～ 絵本読み聞かせの会 ～ 

 10月5日（土）正午から午後4時の間、三水

会センター東側ロビーを利用して、2012～

2013年度第2回古本市を開催いたしました。 

 開店前から本の陳列をお手伝いくださる

お客様もいらっしゃり、おかげさまでテンポ

良く準備を進めることができました。じっくりと

背表紙を見つめる方、本を片手にご友人と

の再会を楽しまれる方、気に入った本を見

つけてしっかり抱えるお子様など、会場は

あっという間に大勢のお客様で一杯になりま

した。途中、ピーカンキッズ「読み聞かせの

会」ボランティアによる幼児向け読み聞かせ

デモンストレーションが行われ、会場には和

やかな雰囲気が広がりました。 

 今回は在庫一掃を兼ね、時間を区切って

3冊＄1→5冊＄1→10冊＄1での販売とい

たしましたところ、＄607.00の収益となりまし

た。ご寄附＄126.07との合計＄733.07は、

三水会センター新書購入費及びピーカン

キッズ活動費補助に充てさせていただきま

す。 

 今回も多くの方にご来場いただき、あらた

めて本に親しまれている方が多いことを実

感いたしました。電子書籍などの普及で、

海外にいても最新の話題作に触れることが

できる昨今ですが、心躍らせてページを捲

るあの感触はやはり本ならではの味わいで

はないでしょうか。お選びいただきました本

が『読書の秋』のお伴になりましたら、幸い

です。 

第2回古本市 

        開催報告 
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Winery Tour 

て作るそうだが、Blanc Du Bois、Red Muscadine、White Muscadine、
Lenoir(赤、Black Spanishとも呼ぶ)はここで育てたぶどうから作るそう
だ。これらはヒューストンの酒屋ではあまりお目にかかることはないの

でぜひお試しあれ。 

各自それぞれ気に入ったワインを買い込んで、次の目的地New 
Braunfelsに向かう。 

この2点間の移動が予定よりも長くかかり、残念ながらDry Comal で
のワイナリー見学ができなくなった。ここは商業的な規模で施設も立

派、また従業員もたくさんいてギフトショップ、バーも完備している。ま

た施設を結婚式などにも貸し出しているとの事。 

ここでもDryからSweet 8種類のワインを試飲するが、お値段は$15と
かなり高め。ここでは前出のBlack Spanishグレープだけを栽培して
おり、その他のワインはカリフォルニアからジュースを買ってきて醸造

するとのこと。 

ここでは一般的なChardonnay、Cabernet Sauvignonのほか、French 
Colombard、Petite Verdotといったぶどうから作るワインが目を引く。ワ
インは本当にそれぞれがユニークな味と香を持っていて面白いと思

う。人はそれぞれが好みを持っているので全員が一致して「うまい」と

いうワインはなかなか無いかもしれない。こういう機会に珍しいワイン

を数本買って帰れば、しばらくの間だけそれぞれの個性を楽しめる。

古い言葉に「一期一会」というのがあるが、ワインに対しても使える

なぁ、などと考えて帰りのバスに乗り込んだ。   （Kinjo Yonemoto） 
 
Web Sites 
www.wines-made-in-texas.com 
www.drycomalcreek.com  

雨の音で目を覚まし外に出て見ると「寒い！」今日は10月6日、ヒュースト
ン日本人会のワイナリー・ツアーの日だ。なんと今年初の寒冷前線が通過

し冬のような気候になっている。天気予報のウエブサイトを見ると雨はすぐ

止みそうで気温もすこしあがりそうな感じである。案外、目的地のHill 
Countryは快適な気候かもしれないと思って集合場所のMemorial City 
Mallに向かう。 

集合場所についてみるとチャーターしたバスがもう来ていた。今日の参加

者の2名がその横に立っている。運転手のエリザベスに話を聞くとドアが
勝手に開いてしまうのでバスを交換するからちょっと待ってほしいとの事

だったが、しばらく待ってもバスは来ず、ドアを手動でロックして、結局20
分遅れて同じバスで出発。 

今日は、まずI-10を西に走りHighway 71を北上してLa Grangeにある
Rosemary’s Vineyards & Wineryに向かう。その後さらに西にあるNew 
BraunfelsのDry Comal Creek Vineyards & Wineryにてワインテースティン
グをして帰ってくるという日程。 

ヒューストンを抜けるころにはもう雲の切れ目に青空が見える。一行の表

情もなんとなく明るく見える。車を自分で運転する必要がないので慣れた

道でもいろいろ新しい発見があるのはおもしろい。Columbusの町でI-10を
降りてHwy 71に乗り、La Grangeの町に入る手前に高い煙突が3本ある発
電所にくる。それを越えたらすぐ右手にRosemary’sの看板がある。バスを
路肩に止めてちょっと上り坂の砂利道を歩いてワイナリーに入っていく。 

空はすっかり晴れて、暑くも寒くも無い。ドライな風が心地よく吹いて最高

の日和となった。ここはあまり商業化されておらず、小さな建物が3つぶど
う畑の真ん中に立っていて、とてものんびりした雰囲気である。我々のほ

かにお客もいないようだ。 

最近新築したというTasting Roomに入っていったが誰も居ない。2分ほど
してオーナーのEmmettが入ってきた。彼は奥さんのBeatriceとHoustonの
南にあるAlvinでレストランを経営していたらしいが、2000年に引退してこ
こにブドウ畑を作り2006年にワインを初出荷して今日に至っている。
Rosemaryはガンで亡くなったBeatriceの妹の名前らしい。毎年売り上げの
一部をM.D. Anderson Cancer Centerの研究基金に寄付しているという。 

ワインの味は言葉でなかなか表現できなく残念だがDryからSweetまで8種
類を味見して$5。 

どこでも手に入るChardonnay, MerlotはWest Texasからぶどうを買ってき Tasting Room 

Winery at Table 

Dry Comal Creek Winery 

JAGH ワイナリー・ツアー 

生活・情報委員会だより 

NEW BOOKS NEW BOOKS NEW BOOKS NEW BOOKS NEW BOOKS 

 ヒューストン日本商工会婦人部委員会では古本市

での売り上げとご寄付で集まった収益金で96冊の図
書を購入し、この度三水会センター図書室に寄贈い

たしました。古本市にお越しくださった皆様、図書室

に本や雑誌をご寄付くださった皆様に心よりお礼申

し上げます。 

 今回購入しました図書は、アンケートでご要望のあ

りました本、中学生におすすめの文学リストなどから

選出いたしました。図書室に比較的蔵書数の少ない

中高生向けの図書が中心ですが、他に大人も充分

楽しめる新書や小説、また小学校低学年から中学

生のお子様に向けて幅広い年齢の方に『さんすう』

をより親しみやすいように解説した学習書籍、さらに

漫画もございます。是非多くの方に読んでいただき

たいと願っております。 

 実体験から学ぶことは大切ですが、読書では時と

場所を超え、様々な疑似体験をすることが出来、多

くの知識を得ることができます。良書に接することで

プラスになる何かがあるはずです。日頃日本の本を

手にすることが難しいこの地で唯一の日本の図書

館、時々覗いていただいて気になる一冊を探してみ

ては如何でしょうか。 

ヒューストン日本商工会婦人部委員会一同 

NEW BOOKS NEW BOOKS NEW BOOKS 

  晴れ着撮影会のお知らせ 

Showing Japan  

東日本大震災の後、私達でも何かできないか

と試行錯誤の中、ヒューストン日本語補習校の協

力を得て始まったチャリティーお茶会も、今回で

3回目となりました。今年5月にオクラホマを襲っ
た トルネードの被害などの支援のため、

American Red Crossの Disaster Relief への寄付
を目的として10月12日に開催しました。 
 当日は、まるで夏を思わせる蒸し暑い日とな

り、時折雨も降りましたが、80名近くの方にお越
しいただきました。 
 お茶席での所作の稽古を繰り返して臨んだ当

日、いざお客様をお迎えするとメンバーは少々

緊張ムード。こんな時、初心に戻って「一期一

会」のおもてなしの気持ちを胸に精一杯の応対

を心がけました。お客様は、補習校の生徒さん

や保護者の方をはじめ、日本語を学ぶ高校生や

大学生、日本に興味のある現地の方々等、多岐

に渡りました。「日本を離れて長くなるので、この

ような日本的なイベントが懐かしくうれしい」と

おっしゃられた方、お茶を入れるときのお湯の温

度を詳しく尋ねてこられた現地の方、お点前を食

い入るように見学されていた学生さん、「おいし

かったです」とにっこり笑ってくれた補習校の生徒

達。たくさんの方が茶道を通して、日本を身近に

感じてくださっていることをとてもうれしく思いまし

た。 
 毎回恒例のベイクセールは、今年も大好評で、

補習校の先生のご協力もあり、たくさんのお菓子

が並びました。お茶席でお出しした手作り八つ橋

と寒氷のほかに、おまんじゅうやカステラ、クッ

キーなどなど、選ぶ楽しみもあったのではと思い

ます。 
 このようなお茶会を開催できましたのも、補習校

のご協力と、メンバーの結束力、そして何よりも足

を運んでくださったみなさまのおかげと感謝して

おります。みなさまからの募金330ドルとベイク
セールの売り上げ923ドルを合わせると1,253ドル
が集まりました。この全額をAmerican Red Cross 
Disaster Relief に寄付させていただきます。 
本当にありがとうございました。 

毎年恒例となりました晴れ着撮影会のお知らせです。 

 日時   ： 2014年1月25日（土）   

         9時30分～16時45分（予約制） 
 場所   ： 三水会センター 
 参加費  ： 着付け ：15ドル 髪のセット ：10ドル 
2014年1月6日（月）より申し込み受付を開始いたしま
す。詳しくはホームページをご覧ください。 
http://showingjapan.wordpress.com/ 
お申し込み・お問い合わせ  
showingjapan2@outlook.jp 

http://www.wines-made-in-texas.com
http://www.drycomalcreek.com
http://showingjapan.wordpress.com/
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 アメリカに来て初めての年、友だちに一番好きなホリデーを聞かれ

ました。 
「う～ん、お正月…かな。」 
「そう、私は、贈り物なんかなしで家族が集まるサンクスギビングが、

ほんとうに心がつながる感じがして一番好き！」 
「…あの…サンクスギビングって、何？」 
 その瞬間、私を見返した彼女の顔…。『ハンバーガーを食べたこと

がない』と言っても、あれほど驚かれなかったでしょう。 
「…え。…知らないの、サンクスギビング？日本には、ないの?」 
「ないよ。」 
「家族や親戚が集まって、みんなでターキーを食べるのよ。」 
「ターキー？」 
「…チキンより大きくて、サンクスギビングに食べる鳥。」（助けて～！

