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 新年あけましておめでとうございます。 

 謹んで新春のお慶びを申し上げますとともに、平素

より当商工会の活動にご支援ご協力を賜り、この場を

お借りして改めて御礼申し上げます。 

 昨年を振り返りますと、2020年来猛威を奮ってきた新型コロナウイルス

は、年初にオミクロン株による感染者増加がありましたが、以降は感染者

数は概ね減少していきました。海外との往来への制約が大幅に緩和され

るなど、皆様の日常生活や経済活動への影響が小さくなり、いわゆる

ニューノーマルが定着し始めた一年だったかと思います。 

 米国の政治では、8月にインフレ低減法が成立し、既に成立していた超

党派インフラ法と合わせ、脱・低炭素化に10年間で約4300億ドルもの資

金を手当てすることになったインパクトが大きかったと感じております。

「Energy Capital of the World」と呼ばれるヒューストンにおいても、その影

響について今後さらに注視が必要になろうかと思います。 

 スポーツでは、昨年アストロズがワールドシリーズ制覇を達成し、街を上

げて大変な盛り上がりを見せました。カタールで開催されたFIFAワールド

カップでの日本代表の活躍も記憶に新しいところです。本年は、アストロ

ズの連覇はもちろん、19年の日本開催でも日本代表が躍進したラグビー

ワールドカップ（フランス開催）もあり、新たなドラマを期待したいと思いま

す。 

 当商工会関連では昨年、ソフトボールやゴルフ大会、日本語補習校の

運動会など数年ぶりの開催が実現し、対面での交流の楽しさ・ありがたさ

を改めて実感いたしました。本年は更に多くのイベントを開催できると見

通しております。引き続き皆さまからのご支援・ご指導を頂きながら、他団

体とも連携し、当商工会の活動を通じて会員の皆様や地元コミュニティの

発展や充実した日常生活の実現に貢献して参りたいと考えています。 

 本年の干支は卯年（うさぎどし）です。卯は穏やかで温厚な性質であるこ

とから、「家内安全」の意味を持ち、また、その跳び姿から「飛躍」、「向上」

を象徴するとして親しまれてきました。皆様におかれましても、まさにその

ような素晴らしい年になることを祈念し、年頭のご挨拶とさせて頂きます。 

 