←彼女の心の声） 
 だから、サンクスギビングって何なの？なんでターキーを食べるた

めに、みんなで集まるんだ？そもそもターキーって？ 
 幸いその謎は、それから実際に体験して解けました。そういえば、

子どもの頃読んだアンデルセン童話集の『マッチ売りの少女』に、大

きな鳥の丸焼きの挿絵があったが、さてはあれがターキーであった

か…と、10数年ぶりに納得というおまけ付き。 
 それが今ではサンクスギビングになるとアメリカ人に混じってター

キーを買っている私。ここ数年は、においが良く焼く時間も半分で

すむスモークターキーを購入していますが、今回は一番簡単な『詰

め物なしのターキー』の紹介です。 
 まず、ターキーの購入。いろいろなメーカーがあるので、予算と食

べる人数によって決めてください。サンクスギビング前は、1パウンド

79セントくらいからの物もあります。解凍は冷蔵庫で。室温で解

凍すると細菌が繁殖して危険。解凍時間は大きさによりますが、

12パウンドくらいの物で3～4日かかります。 
 解凍したら、いよいよロースト。まずオーブンを華氏325度に温

めておきます。ターキーをビニールから出す時は、値札を捨てな

いで！ここにターキーの重さが書いてあり、焼く時間の算出に必

要です。頭（のあった部分）とおしりの空洞に、心臓、肝臓、砂

肝、反対側に首が入っているので出します。 
 内臓等を出したら冷水でよく洗います。丸ごとで大きくて皮もつ

いているので、ちょっと気持ち悪いかもしれませんが、表面だけ

でなく空洞の中もよく洗ってください。洗い終わったら、ペーパー

タオルでパタパタと外も中も水分をふき取ります。 
 次に楕円形のローストパンに胸を上にして入れ、表面にサラダ

油を塗ります。これできれいなこげ色がつき、しかも肉がパサパ

サしません。その上に、お好みのスパイスをふりかけ、水を1/2
カップくらい入れて、いざオーブンへ！ 
 重さによって、また、詰め物なし（Unstuffed）のときと、詰め物あ

り（Stuffed）の時でも焼き時間が変わります。必要時間は、ター

キーを包んであるビニールにたいてい書いてあるので、それを

目安にしてください。残り時間1時間以内になったら、時々ター

キーをチェック。表面にこげ色がついているにも関わらず、中ま

で焼けていないようなら、一旦出してアルミホイルでふんわり包

み、再びオーブンにもどして時間まで焼きます。温度計を刺して

華氏170～175度になっていたら焼き上がり。温度計がなくても

時間どおりに焼けば、まず中まで焼けています。焼きあがると

飛び出す温度計を刺して売られているターキーもあります。 
 焼きあがったターキーは、大変熱くて重いので、十分注意し

てオーブンから出してください。入れっ放しにしておくと、焼け

すぎて肉がパサパサになります。ローストパンの中に残った汁

は、片手鍋に入れて温め、塩コショウなどで味をつけてから

コーンスターチを入れてとろみをつけるとグレイビーの出来上

が り。お 好 み で、こ れ を

ターキーにかけていただ

きます。 
 日本では、大きなオーブ

ンがない台所が一般的な

ので、アメリカにいる今、

是非一度ターキーに挑戦

してみてください。 

 ④ターキー （詰め物なしの七面鳥
ターキー

ロースト） 

空洞の中に入っていた首、心

臓、肝 臓、砂 肝。内 臓 は、私

はドレッシング（スタッフィン

グ）に入れるが、アメリカ人は

捨てる人も多いらしい。首は、

スープの出汁をとるのに使う。 

↑胸を上にしてローストパン（使い

捨てのアルミ製の物もあります）の

中にいれる。 

足は鉄製かプラスチックのクランプ

で、とめたままにしておく。 

 

ダフル 

 一般社団法人ペットフード協会という団体が、

「全国犬猫飼育実態調査」という資料をホーム

ページで公開しています（http://www.petfood.or. 
jp/data/index.html）。日本の犬や猫の飼育頭数や

飼育環境について毎年まとめられているもので、

細かく見ていくととても興味深いものです。 

 一般的に、犬は7歳位からシニア犬（高齢犬）と

呼ばれることが多いのですが、2012年の調査結果

を見ると、7歳以上の犬は全体の50.4％となってお

り、生活環境の改善や医療の発達によりペットも高

齢化の時代を迎えていることが分かります。以前

三水会センターの会議室で講座を開催した際にも

ご質問の多かった、愛犬の高齢化に備えて自宅

でできることについて、今回はご紹介してみたいと

思います。 

 犬の老化のサインにはどのようなものがあるで

しょうか。例えば、白髪が増えた、睡眠時間が増え

た、長い散歩に行きたがらなくなった、よく体調を

崩すようになった、トイレの回数が増えた、トイレの

失敗が増えた、段差につまずくようになった、耳が

遠くなった、目が見えにくくなった、といった人間の

老化と似た現象がみられます。 

 高齢化した愛犬の健康管理やケアが自宅ででき

ることは大きなメリットになります。目薬や爪切りが

苦手な犬は、必要なときに毎回動物病院へ連れて

行くことになり、それ自体もストレスになりかねませ

ん。突然「あなたの健康管理のために必要だから」

と説明しても犬には理解できませんから、犬が若く

て健康で、病気や介護などまだ先と思っている間

からケアの練習を始めましょう。 

(1) 歯磨き 

 犬の口の中はアルカリ性で虫歯菌が繁殖しにく

く、虫歯にはなりにくいと言われています。一方、

歯にたまった歯垢が歯石に

なるスピードは早く、人間は

約20日で歯石が形成される

のに対し、犬は3～5日で歯

石がつくそうです。3歳以上

の犬の多くは歯周病になっ

ていると言われます。歯石

を取り除くには、全身麻酔

で歯のクリーニングをする

ことになり大変なので、日

頃から歯磨きをして歯石の

形成を防ぎましょう。 

 歯磨きに慣らすには、まず犬用の歯磨きペー

ストを指に塗って、犬の歯をなぞるように触ること

から始めます。これがスムーズにできれば、指

サックのように指にはめるタイプの歯ブラシに同

様に歯磨きペーストを塗って歯をなぞるように

し、徐々に犬用の歯ブラシに移行できるように、

時間をかけて練習します。 

(2) 爪切り 

 高齢化に伴い長い散歩が苦手になると、今ま

でアスファルトの散歩で削られていた爪が伸び

るようになります。また、狼爪という、地面に触れ

ない爪がある犬は、この爪

も定期的に切らないと、伸

びすぎて犬の足を傷つけ

てしまう恐れがあります。 

 犬の爪には血管と神経も

通っている箇所があるた

め、深爪すると出血し、痛

がります。黒い爪でどこまで

切って良いか判断が難しい

場合は、トリマー（犬の美容

師）や動物病院に頼んで

切ってもらい、その際どの

程度切って大丈夫かを確認することをお勧めし

ます。 

 自宅での爪切りが難しい場合でも、犬の足を

触ってはご褒美をあげたり、爪切りを見せてはご

褒美をあげたり、爪切りで犬の爪をコンコンと

触ってはご褒美をあげたりして、爪切りの体勢や

道具に慣らしましょう。 

(3) 目薬 

 目薬を一度もさしたことがない犬は、目薬の容

器が目に迫って来るとじっとできず、目のトラブ

ルがあるときになかなか目薬をさせず大変で

す。本当に必要になる前に、スポイトや弁当用

の醤油差しのような小さな容器に水を入れ、人

肌に温めたあと、犬の背後から目薬をさす動き

を練習したり、実際に目の回りに数滴たらしてみ

たりして、上手にでき

たらたくさんご褒美

をあげましょう。じっ

とするのが難しい場

合は、家族で協力し

て1人が犬の前でご

褒美のフードをかじ

らせている間に、もう

1人が犬の背後から

目薬をさす動きを練

習してみましょう。 

 

  ヒューストン 
川原志津香 

（家庭犬しつけインストラクター） 

(4) 薬 

 犬に薬を飲ませる場合、食事や

オヤツに混ぜて食べさせれば良い

と思われがちですが、病気になっ

て食事制限があったり、食欲がな

かったりすると、食べ物と混ぜて薬

を飲ませることができない状況が

出てきます。日頃から、薬をそのま

ま飲み込む練習ができていると安

心です。そのためには、ドッグフー

ド1粒を犬の口の中に入れる練習

から始め、徐々にドッグフードを入れる場所を口の

奥の方にしていきます。最終的には、犬の口の右

奥か左奥の、ちょうど上あごと下あごがあわさるあ

たりにフードを押し込み、犬が薬を噛むことなくゴ

クンと飲み込むという練習ができれば、薬を飲ませ

ることも難しくありません。 

(5) 全身を触る 

 日頃から、犬の全身を無理なく触れるようにして

おきましょう。犬が気持ち良くてうとうとしてしまうよう

なマッサージをしながら、身体をチェックできれ

ば、異常にも早く気付いてあげられるでしょう。身

体を触られるのが苦手な犬は、ご褒美も使いなが

ら、力ずくではなく少しずつ慣ら

していきましょう。普段は触らせる

のに、ある日触られるのを嫌がる

場合は、そこに痛みや異常があ

る場合が多いものですが、そもそ

も身体を触らせない犬であれば

そのような異常になかなか気付く

ことができません。 

(6) スロープ 

 若い頃のようにジャンプをしたり

段差を上ったり下りたりすることが

苦手になる前に、スロープを歩く

練習をしておくと安心です。車での移動が必須な

ヒューストンでは特に、大型犬は車に乗り降りする

際のスロープが必要になることも想定されます。我

が家の愛犬ベルジアン・タービュレンのヒューゴと

車のスロープを使うトレーニングをしている動画を

You Tubeでご紹介していますので、ご覧ください。 
http://www.youtube.com/watch?v=vSGmF2ubPS4 
 日頃からのケアの練習に加えて、自宅の生活環

境の工夫も大切です。 

 17歳まで生きたわたしの実家の愛犬トイ・プード

ルのジークは、晩年はおぼつかない足取りでの徘

徊行動が見られたり、転ぶと立ち上がれなくなった

り、自力で食べることが難しくなったりしましたが、

歩き回る箇所にはつまずくような物はおかないよう

にしたり、ベッドにタオルを何層にも敷き詰めて転

んでも傾斜がついて立ち上がりやすいようにした

り、スポイトで流動食をあげたりと、家族の介護と工

夫で、自宅で生活させることができました。シニア

犬にとっては、慣れた自宅で過ごせるというのがや

はり安心で気持ちも落ち着くのだと、ジークの様子

を見ても感じられました。 

 前述のペットフード協会の調査結果には、犬猫

の平均寿命の項目もあり、2012年のデータによる

と、犬の平均寿命は、13.94歳となっていて、寿命

は延びる傾向にあるそうです。大切な家族と長く

一緒に暮らせるように、健康管理をしっかりしてあ

げられるようにしたいものです。 

 ケアの慣らし方は、三水会センターで開催してい

る講座でも、今後取り上げてみたいテーマのひと

つです。開催の際には、是非ご参加ください！  
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シニアライフを快適に 

目薬は1日に数回必要になる場合もあるので、自宅で

のケアを練習しておきたいもののひとつ。  

トイ・プードルのジーク17歳。 

晩年は徘徊行動なども見られました。 

歩くことが減るので、爪の手入れはまめ

にしましょう。  

歯石の形成を防ぐため、日頃から歯磨き

の習慣をつけましょう 。 

空洞の中に紙製の袋に入っ

た内臓が入っている。 

←詰め物なし、12パウンドで、焼き

時間3時間。とってもジューシーに

焼きあがりました！ 

 平成25年10月19日、第37回ヒューストン日本語補習校運

動会が開催されました。前日の雨で開催が危ぶまれました

が、水はけの良いグラウンドにも助けられ予定通りの開催と

なりました。朝方は曇り空で風も強くかなり冷え込みました

が、「手のひらを太陽に」の演技が行われた10時ごろから

は、うそのように天候が回復し絶好の運動会日和となりまし

た。 
 小学一年の藤井君、花田君、安西さんによる開会宣言、

山岡校長先生、来賓代表で着任されたばかりの髙岡総領

事からのお言葉、中学三年の前田君の選手宣誓のあと、ラ

ジオ体操、大玉送り、玉入れ、綱引き、騎馬戦、リレーといっ

た恒例のプログラムに加え、初めて実施した競技も行われ、

園児、児童だけでなく、保護者、来賓も参加して、笑顔と声

援の絶えない楽しい一日となりました。 
 準備、運営に携わった先生、保護者の方々、競技に参加

しながら運営を支えた中学、高校生の皆さん、すばらしい運

動会を開催頂き、ありがとうございました。 

（文責：補習校運営委員会） 

 ヒューストンのスーパーマーケットで売られている、目にはすれどもど

うも手が出しづらい、食べ方が分からない、といった日本人にとって

「様々な国の珍しい食材」に挑戦した体験のご紹介です。今回は、サン

クスギビングを前に日本人にはあまりなじみのないターキー（七面鳥）で

す。  

http://www.petfood.or.jp/data/index.html
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 アメリカに来て初めての年、友だちに一番好きなホリデーを聞かれ

ました。 
「う～ん、お正月…かな。」 
「そう、私は、贈り物なんかなしで家族が集まるサンクスギビングが、

ほんとうに心がつながる感じがして一番好き！」 
「…あの…サンクスギビングって、何？」 
 その瞬間、私を見返した彼女の顔…。『ハンバーガーを食べたこと

がない』と言っても、あれほど驚かれなかったでしょう。 
「…え。…知らないの、サンクスギビング？日本には、ないの?」 
「ないよ。」 
「家族や親戚が集まって、みんなでターキーを食べるのよ。」 
「ターキー？」 
「…チキンより大きくて、サンクスギビングに食べる鳥。」（助けて～！

←彼女の心の声） 
 だから、サンクスギビングって何なの？なんでターキーを食べるた

めに、みんなで集まるんだ？そもそもターキーって？ 
 幸いその謎は、それから実際に体験して解けました。そういえば、

子どもの頃読んだアンデルセン童話集の『マッチ売りの少女』に、大

きな鳥の丸焼きの挿絵があったが、さてはあれがターキーであった

か…と、10数年ぶりに納得というおまけ付き。 
 それが今ではサンクスギビングになるとアメリカ人に混じってター

キーを買っている私。ここ数年は、においが良く焼く時間も半分で

すむスモークターキーを購入していますが、今回は一番簡単な『詰

め物なしのターキー』の紹介です。 
 まず、ターキーの購入。いろいろなメーカーがあるので、予算と食

べる人数によって決めてください。サンクスギビング前は、1パウンド

79セントくらいからの物もあります。解凍は冷蔵庫で。室温で解

凍すると細菌が繁殖して危険。解凍時間は大きさによりますが、

12パウンドくらいの物で3～4日かかります。 
 解凍したら、いよいよロースト。まずオーブンを華氏325度に温

めておきます。ターキーをビニールから出す時は、値札を捨てな

いで！ここにターキーの重さが書いてあり、焼く時間の算出に必

要です。頭（のあった部分）とおしりの空洞に、心臓、肝臓、砂

肝、反対側に首が入っているので出します。 
 内臓等を出したら冷水でよく洗います。丸ごとで大きくて皮もつ

いているので、ちょっと気持ち悪いかもしれませんが、表面だけ

でなく空洞の中もよく洗ってください。洗い終わったら、ペーパー

タオルでパタパタと外も中も水分をふき取ります。 
 次に楕円形のローストパンに胸を上にして入れ、表面にサラダ

油を塗ります。これできれいなこげ色がつき、しかも肉がパサパ

サしません。その上に、お好みのスパイスをふりかけ、水を1/2
カップくらい入れて、いざオーブンへ！ 
 重さによって、また、詰め物なし（Unstuffed）のときと、詰め物あ

り（Stuffed）の時でも焼き時間が変わります。必要時間は、ター

キーを包んであるビニールにたいてい書いてあるので、それを

目安にしてください。残り時間1時間以内になったら、時々ター

キーをチェック。表面にこげ色がついているにも関わらず、中ま

で焼けていないようなら、一旦出してアルミホイルでふんわり包

み、再びオーブンにもどして時間まで焼きます。温度計を刺して

華氏170～175度になっていたら焼き上がり。温度計がなくても

時間どおりに焼けば、まず中まで焼けています。焼きあがると

飛び出す温度計を刺して売られているターキーもあります。 
 焼きあがったターキーは、大変熱くて重いので、十分注意し

てオーブンから出してください。入れっ放しにしておくと、焼け

すぎて肉がパサパサになります。ローストパンの中に残った汁

は、片手鍋に入れて温め、塩コショウなどで味をつけてから

コーンスターチを入れてとろみをつけるとグレイビーの出来上

が り。お 好 み で、こ れ を

ターキーにかけていただ

きます。 
 日本では、大きなオーブ

ンがない台所が一般的な

ので、アメリカにいる今、

是非一度ターキーに挑戦

してみてください。 

 ④ターキー （詰め物なしの七面鳥
ターキー

ロースト） 

空洞の中に入っていた首、心

臓、肝 臓、砂 肝。内 臓 は、私

はドレッシング（スタッフィン

グ）に入れるが、アメリカ人は

捨てる人も多いらしい。首は、

スープの出汁をとるのに使う。 

↑胸を上にしてローストパン（使い

捨てのアルミ製の物もあります）の

中にいれる。 

足は鉄製かプラスチックのクランプ

で、とめたままにしておく。 

 