令和五年 正月吉日 

 新年あけましておめでとうございます。 

 私がヒューストンに着任してから早くも1年が経ちまし

た。まずはこの1年間、ヒューストン日本商工会の皆様

に大変お世話になりましたことにお礼申し上げます。 

 1年前のちょうど私の着任したタイミングで当地では対面行事が再開さ

れ始め、まだ行動制限の多かった日本から来たばかりの時は少し不安も

感じるほどでした。年初にはオミクロン株の感染拡大で少しスローダウンし

たものの、春以降は当館管轄地では普通に対面行事が開催されるように

なり、いずれも3年ぶりといった反動もあってか、従来以上に活発に行事

が行われております。ヒューストンでの日本関連行事もこの1年間でコロナ

前と同様に開催されるようになったことを大変嬉しく思いますとともに、感

染対策に気をつけながらこうした行事を無事に実施されてきた関係者の

皆様に敬意を表します。 

 この1年で管轄地の主要都市を一通り回り、各地域の日本関連団体関

係者や州知事、市長らと関係を構築してまいりました。これをベースに、

今後も管轄地域と日本の市民・企業・自治体間の各種交流を一層盛り上

げていきたいと思います。 

 経済的には物価上昇や特に海外在住の日本人にとっては円安など、

厳しい状況が続いておりますが、テキサス経済は依然好調で、日本企業

も在留邦人も増えてきております。最新の米国商務省統計によれば、テ

キサス州の対日輸出は大きく増加しており、その最大の要因はLNG輸出

の大幅増で、この結果、2021年の対日輸出額で、ヒューストン港が全米の

港の中でトップになりました。 

 ヒューストン市と千葉市は2022年に姉妹都市提携50周年を祝いました

が、同年中の訪日を熱望していたシルベスター・ターナー・ヒューストン市

長の初訪日も、商工会の皆様のご尽力を得て、10月に成功裏に実現い

たしました。 

 このように日本にとっても米国にとっても非常に重要な地域で、政治・経

済・文化の各方面や人的交流において当地と日本との関係が緊密に

なっていることに強い手応えとやりがいを感じております。 

 在ヒューストン総領事として引き続き微力を尽くしてまいりますので、商

工会の皆様の変わらぬご支援をいただけますようお願い申し上げますと

ともに、新年における皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。 

令和五年 正月吉日 

◀12月度理事委員会 



 一方、米系企業の福利厚生では、人財獲得の企業競争力を高めるため、従

来加入していなかった401K加入率が急上昇しています。（55%→82%）合わ

せて、90%以上の企業が病気休暇やメンタルヘルス休暇の提供などの制度

整備も進めています。リモート環境で社員の皆さまの顔色や体調などが見え

づらい環境となっていますので、メンタル面をケアするサポートが新たに注目

されているようです。また、従業員に対し、専門能力開発の機会を提供するこ

とが重要であると感じている雇用主の数も増加傾向にあり、能力開発支援もよ

り手厚くなっていくことが予想されます。 

◆従業員の価値観の変化  

  COVID-19により、私たちは仕事もプライベートも大きな変化を強いられまし

た。特に、従業員の価値観は大きな変化のひとつだと思います。弊社グルー

プ会社のアンケート調査によると、約8割の企業の方々が従業員の価値観の

変化を感じていることがわかりました。 

 会社への要望として、リモートワークやフレックス勤務などの「勤務形態に関

する要望」だけではなく、「就業環境」「会社・仕事」に対する考え方も変化して

きています。この変化が業績に及ぼす影響がどのくらいなのか、まだ分かりか

ねる企業が多いもののプラスに捉えている企業は少数派のようです。 

 そして新しい働き方は、マネジメント層にも影響しています。リモートワークの

環境下では、従業員の80%以上が生産的に働けていると答える反面、自チー

ムが生産的だと答えるリーダー（マネジメント）は12%に留まるなど、従業員とマ

ネジメント層の意識にギャップがあることがわかります。多くの従業員の価値観

が変化し、そのマ

ネジメントが難しく

なっている今、自

社の従業員につ

いてよく理解し、

柔軟に対応して

いく姿勢が求めら

れているのかもし

れません。 

◆最後に 

 長期的に既存従業員を惹きつけ、新たな人財獲得の競争力を高める為に

は、給与だけではなく組織設計や評価制度・働き方の柔軟性などTotal Com-

pensationの整備が重要になっていきます。環境だけではなく人々の価値観ま

で変化し、対応が難しい局面ではありますが、以下の3つの視点から取り組む

のはいかがでしょうか？ 

①目的志向の組織づくり 

②成長機会の提供 

③働き方への柔軟な対応（Well-being） 

 私たちは、目の前の業務に捉われると企業のビジョンを見失ってしまう事が

あります。企業のビジョンは一般社員からマネジメント層まで、全ての人の原動

力です。従業員に対して、ビジョンを明確に定め、それに伴う成長の機会を提

供し、働き方のサポートをすることで、私たち在米日系企業は米国においても

成長し続けることができると感じています。是非、今後とも皆様のお役に立て

れば幸いです。 
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 新年、明けましておめでとうございます。皆様におかれましては輝かしい新