ダフル 

 一般社団法人ペットフード協会という団体が、

「全国犬猫飼育実態調査」という資料をホーム

ページで公開しています（http://www.petfood.or. 
jp/data/index.html）。日本の犬や猫の飼育頭数や

飼育環境について毎年まとめられているもので、

細かく見ていくととても興味深いものです。 

 一般的に、犬は7歳位からシニア犬（高齢犬）と

呼ばれることが多いのですが、2012年の調査結果

を見ると、7歳以上の犬は全体の50.4％となってお

り、生活環境の改善や医療の発達によりペットも高

齢化の時代を迎えていることが分かります。以前

三水会センターの会議室で講座を開催した際にも

ご質問の多かった、愛犬の高齢化に備えて自宅

でできることについて、今回はご紹介してみたいと

思います。 

 犬の老化のサインにはどのようなものがあるで

しょうか。例えば、白髪が増えた、睡眠時間が増え

た、長い散歩に行きたがらなくなった、よく体調を

崩すようになった、トイレの回数が増えた、トイレの

失敗が増えた、段差につまずくようになった、耳が

遠くなった、目が見えにくくなった、といった人間の

老化と似た現象がみられます。 

 高齢化した愛犬の健康管理やケアが自宅ででき

ることは大きなメリットになります。目薬や爪切りが

苦手な犬は、必要なときに毎回動物病院へ連れて

行くことになり、それ自体もストレスになりかねませ

ん。突然「あなたの健康管理のために必要だから」

と説明しても犬には理解できませんから、犬が若く

て健康で、病気や介護などまだ先と思っている間

からケアの練習を始めましょう。 

(1) 歯磨き 

 犬の口の中はアルカリ性で虫歯菌が繁殖しにく

く、虫歯にはなりにくいと言われています。一方、

歯にたまった歯垢が歯石に

なるスピードは早く、人間は

約20日で歯石が形成される

のに対し、犬は3～5日で歯

石がつくそうです。3歳以上

の犬の多くは歯周病になっ

ていると言われます。歯石

を取り除くには、全身麻酔

で歯のクリーニングをする

ことになり大変なので、日

頃から歯磨きをして歯石の

形成を防ぎましょう。 

 歯磨きに慣らすには、まず犬用の歯磨きペー

ストを指に塗って、犬の歯をなぞるように触ること

から始めます。これがスムーズにできれば、指

サックのように指にはめるタイプの歯ブラシに同

様に歯磨きペーストを塗って歯をなぞるように

し、徐々に犬用の歯ブラシに移行できるように、

時間をかけて練習します。 

(2) 爪切り 

 高齢化に伴い長い散歩が苦手になると、今ま

でアスファルトの散歩で削られていた爪が伸び

るようになります。また、狼爪という、地面に触れ

ない爪がある犬は、この爪

も定期的に切らないと、伸

びすぎて犬の足を傷つけ

てしまう恐れがあります。 

 犬の爪には血管と神経も

通っている箇所があるた

め、深爪すると出血し、痛

がります。黒い爪でどこまで

切って良いか判断が難しい

場合は、トリマー（犬の美容

師）や動物病院に頼んで

切ってもらい、その際どの

程度切って大丈夫かを確認することをお勧めし

ます。 

 自宅での爪切りが難しい場合でも、犬の足を

触ってはご褒美をあげたり、爪切りを見せてはご

褒美をあげたり、爪切りで犬の爪をコンコンと

触ってはご褒美をあげたりして、爪切りの体勢や

道具に慣らしましょう。 

(3) 目薬 

 目薬を一度もさしたことがない犬は、目薬の容

器が目に迫って来るとじっとできず、目のトラブ

ルがあるときになかなか目薬をさせず大変で

す。本当に必要になる前に、スポイトや弁当用

の醤油差しのような小さな容器に水を入れ、人

肌に温めたあと、犬の背後から目薬をさす動き

を練習したり、実際に目の回りに数滴たらしてみ

たりして、上手にでき

たらたくさんご褒美

をあげましょう。じっ

とするのが難しい場

合は、家族で協力し

て1人が犬の前でご

褒美のフードをかじ

らせている間に、もう

1人が犬の背後から

目薬をさす動きを練

習してみましょう。 
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（家庭犬しつけインストラクター） 

(4) 薬 

 犬に薬を飲ませる場合、食事や

オヤツに混ぜて食べさせれば良い

と思われがちですが、病気になっ

て食事制限があったり、食欲がな

かったりすると、食べ物と混ぜて薬

を飲ませることができない状況が

出てきます。日頃から、薬をそのま

ま飲み込む練習ができていると安

心です。そのためには、ドッグフー

ド1粒を犬の口の中に入れる練習

から始め、徐々にドッグフードを入れる場所を口の

奥の方にしていきます。最終的には、犬の口の右

奥か左奥の、ちょうど上あごと下あごがあわさるあ

たりにフードを押し込み、犬が薬を噛むことなくゴ

クンと飲み込むという練習ができれば、薬を飲ませ

ることも難しくありません。 

(5) 全身を触る 

 日頃から、犬の全身を無理なく触れるようにして

おきましょう。犬が気持ち良くてうとうとしてしまうよう

なマッサージをしながら、身体をチェックできれ

ば、異常にも早く気付いてあげられるでしょう。身

体を触られるのが苦手な犬は、ご褒美も使いなが

ら、力ずくではなく少しずつ慣ら

していきましょう。普段は触らせる

のに、ある日触られるのを嫌がる

場合は、そこに痛みや異常があ

る場合が多いものですが、そもそ

も身体を触らせない犬であれば

そのような異常になかなか気付く

ことができません。 

(6) スロープ 

 若い頃のようにジャンプをしたり

段差を上ったり下りたりすることが

苦手になる前に、スロープを歩く

練習をしておくと安心です。車での移動が必須な

ヒューストンでは特に、大型犬は車に乗り降りする

際のスロープが必要になることも想定されます。我

が家の愛犬ベルジアン・タービュレンのヒューゴと

車のスロープを使うトレーニングをしている動画を

You Tubeでご紹介していますので、ご覧ください。 
http://www.youtube.com/watch?v=vSGmF2ubPS4 
 日頃からのケアの練習に加えて、自宅の生活環

境の工夫も大切です。 

 17歳まで生きたわたしの実家の愛犬トイ・プード

ルのジークは、晩年はおぼつかない足取りでの徘

徊行動が見られたり、転ぶと立ち上がれなくなった

り、自力で食べることが難しくなったりしましたが、

歩き回る箇所にはつまずくような物はおかないよう

にしたり、ベッドにタオルを何層にも敷き詰めて転

んでも傾斜がついて立ち上がりやすいようにした

り、スポイトで流動食をあげたりと、家族の介護と工

夫で、自宅で生活させることができました。シニア

犬にとっては、慣れた自宅で過ごせるというのがや

はり安心で気持ちも落ち着くのだと、ジークの様子

を見ても感じられました。 

 前述のペットフード協会の調査結果には、犬猫

の平均寿命の項目もあり、2012年のデータによる

と、犬の平均寿命は、13.94歳となっていて、寿命

は延びる傾向にあるそうです。大切な家族と長く

一緒に暮らせるように、健康管理をしっかりしてあ

げられるようにしたいものです。 

 ケアの慣らし方は、三水会センターで開催してい

る講座でも、今後取り上げてみたいテーマのひと

つです。開催の際には、是非ご参加ください！  

Vol.18   
シニアライフを快適に 

目薬は1日に数回必要になる場合もあるので、自宅で

のケアを練習しておきたいもののひとつ。  

トイ・プードルのジーク17歳。 

晩年は徘徊行動なども見られました。 

歩くことが減るので、爪の手入れはまめ

にしましょう。  

歯石の形成を防ぐため、日頃から歯磨き

の習慣をつけましょう 。 

空洞の中に紙製の袋に入っ

た内臓が入っている。 

←詰め物なし、12パウンドで、焼き

時間3時間。とってもジューシーに

焼きあがりました！ 

 平成25年10月19日、第37回ヒューストン日本語補習校運

動会が開催されました。前日の雨で開催が危ぶまれました

が、水はけの良いグラウンドにも助けられ予定通りの開催と

なりました。朝方は曇り空で風も強くかなり冷え込みました

が、「手のひらを太陽に」の演技が行われた10時ごろから

は、うそのように天候が回復し絶好の運動会日和となりまし

た。 
 小学一年の藤井君、花田君、安西さんによる開会宣言、

山岡校長先生、来賓代表で着任されたばかりの髙岡総領

事からのお言葉、中学三年の前田君の選手宣誓のあと、ラ

ジオ体操、大玉送り、玉入れ、綱引き、騎馬戦、リレーといっ

た恒例のプログラムに加え、初めて実施した競技も行われ、

園児、児童だけでなく、保護者、来賓も参加して、笑顔と声

援の絶えない楽しい一日となりました。 
 準備、運営に携わった先生、保護者の方々、競技に参加

しながら運営を支えた中学、高校生の皆さん、すばらしい運

動会を開催頂き、ありがとうございました。 

（文責：補習校運営委員会） 

 ヒューストンのスーパーマーケットで売られている、目にはすれどもど

うも手が出しづらい、食べ方が分からない、といった日本人にとって

「様々な国の珍しい食材」に挑戦した体験のご紹介です。今回は、サン

クスギビングを前に日本人にはあまりなじみのないターキー（七面鳥）で

す。  

http://www.petfood.or.jp/data/index.html
http://www.petfood.or.jp/data/index.html
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Winery Tour 

て作るそうだが、Blanc Du Bois、Red Muscadine、White Muscadine、
Lenoir(赤、Black Spanishとも呼ぶ)はここで育てたぶどうから作るそう
だ。これらはヒューストンの酒屋ではあまりお目にかかることはないの

でぜひお試しあれ。 

各自それぞれ気に入ったワインを買い込んで、次の目的地New 
Braunfelsに向かう。 

この2点間の移動が予定よりも長くかかり、残念ながらDry Comal で
のワイナリー見学ができなくなった。ここは商業的な規模で施設も立

派、また従業員もたくさんいてギフトショップ、バーも完備している。ま

た施設を結婚式などにも貸し出しているとの事。 

ここでもDryからSweet 8種類のワインを試飲するが、お値段は$15と
かなり高め。ここでは前出のBlack Spanishグレープだけを栽培して
おり、その他のワインはカリフォルニアからジュースを買ってきて醸造

するとのこと。 

ここでは一般的なChardonnay、Cabernet Sauvignonのほか、French 
Colombard、Petite Verdotといったぶどうから作るワインが目を引く。ワ
インは本当にそれぞれがユニークな味と香を持っていて面白いと思

う。人はそれぞれが好みを持っているので全員が一致して「うまい」と

いうワインはなかなか無いかもしれない。こういう機会に珍しいワイン

を数本買って帰れば、しばらくの間だけそれぞれの個性を楽しめる。

古い言葉に「一期一会」というのがあるが、ワインに対しても使える

なぁ、などと考えて帰りのバスに乗り込んだ。   （Kinjo Yonemoto） 
 
Web Sites 
www.wines-made-in-texas.com 
www.drycomalcreek.com  

雨の音で目を覚まし外に出て見ると「寒い！」今日は10月6日、ヒュースト
ン日本人会のワイナリー・ツアーの日だ。なんと今年初の寒冷前線が通過

し冬のような気候になっている。天気予報のウエブサイトを見ると雨はすぐ

止みそうで気温もすこしあがりそうな感じである。案外、目的地のHill 
Countryは快適な気候かもしれないと思って集合場所のMemorial City 
Mallに向かう。 

集合場所についてみるとチャーターしたバスがもう来ていた。今日の参加

者の2名がその横に立っている。運転手のエリザベスに話を聞くとドアが
勝手に開いてしまうのでバスを交換するからちょっと待ってほしいとの事

だったが、しばらく待ってもバスは来ず、ドアを手動でロックして、結局20
分遅れて同じバスで出発。 

今日は、まずI-10を西に走りHighway 71を北上してLa Grangeにある
Rosemary’s Vineyards & Wineryに向かう。その後さらに西にあるNew 
BraunfelsのDry Comal Creek Vineyards & Wineryにてワインテースティン
グをして帰ってくるという日程。 

ヒューストンを抜けるころにはもう雲の切れ目に青空が見える。一行の表

情もなんとなく明るく見える。車を自分で運転する必要がないので慣れた

道でもいろいろ新しい発見があるのはおもしろい。Columbusの町でI-10を
降りてHwy 71に乗り、La Grangeの町に入る手前に高い煙突が3本ある発
電所にくる。それを越えたらすぐ右手にRosemary’sの看板がある。バスを
路肩に止めてちょっと上り坂の砂利道を歩いてワイナリーに入っていく。 

空はすっかり晴れて、暑くも寒くも無い。ドライな風が心地よく吹いて最高

の日和となった。ここはあまり商業化されておらず、小さな建物が3つぶど
う畑の真ん中に立っていて、とてものんびりした雰囲気である。我々のほ

かにお客もいないようだ。 

最近新築したというTasting Roomに入っていったが誰も居ない。2分ほど
してオーナーのEmmettが入ってきた。彼は奥さんのBeatriceとHoustonの
南にあるAlvinでレストランを経営していたらしいが、2000年に引退してこ
こにブドウ畑を作り2006年にワインを初出荷して今日に至っている。
Rosemaryはガンで亡くなったBeatriceの妹の名前らしい。毎年売り上げの
一部をM.D. Anderson Cancer Centerの研究基金に寄付しているという。 

ワインの味は言葉でなかなか表現できなく残念だがDryからSweetまで8種
類を味見して$5。 

どこでも手に入るChardonnay, MerlotはWest Texasからぶどうを買ってき Tasting Room 

Winery at Table 

Dry Comal Creek Winery 

JAGH ワイナリー・ツアー 

生活・情報委員会だより 

NEW BOOKS NEW BOOKS NEW BOOKS NEW BOOKS NEW BOOKS 

 ヒューストン日本商工会婦人部委員会では古本市

での売り上げとご寄付で集まった収益金で96冊の図
書を購入し、この度三水会センター図書室に寄贈い

たしました。古本市にお越しくださった皆様、図書室

に本や雑誌をご寄付くださった皆様に心よりお礼申

し上げます。 

 今回購入しました図書は、アンケートでご要望のあ

りました本、中学生におすすめの文学リストなどから

選出いたしました。図書室に比較的蔵書数の少ない

中高生向けの図書が中心ですが、他に大人も充分

楽しめる新書や小説、また小学校低学年から中学

生のお子様に向けて幅広い年齢の方に『さんすう』

をより親しみやすいように解説した学習書籍、さらに

漫画もございます。是非多くの方に読んでいただき

たいと願っております。 

 実体験から学ぶことは大切ですが、読書では時と

場所を超え、様々な疑似体験をすることが出来、多

くの知識を得ることができます。良書に接することで

プラスになる何かがあるはずです。日頃日本の本を

手にすることが難しいこの地で唯一の日本の図書

館、時々覗いていただいて気になる一冊を探してみ

ては如何でしょうか。 

ヒューストン日本商工会婦人部委員会一同 

NEW BOOKS NEW BOOKS NEW BOOKS 

  晴れ着撮影会のお知らせ 

Showing Japan  

東日本大震災の後、私達でも何かできないか

と試行錯誤の中、ヒューストン日本語補習校の協

力を得て始まったチャリティーお茶会も、今回で

3回目となりました。今年5月にオクラホマを襲っ
た トルネードの被害などの支援のため、

American Red Crossの Disaster Relief への寄付
を目的として10月12日に開催しました。 
 当日は、まるで夏を思わせる蒸し暑い日とな

り、時折雨も降りましたが、80名近くの方にお越
しいただきました。 
 お茶席での所作の稽古を繰り返して臨んだ当

日、いざお客様をお迎えするとメンバーは少々

緊張ムード。こんな時、初心に戻って「一期一

会」のおもてなしの気持ちを胸に精一杯の応対

を心がけました。お客様は、補習校の生徒さん

や保護者の方をはじめ、日本語を学ぶ高校生や

大学生、日本に興味のある現地の方々等、多岐

に渡りました。「日本を離れて長くなるので、この

ような日本的なイベントが懐かしくうれしい」と

おっしゃられた方、お茶を入れるときのお湯の温

度を詳しく尋ねてこられた現地の方、お点前を食

い入るように見学されていた学生さん、「おいし

かったです」とにっこり笑ってくれた補習校の生徒

達。たくさんの方が茶道を通して、日本を身近に

感じてくださっていることをとてもうれしく思いまし

た。 
 毎回恒例のベイクセールは、今年も大好評で、

補習校の先生のご協力もあり、たくさんのお菓子

が並びました。お茶席でお出しした手作り八つ橋

と寒氷のほかに、おまんじゅうやカステラ、クッ

キーなどなど、選ぶ楽しみもあったのではと思い

ます。 
 このようなお茶会を開催できましたのも、補習校

のご協力と、メンバーの結束力、そして何よりも足

を運んでくださったみなさまのおかげと感謝して

おります。みなさまからの募金330ドルとベイク
セールの売り上げ923ドルを合わせると1,253ドル
が集まりました。この全額をAmerican Red Cross 
Disaster Relief に寄付させていただきます。 
本当にありがとうございました。 

毎年恒例となりました晴れ着撮影会のお知らせです。 

 日時   ： 2014年1月25日（土）   

         9時30分～16時45分（予約制） 
 場所   ： 三水会センター 
 参加費  ： 着付け ：15ドル 髪のセット ：10ドル 
2014年1月6日（月）より申し込み受付を開始いたしま
す。詳しくはホームページをご覧ください。 
http://showingjapan.wordpress.com/ 
お申し込み・お問い合わせ  
showingjapan2@outlook.jp 

http://www.wines-made-in-texas.com
http://www.drycomalcreek.com
http://showingjapan.wordpress.com/
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編集委員会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、健康に関する話、 

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の篠塚啓二先生から泌尿器がご専門の田岡利宜也先生にバトンが移りました。 

ヒューストンの皆さん、こんにちは。今年7月

よりMDアンダーソン癌センターにて、膀胱癌

の研究を行っている田岡利宜也と申します。

渡米直後よりいろいろな苦労があり、その度ご

とに日本人の方々に助けて頂きました。今回、

この場を借りて感謝すると共に、この寄稿が少

しでもヒューストンの日本人の方々の健康の助

けとなれば幸いです。 
 

１）健康診断で尿潜血陽性を指摘されたことは

ありませんか？ 
一般的に、健康診断における血尿のスク

リーニング検査には尿試験紙法が用いられ、

1＋以上で陽性と診断されます。本検査は簡

便である一方、その診断には誤りが少なくあり

ません。そのため、結果の確認目的に尿沈渣

検査が勧められます。尿沈渣検査は、顕微鏡

を用いて尿中に赤血球が混入しているか否か

を判断する検査です。1視野に5個以上の赤血

球があれば、血尿と診断されます。 
尚、尿試験紙法の誤りを減らすために、検

査前日のビタミン剤服用を控えることが重要で

す。加えて、運動の影響を受けるために、早朝

尿を採取することや検査前日の激しい運動を

控えることも大切です。 
 
２）血尿とは？ 

血尿とは、尿の通り道（尿路）、つまり腎、尿

管、膀胱そして尿道のいずれかの異常で生じ

る重要な所見です。目で見て分からないもの

の尿沈渣検査で診断される血尿、つまり顕微

鏡的血尿と診断された方で、実際に尿路に病

気を持つ方は2.3%、更に尿路に悪性腫瘍が

存在する確率は0.5%程と報告されています。確

率が低いので“ほっておいてもいいのかな？”と

思っていませんか？ 
 

３）血尿を呈する主な病気 
血尿を呈する主な病気として、腎炎、尿路結

石症、膀胱炎、前立腺肥大症、腎動静脈奇形

や腎嚢胞などがあるほか、生命を脅かす可能

性を秘めた悪性腫瘍（腎癌、膀胱癌や前立腺

癌など）の可能性も否定できません。 
ここから先は、小児と成人の顕微鏡的血尿に

分けて記載させて頂きます。尚、尿が真っ赤で

明らかな血尿、つまり肉眼的血尿を経験された

方は、何かしらの病気を持つ可能性が50％を

超えます。即時の専門医受診を強くお勧めしま

す。 
 

４）小児の顕微鏡的血尿 
小児の顕微鏡的血尿の頻度は１％程度で、

その大半は自然に消失することが知られていま

す。そのため、無症状であることを前提として暫

く経過観察をするか、あるいは即時に積極的検

査を行うかが焦点となります。その判断ポイント

は2つ、1つ目は病歴や家族歴に問題があるか

否か（アレルギー性紫斑病や溶血連鎖球菌感

染の既往歴、血尿や腎不全の家族歴などが問

題となります）、そして2つ目は尿中に血尿以外

の異常があるか否かです。 
血尿以外の異常とは、主にタンパク尿と膿尿

です。尿中にタンパクも指摘された場合、さらに

赤血球形態と円柱の項目を確認しましょう。検

尿検査にて顕微鏡的血尿の指摘があり、タンパ

ク尿に加え、尿中赤血球の変形や円柱が合併

していれば、腎炎の可能性があります。無症状

であっても早めの追加検査を受けましょう。一

方、膿尿とは白血球を尿中に含む状態で、細

菌も確認されれば、抗菌剤治療を要する出血

性膀胱炎の診断となります。 
尚、顕微鏡的血尿単独の場合、ガイドライン

では“重篤な病気が含まれる頻度は低いため、

検査を行うにしてもその緊急度は高くない”と記

載されています。しかし、当初血尿単独であっ

ても10％以上にその後蛋白尿が出現したとの

報告もあり、再度の尿検査を受けることが最低

限求められます。 
 

５）成人の顕微鏡的血尿 
顕微鏡的血尿の頻度は加齢に伴い上昇す

ると共に、治療すべき病気を持つ可能性も高ま

ることが知られています。そのため、顕微鏡的

血尿を指摘された場合には、追加の検査を受

けることが推奨されています。ただ、受診先が

内科なのか泌尿器科なのかで迷う方が多いと

思われます。それを選択する主なポイントは1つ

で、タンパクを尿中に含むか否かです。 
検尿検査にて顕微鏡的血尿の指摘があ

り、タンパク尿も合併していれば、小児と同じ

く腎炎が疑われるため、腎臓内科を受診す

べきです。一方、顕微鏡的血尿単独の場合

には、腎炎以外の病気を想定して泌尿器科

専門医を受診すべきです。特に40歳以上の

男性、喫煙歴や有害物質への暴露（染料を

扱う仕事に従事した方）などの尿路悪性腫

瘍の危険因子を有する方は、早期の受診が

必要と思われます。その際、標準的に尿沈

渣検査、尿細胞診そして腹部超音波検査が

行われます。これらの検査で異常があれ

ば、膀胱鏡、CT検査などを受けることになり

ます。 
一方、顕微鏡的血尿を指摘された大半の

方は，診断がつかず経過観察となります．そ

の場合、最低3年間の定期的な経過観察お

よび検査が推奨されています。 
 
以上簡単ですが、泌尿器科医師の立場

から、尿検査で指摘される血尿についての

情報を記載させて頂きました。尚、掲載させ

て頂いた写真は、来年度に合流予定の妻そ

して息子との写真です。家族で過ごすヒュー

ストン生活を夢見つつ、研究に勤しむ毎日

を送っております。 

第109回 

 

次回は、UT School of Public Healthで研

鑽を積まれている藤井健夫先生です。

私が渡米して間もない今年8月、Moving 
Saleでお世話になった多根井先生の送

別会に参加させて頂きました。その際に

出会った大西先生のご紹介を頂き、今

回、藤井先生に寄稿をお願いする運び

となりました。藤井先生は、私との面識が

無いにもかかわらず、今回のお願いを快

く引き受けてくれました。藤井先生のご厚

意に感謝すると共に、新たな交流のきっ

かけを与えてくれた本機関紙に感謝し

たいと思います。  

尿潜血陽性を指摘された 

ことはありませんか？  
  

（現MD Anderson Cancer Center研究員）   

田岡 利宜也  

生活・情報委員会だより 

な子供たち、お友達と顔を見合わせながら、か

わいい動物たちのおしりに思わず笑顔がこぼ

れます。 

 次は、「しろくまちゃんぱんかいに」。みんな

大好きなこぐまちゃんシリーズの中でも人気の

ある一冊です。お母さんとお買い物、途中で

郵便を出したり、ほしいものは買ってもらえな

かったり、なんだかしろくまちゃんも私たちと同

じですね。「おしくら・まんじゅう」は、紅白のお

まんじゅうが、いろいろなおしくらまんじゅうをし

ます。なんと、こんにゃくや納豆、ゆうれいま

で・・・。押された相手の反応がとてもユーモラ

スな絵に表現されていて楽しく、意外な結末に

大いに盛り上がりました。最後は、「おしくら・ま

んじゅう」と同じ作家かがくいひろしさんの「だる

まさんが」です。「だ・る・ま・さ・ん・が」と一緒に

声に出して読むと、次のページには意外な姿

のかわいいだるまさん、みんなが笑顔になりま

した。 

 10月は読書の秋です。ご家庭でも、ぜひお

子さんとお気に入りの一冊を見つけてくださ

い。ピーカンキッズ読み聞かせの会では、ス

タッフが心をこめて選んだ本をたくさん用意し

てお待ちしていますので、ぜひいらしてくださ

い。 

 