年をお迎えのこととお喜び申し上げます。また、旧年中は、多大なるご尽力を

いただき誠にありがとうございました。本年も、皆さまのお役に立てるよう努めて

参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げま

す。 

 米国パソナでは、毎年、在米日系企業様を対象に「在米日系企業給与・福

利厚生調査」を実施しております。今回は、私たちの調査結果から得られた雇

用・給与・福利厚生の傾向についてご紹介したいと思います。調査にご協力

頂いた約520社の皆さまにつきましては、大変ありがとうございました。レポート

でご不明な点がありましたらいつでもご相談ください。 

◆米国企業・在米日系企業昇給率の傾向 

 昨年10月に調査した結果によりますと、在米日系企業昇給率実績は例年を

上回る4.87%という高い数値となりました。2023年の昇給率は4.29%と予想され

ており、米国企業の昇給率調査（4.1%~4.4%）と同等の伸び率になることが予

測されています。 

 さらに、都市部エリアにおける雇用率は高い数値となっており、在米日系企

業の採用時の給与提示額は前年比で13.3% 上昇しています。 

 WorldatWork社 か ら は

「グローバルな多国籍企業

から中小企業まで、米国の

あらゆる規模・産業の組織

が、必要な労働力を確保

するための昇給予算を計

画している」とのコメントが

出ており、給与の引き上げ

は人財争奪戦における重

要な戦略の一つとなってい

ることが見受けられます。

短期的な人財獲得だけで

はなく、長期的に見ても、

優秀な人財を確保するた

めには、米国の給与相場

を理解した上での報酬戦

略がひとつのカギになると

想定しています。 

 昇給率上昇に拍車をか

けているインフレ率は2022

年6月に記録した9.1%から

徐々に下がってきているも

の の 、2022年10月 に は

7.7%と依然として高い水準

を保っています。高インフ

レに対応するために、企業

が 生 活 調 整 費 （Cost-of-

Living Adjustment、以下

COLA）を従業員の給与に上乗せして支払うケースも出ています。COLAは、

経済・社会状況に対応した収入や手当を調整するための措置で、企業・組

合・政府がインフレ率に対応するため、社会保障給付の増額や給与の追加支

給などの調整を行っています。alary.comの調査によると、COLAの支給を実施

している小規模企業（フルタイム従業員500人未満）が昨年のCOLAに対し平

均2.5～2.7%の金額を増額しています。 

◆福利厚生の傾向 

 在米日系企業の「今後導入・充実させたい福利厚生」では【在宅勤務オプ

ション】が4ポイント増加するという結果となりました。特に、米国内で工場を保

有する企業様からの「今後、在宅勤務オプションを導入したい」との回答が5ポ

イントほど伸びており、多様な働き方への柔軟な対応を検討されていることが

伺えます。他にも、ウェルネスサポート・ジム費用負担やリモート手当など新し

い働き方に対するサポートを福利厚生にする傾向にあります。＜図：福利厚生

のトレンド ＞ 

 

（Pasona N A, Inc., 藍谷早苗） 

 

https://www.pasona.com/document/salary-and-benefits-survey-summary-report-2023/
https://www.pasona.com/document/salary-and-benefits-survey-summary-report-2023/
https://339e19be-a0a2-4218-8da0-f5c256046686.filesusr.com/ugd/66ffda_bafc113dd1154435b516c1e352710428.pdf
https://339e19be-a0a2-4218-8da0-f5c256046686.filesusr.com/ugd/66ffda_bafc113dd1154435b516c1e352710428.pdf
https://www.pasona.com/
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会 社 紹 介 

Y's Publishing Co., Inc. 