 変更がある場合もございます。三水会セン

ター内ポスターやヒューストンなびでもご確

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

までご連絡下さい。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 

●今後の開催予定 
＜あそぼーかい＞  

12月7日（土） 9時30分～  

1月18日（土） 9時30分～ 

2月1日（土） 9時30分～ 

3月1日（土） 9時30分～ 

＜絵本読み聞かせの会＞ 

12月7日（土）10時15分～10時45分 

       0歳から幼児向けの絵本  

1月11日（土）  

 9時30分～  3歳以上を対象とした絵本          

 10時30分～ 3歳未満を対象とした絵本 

 秋を感じさせる気持ちの良い青空が広がった10月3
日、読み聞かせの会を開催しました。 

 今月から12月までは、あそぼーかいと同日開催するこ

とになり、どんなお友達が来てくれるのかとても楽しみに

していました。お話の問いかけに答える本はどの年齢の

お子さんも大好きですし、わくわくしたり、喜んだり、笑っ

たりしながら一緒に声を出して楽しめる本も大人気です。

この日は、年齢の小さいお子さんから幼稚園就学前の

お子さんが一緒に楽しめる絵本をいつもよりも多い6冊用

意しました。 

 「バスがきました」は、いろいろなバス停の形から、どん

なバスが来るのかなと想像しながら楽しむ本です。たくさ

んの答えが聞こえてきました。「おべんとう」は、みんなの

大好きなおかずが次々出てきます。「私も好き」、「これお

いしいよ」と本当においしそうな絵に、みんな食べたく

なってしまいました。「ようい どん」は、くまくんのがんばり

に思わずがんばれと応援したくなります。そして、この夏

新しく購入した絵本「おしり」。なぜかこの言葉が大好き

～ 絵本読み聞かせの会 ～ 

 10月5日（土）正午から午後4時の間、三水

会センター東側ロビーを利用して、2012～

2013年度第2回古本市を開催いたしました。 

 開店前から本の陳列をお手伝いくださる

お客様もいらっしゃり、おかげさまでテンポ

良く準備を進めることができました。じっくりと

背表紙を見つめる方、本を片手にご友人と

の再会を楽しまれる方、気に入った本を見

つけてしっかり抱えるお子様など、会場は

あっという間に大勢のお客様で一杯になりま

した。途中、ピーカンキッズ「読み聞かせの

会」ボランティアによる幼児向け読み聞かせ

デモンストレーションが行われ、会場には和

やかな雰囲気が広がりました。 

 今回は在庫一掃を兼ね、時間を区切って

3冊＄1→5冊＄1→10冊＄1での販売とい

たしましたところ、＄607.00の収益となりまし

た。ご寄附＄126.07との合計＄733.07は、

三水会センター新書購入費及びピーカン

キッズ活動費補助に充てさせていただきま

す。 

 今回も多くの方にご来場いただき、あらた

めて本に親しまれている方が多いことを実

感いたしました。電子書籍などの普及で、

海外にいても最新の話題作に触れることが

できる昨今ですが、心躍らせてページを捲

るあの感触はやはり本ならではの味わいで

はないでしょうか。お選びいただきました本

が『読書の秋』のお伴になりましたら、幸い

です。 

第2回古本市 

        開催報告 
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ヒューストン日本商工会 

高見 聡 さん  

１．会 社（親 会 社and/or当 地 現 地 法

人）の業務内容等について簡単にご

説明ください。 

 

弊社は㈱日本製鋼所(JSW)の米国現

地法人であり、NY本社、デトロイト(ノバ

イ)技術センターと連携しつつ、室蘭、

広島、横浜の各製作所の製品を販売

しております。1975年から2008年まで

当地に事務所を開設しており、シェー

ルガスブームもあり、今般5年ぶりに事

務所を再開することになりました。取扱

製品はエネルギー、石油化学、プラス

チック業界向けに、鋳鍛鋼製品、プラ

スチック製造・加工・成形機械、圧縮機

です。管轄市場としてはアメリカ国内の

みならず、北中南米までみていくつもり

Japan Steel Works 
America Inc.  

会社紹介 

です。再加入となりますが、宜しくお願

いします。 

   

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。 

 

過去、出張で当地を訪れた際は、暑く

て広大というイメージしかありませんで

したが、今回赴任してみて、シェール

ガスによる活況が、ビル・アパートの建

設ラッシュ、道路を走る車に新車が多

いといったところに顕著に表れていると

思いました。小職自身は、過去、当地

に住んだことはありませんが、別会社

に勤務していた父親がかつて駐在して

いたことがあり、少なからず縁があった

のだなと思っています。  

 
３．そ の他、個 人的 な関 心 事（趣 味

等）についてお聞かせください。（自

己紹介） 

 

日本では野球観戦や旅行が趣味でし

たので、こちらでもそれらは継続しつ

つ、何かしら当地でしかできないこと

にもいろいろチャレンジしていきたい

と思っております。機会がありましたら

いろいろな形で御一緒させていただ

きたく、宜しくお願い致します。 とまで

はいかないまでも、せめてユニフォー

ムを買って月に一回は観に行きたい

なと思っています。 

 

www.texaskankou.com 

連 

載 

1９ 

清水直樹 （清水直樹歯科医院） 

プラダによって、そのあと露天風呂。 

夢のような観光地Big Bend National Park：  

            ただしヒューストンより約９時間  

 ヒューストンから車で行けて、あのプラダもあり、川辺の露天風呂に入れるとこ

ろがあるとしたら、行きたいですか？さらにおしゃれで変わったレストラン、見渡

す限りの山々、ユニークな名前の街やかわいい動物たちも見れるとしたら？ア

メリカで最も忘れられている国立公園、ヒューストンから車で９時間、日本からわ

ざわざここを目指す人はいない秘境、Big Bend National Parkとその周りを紹介

します。詳しい場所や写真はテキサス観光.com （www.texaskankou.com）の 
Big Bendのところをご覧ください。 
 Big Bendはヒューストンにいれば一度は聞いたことはあるけど、“いったい

何？”という感じではないかと思います。それもそのはず、あまりにもテキサスが

大きいので、飛行機でも車でも１０時間近くかかります。そのわりに、知られてい

ないので、10時間もかけるなら、Sedonaに行こうとか、イエローストーンにしてお

こうという、邪心がわいてしまいます。日本に帰った時、ちょっとSedonaに行って

きたと言えば少し鼻が高いですが、Big Bendに行ったと言っても、何の反応も

ないでしょう。どこにあってどんなことか友達に説明しても、“そう”の一言ですまされ

ます。 
 なので説明します。テキサスの西にありロッキー山脈の南の端、それがBig Bendで

す。テキサスにある２つのNational Parkのうちの一つです。サボテンや果てしなく続

く岩山、そして運がよければ山の上にBighorn Sheepが見れるかもしれません。それ

だけであればわざわざここに来る必要もないですが、近くにはまるで“幸福駅”を彷

彿させる名前の街Valentine。バレンタインデー前には各地よりラブレターが集まって

きます。PRADAのオブジェのあるMarfaはアーティストの街。果てしなく時間があれ

ばのんびりまわっていればそのまま過去に吸い込まれます。 
 私たち日本人にとってここの目玉はなんと言っても露天風呂です。近くには他に

温泉はありますが、建物の中で、日本の銭湯に水着をはいてはいるようなもので、情

緒はありません。この国立公園内の露天風呂はいわゆる私たちが理想とする露天風

呂なのです。3ｍくらいの高さのススキのような草の間を5分くらい歩くと、目の前の川

辺に岩風呂が見えてきます。水着着用でしかも石鹸はなしですが、清流とに山に囲

まれ、岩で作られた大きな露天風呂に入るのは格別です。夕日の時間帯になると空

も川もオレンジ色に染まります。川の向こうはメキシコ。メキシコ人の馬に

乗ったお土産売りが、川を渡ってやってきます。違法ですが。ただこの

露天風呂、雨で増水すれば濁った水になるし、雨がなければ水量が足

りず、入れません。でもヒューストンから９時間かけた後の温泉は格別な

ものでしょう。以前私は12月に行きましたが、気温は涼しく、日の入り前

のオレンジに染まった露天風呂は最高でした。 
 また公園内にはいくつもハイキングやマウンテンバイクトレイルがあり、

Santa Elena CanyonのV字に割れた渓谷のカヤックは人気です。公園の

すぐ外にはTerlinguaというゴーストタウンを観光化した街や、ユニークな

洞窟レストラン（Ja Kiva）があります。公園の北、ヒューストンへの帰り道、

385線沿いMarathonの北にプレーリードッグを見ることができる所があり

ます。車に乗ったまま観察するとかなり近づけます。詳しい位置は、テキ

サス観光.com （www.texaskankou.com）で地図が表示できます。また今

回のテキサス観光.comの特典は上記のバレンタインのハートカウボーイ

の消印入りのカードを恋人に送る方法を書いてあります。Big Bendのとこ

ろをご覧ください。またカヤックで、テキサスをのんびり満喫したい人を探

しています。今からはいい季節です。経験も要りません。興味のある方

はdrnedshimizu@aol.comまでどうぞ。 

（総会終了後は別室へ移動） 

【懇親会】（19:10～21:30） 

＜Room: Highland（2階）＞ 

１．開会の辞（金子公亮幹事） 

２．総領事挨拶（高岡 望総領事） 

３．商工会会長挨拶・乾杯（土光辰夫会長） 

４．閉会の辞（高杉 禎第一副会長） 
 

→ 議事録 2ページからの続き 

 ガルフストリームでは、常時、読者の皆様

からのご投稿、取材依頼をお待ちしており

ます。ご意見・ご感想などもお気軽にお寄

せ下さい。 

 ガルフ編集委員会のメール

アドレスが変更になりました。 

新しいアドレスは 

gulf@jbahouston.org ですの

で、今後はこちらへご連絡くだ

さい。 

http://www.texaskankou.com）の
http://www.texaskankou.com
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No.68 

第109回    福永道子 さん 

ヒューストンに来て、1年8ヶ月が経とうとしていま

す。海外赴任はこれが2度目。1度目のベルギー

赴任では主人が1年9ヶ月、私達も1年だけで帰国

となったため、今回はいつ帰国と言われても悔い

が残らないよう、挑戦したいと思うことには挑戦しよ

うと心がけながら生活しています。 

 こちらに来て間もない頃、お友達に「ジャザサイ

ズというのがあって、身体もほぐれるし楽しいから

やってみない？」と誘われました。ジャザサイズと

は40年ほど前にアメリカで生まれたエアロビのよう

なもので、日本ではフランチャイズインストラクター

が体育館などで教えています。そこで、先ずはトラ

イアルに行き、これは続けられると即入会。多い時

は週5回、少ない時でも週2回は通っています。 

私の通うクラスには午前中に通っているからか

年配の方が多く、70代の人もいらっしゃり、楽しく

通うための工夫なのか、年間125回通えばTシャツ

がもらえます。その他にも夏にはお友達とペアを

組んで2人で50回通えばバスタオルがもらえ、冬

にも20回通えばポーチがもらえるなど期間限定の

キャンペーンがあり、「これだけ通えばこの商品が

もらえる」という達成感を味わいたくて、その期間

には一日に数回通ったりして商品をいただいては

喜んでいます。 

こうして毎回楽しく通っていると、今夏は一時帰

国中にも行きたくなり、実家近くのジャザサイズク

ラスに問い合わせ、参加させていただきました。日

本のジャザサイズクラスには若い人が多く、40代

だと年配？という印象でした。 

私にとってこのジャザサイズで一番印象に残っ 

ていることは、3月の終わりにピンクリポンプロ

ジェクトとして、ヒューストンロケッツのハーフタイ

ムショーで踊ったことです。私の通うクラスには日

本人が8名在籍していて、皆さんに「一緒に出よ

うよ〜」とお誘いしましたが、シャイな方ばかり

で？！結局１人で参加することになりました。私

達のインストラクターはジャザサイズを2クラスで

教えていて、今年はその2クラスから12名が参加

しました。3月の本番に向けて1月中旬に参加者

募集があり、それから週に3、4度、普段のプログ

ラムの後に20分ほど練習をしました。この練習は

絶対参加ではなかったのですが、本番で間違

えるのは恥ずかしいことなので極力参加しまし

た。 

 参加者募集の際、申し込み用紙とは別の説明

書きにドネーションのことが書いてありましたが、

英語ができないふりをしておこうとしていたら、本

番の4日ほど前にインストラクターに「ピンクリボン

プロジェクトだから、75ドル以上のドネーションを

集めてね。」と言われ、愕然としました。ところ

が、次女の通うチャーチ（ジャザサイズの会場で

もあります）の園長にお話ししますと、１人で25ド

ル寄付して下さり、担任の先生も20ドル寄付して

下さいました。気がつけば、あっという間に125ド

ルも集まり、アメリカ人のドネーション精神にはと

ても感心しました。 

当日のバスケットの試合は夕方からなので私

達の出番は夜なのですが、全体練習のため昼

には集合となりました。参加者は全員で300名ほ

どいましたが、日本人は私1人だけでした。受付

をすると同時に紙を渡され、その紙で自分の位

置が決まりました。全体練習は2時間ほどで、位

置関係などをこの時間に覚えました。 

 不安に思いつつも本番。間違えないかそれだ

けが心配でしたが、とても楽しく踊ることができ、

無事終了。同じクラスから参加した人達と「来年

もまた参加しよう！！」と盛り上がりました。 

 お友達の一声で始めたジャザサイズ。これ

からも、日本に帰国した後も続けていきたいと

思っています。 

開催日時：2013年10月23日（水） 
開催場所：Four Seasons Hotel （1300 Lamar Street） 

【常任委員会】 (17:00～17:45) ＜Room: FAIRFIELD＞ 

１．開会の辞（金子公亮幹事） 

２．商工会会長挨拶（土光辰夫会長） 

昨年度は会員企業数も増加し、家族を含めた進出企業間での相互 

援助・親交の重要性が増している。また、中部経済連合会が先進国と 

しては初めてヒューストンを訪問されるなど、日本からのヒューストン 

の注目度が高まってきている。ヒューストンにおける日系企業のプレゼ 

ンスを高めていく重要性を改めて感じており、一層のご支援をお願い 

したい。 

３．総領事館連絡（高岡望総領事） 

高岡総領事より着任の挨拶として、経済外交の強化の観点から日系

企業への支援が総領事館の重要な任務であるため、総領事館に対る 

要望などがあればご連絡いただきたいというお話しがあった。 

４．幹事報告（金子公亮幹事） 

①物資･化学品部会長任命について 

9月18日に行われた昨年度最終の理事委員会までに物資・化学品部 

会長の新部会長選出が間に合わなかったが、その後 Toho Titanium  
America Co., Ltd. の松下悦啓氏が推薦され、中溝丘企画調査委員 

長による任命が行われた。 

②理事委員の紹介 

金子公亮幹事より本年度の理事委員会を構成するメンバーとして、 

名誉会長（総領事）、役員（7名）、特命理事（3名）、常設委員会（6 
名 ） 、 常 設 部 会 長 （5名 ） 、 事 務 局 長 の 紹 介 が あ っ た 。 

（詳細は商工会ホームぺージ掲載の組織図参照。 

  http://www.jbahouston.org/image/2013Oct23orgchart.pdf ） 

③図書委員会改称について【承認事項】 

＜変更の趣旨＞今年度の婦人部委員会の委員長人選も含め例年 

同様の運営継続が困難な状況にあるため、現在婦人部委員長は 

空席となっていること、また婦人部委員会活動のうち3つ（ピーカン 

キッズ、古本市、お助けマップ）の活動は、ボランティアを中心に今 

後も継続可能であり、また会員企業の相互扶助・親交に資すると考 

えられるため、それらを図書委員会へ移管し継続することとする。上

記活動の移譲を受けて図書委員会の管掌領域が広がるため、 

実態活動に併せ図書委員会を「生活・情報委員会」への改称を提 

案する。 

＜結論＞上記改称提案（定款変更）が過半数の賛成を得て承認さ 

れた。 

④婦人部委員会休会報告 

＜趣旨＞婦人部委員会活動を本年度休止とし委員長は空席とす 

る。同委員会の活動の一部は上記③のとおり図書委員会（改称後 

「生活・情報委員会」）に移譲する。 

＜手続き＞常設委員会の活動休止並びに所管業務の変更は定款 

に定められた手続きがないため、昨年度9月度理事委員会で過半

数の承認を得た時点で手続きを完了とする。なお、将来、婦人部委

員 会 の 再 生 と な っ た 場 合 は 、 再 改 称 の 可 能 性 が あ る 。 

５．会計報告 【承認事項】（加藤信之会計幹事） 

＊2013年9月期決算案の報告及び承認、2014年9月期予算案の承認 

について2013年9月期の $6,300の黒字予算に対し、約$26,400の黒 

字決算となった。その要因としては、会員数増加に伴う会費収入が増

加したことが大きく、また支出では昨年に引き続き活動費や固定費全

般の経費節減が挙げられる。本年度予算も約 $24,000の黒字予算と

し、家賃などのコストアップはあるものの引き続いての会員増 

員による会費収入の増額を見込んだため。以上の報告を受け、決算 

案・報告案が過半数の賛成を得て承認された。 

６．委員会・部会報告 

①スポーツ委員会（中村宏鉄鋼部会長） 

＊第547回テキサス会「商工会会長杯」開催について 

来る2013年11月24日（日）に前回と同じ会場のWindRose Golf Clubで第

547回テキサス会「商工会会長杯」を開催予定。参加呼びかけの他、賞

品用の寄付のご協力もお願いしたい。 

②企画調査委員会（中溝丘企画調査委員長） 

＊為替講演会「アベノミクスとドル円相場の展望」開催について 

三菱東京UFJ銀行市場企画部チーフアナリストの内田稔様を講師に迎 

え、10月24日（木）の15時からFour Houston Center Conference room で 

為替講演会を開催する。参加申込はまだ受付けているのでご希望の各 

位は連絡をいただきたい。 

＊2013-2014 テキサス経済概況について 

総領事館・JETROの協力で発行される「テキサス経済概況」につき、今 

回全面改訂されてホームページに掲載されたので是非活用いただきた 

い（本文は隔年毎、付表のみ毎年改訂）。 

７．事務局連絡（ライブロック祐子事務局長） 

①2013-2014版 商工会会員名簿改訂作業進捗報告 

今月より2013-2014版商工会会員名簿の改訂作業を進めており、遅くと 

も12月中旬頃に会員各位に配布できるよう感謝祭休暇前には改訂作 

業を全て終了する予定。 

②年間行事・会議予定のお知らせ 

昨年度の会議・行事日程に倣い、今年度の開催予定日等を商工会 

ホームページに掲載しているので確認をお願いしたい。 

（ http://www.jbahouston.org/event_meeting.htm ） 

③テキサス州六者交流会参加状況等報告 

11月8日（金）・9日（土）にサンアントニオ日本企業会主催によるテキサス 

州六者交流会が開催されることとなり、商工会からの参加者数は過去18 
年間で一番多い40名となった。 

 

【年次総会】（18:00～19:00）＜Room: FAIRFIELD＞ 

１．開会の辞（金子公亮幹事） 

２．総領事ご挨拶（高岡 望総領事） 

高岡総領事より、ジャパンフェスティバルや日本企業技術展示会など 

様々な活動行事への協力に対する謝意が表され、また、ヒューストンの 

日本企業への協力支援強化などについてお話があった。 

３．商工会会長挨拶（土光辰夫会長） 

土光会長より新年度開始に当たっての年頭の挨拶があった。経済事情 

が良好で商工会登録会員数が増加傾向の本年度も活発に活動を行っ 

ていきたいという抱負が語られた。 

４．旧年度役員・特命理事・委員長・部会長年次報告（金子公亮幹事） 

金子幹事の進行で、旧年度役員・特命理事・常設委員長及び部会長に 

よる年次報告が行われた。 

５．新理事委員会紹介（金子公亮幹事） 

金子幹事より前年度より引き続きの委員を含む全理事委員会メンバーの 

紹介があった。詳細については商工会ホームページ掲載の組織図参

照 。 （  http://www.jbahouston.org/image/2013Oct23orgchart.pdf ）  

６．常任委員の選任報告（金子公亮幹事） 

金子幹事より、商工会定款第四条第一項（2010年8月度常任委員会にお

いて変更承認項目）に基づき、正団体会員の企業責任者88名を常任 

委員として選任することが報告された。 
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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 
 
 「ガルフストリーム」も先月号からVolume 39となり、

新年度を迎えました。多くの皆様のご支援のもと、滞

りなく発行が続いていることを感謝申し上げます。 

 さて、編集委員の間では、新年度の新しい企画を

どうするかの議論が始まっておりますが、その過程

で、ヒューストンにおける会員の方のお住まいが、一

昔前に比べるとずいぶん広がったのではないかとの

話題が出てきました。昔は、多くのご家族が日本語

補習校のあるMemorial地区付近に固まっておられ

たそうですが、ヒューストンの発展に伴って、今や西

部郊外のKaty地区やWest Houston地区、ダウンタウ

ンに近いGalleria地区やMedical Center地区、それ

ばかりでなく南東部郊外のClear Lake地区や、南西

部郊外のSugar Land地区にもお住まいが広がって

いるそうです。会員の方のお住まいがここまで広が

ると、新しく来る方は住む場所を選ぶだけでも相当
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１...商工会常任委員会・総会開催 

１...高岡新総領事ご挨拶 

２,３...議事録,会員消息,会社紹介 

目 

次 

４...生活・情報委員会だより 

５...ショーイングジャパンだより 

６...ワン！ダフル 

 

７...珍食材,補習校運動会報告 

８...日本人会ワイナリーツアー 

９...テキサス・メディカル最前線 

１０...気ままなフォトアルバム 

１１...駐妻日記,知っとん物語 

１２...落語 桂三輝,Houston Walker 

ライブ音楽 

美術 

 平成２５（2013-2014）年度  

 商工会常任委員会・ 

   総会・懇親会開催 

迷われるのではないか、「お助けマップ」も地区毎

に必要ではないかとの意見もございました。 

 「ガルフストリーム」も、そのような会員の方のお役

に立てるよう、記事の範囲を広げて参りたいと存じ

ます。記事についてのご意見、ご要望がございまし

たら、メール（gulf@jbahouston.org ）、または編集

委員まで遠慮無くお申し出下さるよう、お願い申し

上げます。                （白木 秀明） 
 

その他 

カナダ人落語家・ （かつらサンシャイン）氏の 

                                       ヒューストン公演（9月13日・14日）  

 在ヒューストン日本国総領事館は、カナダ人落語家・桂三輝氏のヒュー

ストンでの2回の公演を、ヒューストン日米協会と共催しました。この公演

は、桂氏にとって初となる16都市を回る北米公演ツアーのひとつです。 
 現在日本に約700名のプロの落語家がいる中で、カナダ生まれの桂氏

は、唯一人の外国人落語家です。6代目桂文枝師匠の15番目の弟子で

ある桂氏は、日本の伝統芸能を英語で演じることにより、落語の魅力を英

語を母国語とする人たちへと広げています。 
 200名を超える聴衆を集めた9月13日のライス大学での公演では、渡部

隆彦総領事代理が冒頭挨拶に立ち、来場者に歓迎の言葉を、また、各

国総領事館からの参加と、ヒューストン日米協会と国際交流基金の協力

に謝意を表明しました。また、落語が日本以外の国の人々にも、共通の

価値観をもって受け入れられることを桂氏が証明してくれた事を称賛しま

した。続いて桂氏と同行した北川千穂さんが司会をつとめ、日本の伝統

芸能としての落語と、桂氏の公演について紹介しました。着物姿がすっ

かり板についた桂氏は、自身の十八番である桂文枝師匠の創作落語

「生まれ変わり」で会場をわかせた後、アメリカ国旗を意識した着物に着

替え、さらにカウボーイハットをかぶって登場というヒューストンスペシャル

の大サービス付きで「宿題」を演じ、聴衆を笑いの渦に巻き込みました。 
 続く14日のダウンタウンにあるヒューストン中央図書館でも100名あまり

の聴衆を前に、古典落語「動物園」と、文枝師匠に入門するきっかけと

なった創作落語「宿題」の2つを演じました。 
 両日とも、落語を初めて聴いたという人が8割を越え、「こんなにおもし

ろい物があるとは知らなかった。」「是非また聴きたい。」という声があちこ

ちから聞かれ、落語公演は盛況のうちに終了しました。 

写真左上；渡部総領事代理 

左下；桂三輝さんと北川千穂さん  

右上；公演後のロビーの様子（ラ

イス大学）  

右下；9月14日のヒューストン中

央図書館での公演  

 この度、在ヒューストン総領事として

10月8日に着任致しました。米国勤務

は1990年代後半の在ニューヨーク総

領事館以来となります。前任地のイラ

ンでは、対イラン経済制裁の強化とい

う厳しい環境の中で、現地の邦人企業

の方々との密接な連携が大変重要だ

ということを肌で感じてまいりました。 
 また、こちらに赴任する前には、東京

に立ち寄ってテキサス州と関係を有す

る100人以上の方々とお会いして色々

なお話を拝聴させて頂き、当地とビジ

ネス関係を更に発展させたいとの関心

を有している日系企業関係者が多いことを改めて認識いたしました。 
 そして、ヒューストンに着任後、テキサスの方々や邦人の方々からの心温まる歓

迎を受けるとともに、シェール革命の影響等により好景気に沸いている当地経済

の状況を伺うにつけ、前向きに取り組むべき多くの機会に満ちている任地だとい

うことを実感しております。 
 現在、外務省は、岸田外務大臣の下、これからの「日本外交の三本柱」というこ

とで、「日米同盟の強化」、「近隣諸国との協力関係の重視」及び「日本経済の再

生に資する経済外交の強化」を軸として外交を進めております。この観点から、

日系企業の支援は、当総領事館にとって最も重要な役割の一つであると考えて

おり、総領事館として出来ることは何でもお役に立つ所存です。何かご要望があ

れば、気軽に総領事館にご連絡頂ければと思います。 
 これから商工会の方々には様々な場でお世話になることと思います。この場を

借りて皆様方への着任のご挨拶とさせて頂きます。 

                         在ヒューストン日本国総領事 髙岡 望  

 一雨毎に秋の深まりを感じる10月、ヒューストン日本商工会も

平成25（2013-2014）年度を迎えました。 
 10月1日時点での正団体会員数は昨年度より3社多く88社と

なり、正個人会員数は常任委員88名も含め471名と、1年前に

比べ84名増となりました。当地に着任されたばかりの髙岡望総

領事（商工会名誉会長）を含めた名誉会員数が9名、準会員

数が31名で、会員総勢511名での新年度開始となりました。 
 10月23日（水）の午後5時から、毎年恒例の常任委員会と年

次総会がFour Seasons HotelのFairfield Roomで開催されまし

た。まず常任委員会で土光辰夫会長と髙岡望総領事のご挨

拶があり、幹事報告、会計幹事報告、委員会報告、事務局連

絡が行われ終了。次に、正個人会員と準会員も参加されての

年次総会では、会長と総領事のご挨拶、旧年度理事委員によ

る年間活動報告、新年度理事委員紹介と続き、常任委員選任

報告を最後に終了しました。この後、2階のHighland Roomで

懇親会に移り、軽食とワインなどを立食スタイルで味わいなが

ら、午後9時半近くまで和やかに歓談していただきました。 
 10月号ガルフストリームに掲載された土光会長のご挨拶に、

「経済的な豊かさを分かち合う機会を与えるだけでなく、日本

企業や日本人を温かく受け入れてくれるヒューストンの寛容や

ホスピタリティへの感謝を忘れず、地域への恩返しとなるよう商

工会の活動を行っていきたい」というお言葉がありました。商工

会が携わる諸活動が地域への感謝・恩返しへと繋がるよう、引

き続き関係各位のご支援・ご協力をいただけますようお願い申

し上げます。 

 
General Admission to the parade is open and free to 
the public. パレードは無料ですが、ベストポジションを

狙ってる方は特別席を前もって購入することをお勧め

します。http://www.hebparade.com 
November 24 @ 12am Chuy's Christmas Parade starts 
at the State Capitol at 11th & Congress in Austin. 1989
年よりこのパレードは子供たちが子供たちを助けると

いうテーマから始まりした。大きな風船などがオース

ティンのダウンタウンを行進します。是非いらないおも

ちゃを恵まれない子供たちに寄付しませんか？http://
www.chuysparade.com 
November 23 Annual Houston Championship Chili 
Cookoff @ Traders Village 毎年恒例になったテキサ

スの代表的料理のチリに込みの料理を競いあう大会

がトレーダービレッジで行われまうす。詳しくは

www.tradersvillage.comのイベントセクションまで。 
November 30~December 22 9thAnnual Holiday Mar 

The Cynthia Woods Mitchell Pavilion:  
http://www.woodlandscenter.org/ 
House of Blues Houston:  
http://www.houseofblues.com/ 
Bayou Music Center:  
http://www.livenation.com/Verizon-Wireless-Theater-
tickets-Houston/venue/98584 
Jones Hall: http://www.houstonsymphony.org/ 
Toyota Center: http://www.houstontoyotacenter.com/ 
Miller Outdoor Theatre:  
http://milleroutdoortheatre.com/  
Reliant Park: http://www.reliantpark.com/calendar 
 
 
<The Museum of Fine Arts Houston> (713-639-7300 
visitorservices@mfah.org www.mfah.org 木曜は入
場無料) 
@Audrey Jones Beck Building 
@Glassell School of Art        
<Contemporary Arts Museum Houston>
(www.camh.org) 
<Houston Museum of Natural Science> 
(One Hermann Circle Drive 713-639-4629 
www.hmns.org) 
<The Menil Collection> 
(1515 Sul Ross 713-525-9400 http://www.menil.org 
入場無料 Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm) 

NBA/Houston Rockets 
http://www.nba.com/rockets/  
NFL/Houston Texans 
http://www.nba.com/rockets/  
 
 
November 24 @ 9:00am  62th Annual H-E-B Holiday 
Parade @ Downtown Houston  

ket with サンタクロース @ Traders Village トレー

ダービレッジにサンタクロースがやってきます。お子

さんと写真をとることができますので是非訪れてみて

はいかがでしょうか？http://tradersvillage.com/
houston/events/2013-holiday-market-with-santa-
claus-5-photosのイベントセクションまで。 
December 7 Hometown Christmas Festival and tree 
lighting Ceremony at Pearland Town Center. 
Hometown Christmas Parade @5:30 p.m. Location: 
FM 518 & Pearland Parkway to FM 518 and Old 
Alvin Road http://www.pearlandparks.com/
christmasparade.html 
December 14@ 6pm Christmas Boat Lane Parade on 
Clear Lake クリアレイク上で行われるボートのクリス

マスパレード。100以上に上るクリスマスで飾られた

パワーボートがNassau Bay LagoonとGalveston Bay
間をパレードします。詳しくはhttp://
www.clearlakearea.com/about/BoatParade.asp 
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