準会員  吉田 仁 さん 

1．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

 Y‘s Publishing Co., Inc.はニューヨークに本社を置く1995年創業のメディ

ア企業です。主な事業は「便利帳シリーズ」の発刊で、アメリカ・メキシコ・イ

ンドの3ヵ国で展開しております。アメリカで定期的に発刊している媒体は

「アトランタ・ノースカロライナ・サウスカロライナ・テネシー・アラバマ・テキサ

ス便利帳」「オハイオ・インディアナ・ケンタッキー便利帳」「シカゴ・デトロイ

ト便利帳」「ニューヨーク便利帳」「ボストン・ワシントンDC便利帳（現在は休

刊中）」の5媒体となります。不定期で「子ども便利帳」「アメリカに10年以上

住む人のための、ちょっと、ディープな

便利帳」を発刊しており、昨年12 月に

は「アメリカの市販薬(OTC)＆家庭用品 

便利帳」を創刊しました。その他、教育

関連の事業も行っており、日本の支社

では「帰国便利帳」を年2回、毎年発刊

しアメリカを含む世界各地で無料配布

しております。またコロナ禍でスタートし

たサービスとして主にアメリカに在住の

帰国生を対象とした「オンライン学校説

明会」も主催しており、年2回の開催で

大変好評です。テキサス州ヒューストン

をカバーしております「アトランタ・ノー

スカロライナ・サウスカロライナ・テネ

シー・アラバマ・テキサス便利帳」は地域貢献の理念の元、6州にお住い

の方には無料で配布（送料別途）しており、おかげさまで今年は第19号

を出版する予定となっております。地域のスポンサーの皆様と読者様に

支えられながら長きに渡り発刊し続けられていることを、この場を借りて厚

く御礼申し上げます。弊社一同、今後とも現地にお住まいの日本人や日

系コミュニティーを支えるべく貴重な情報を発信してまいりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 
 

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。 

 実は最近はなかなかテキサス州を訪れていないのですが、テキサス州

は低い税負担など企業がビジネスしやすい環境が揃っているイメージが

あります。コロナ以降はとくに多くのアメリカの企業がテキサス州に拠点を

移していることから、今後もますますホットで重要なエリアになると考えて

おります。ぜひ久々に訪れてみたいなと思います。 
 

3．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

 2020年初頭から世界中に広がったコロナウィルス感染は高止まりしなが

らも”with コロナ”という言葉に変わり、我々のライフスタイルを大きく変え

たことは承知の通りです。3年前、私は真剣に過去の人生を振り返り、こう

思いました。この平和な時代に本当に戦争が始まったと。どんなにお金

を稼いでも、貯めても、所詮物質的な物は戦争によって一瞬で消え去り、

然程大きな価値など無いことを知りました。幸運にも米政府からの手厚い

経済支援により当社は命拾いして今日がある訳です。ですから、これか

らの人生を物質的豊かさを求めるのでは無く、人と人との出会いを大切

に日々の出版業に渾身の力を注ぎ、全力で今を生きること。そして60歳

を過ぎたら本当にやりたい大好きなゴルフに磨きを掛けてシニアツアー

に参戦出来るプロゴルファーになりたい。そんな子供のような私の第二ス

テージ、そんな人生を夢見ています。アメリカ生活36年、皆様、どうぞ宜

しくお願い申し上げます。  

 

 ヒューストンの自然災害と言えば夏場（6月から

11月）のハリケーンがイメージされますが、比較

的温暖な冬でも寒波による停電、断水といった

大きな影響を伴う災害が起こる可能性がありま

す。ご経験された方も多くいらっしゃると思います

が、2021年2月には32年振りとなるマイナス9度の

寒波が到来し、広範な地域で数日に亘って停電

や断水の影響を受けました。天気予報でも事前

に気温の大幅低下や停電について触れていた

ようですが、まさかここまで影響の大きい寒波が

到来するとは思っていなかったという声を聞きま

す。幸いなことに昨年はハリケーンの被害を受けることなくシーズンを終わり

ましたが、クリスマスの寒波のように、これから冬の本格化に伴い想像を超え

る寒波が来る可能性もありますので、十分な準備を心掛けて頂きたいと思

います。 

 2021年にヒューストンを襲った寒波は至る所で水道管の破裂が発生し、テ

キサス州固有の送電網事情による長期間の停電といった、想定を超える被

害をもたらしました。停電や断水による大きな影響としては、暖房が使えな

いことによる厳しい寒さ、不自由な食事、食器の洗い物やトイレ等に必要な

生活用水の不足、携帯電話の充電問題、路面凍結による車移動の制限、

スーパーやガソリンスタンドの品不足といった点が挙げられます。また、電

気や水がいつ復旧するか分からないという不安や恐怖感から生じるストレス

もあります。 

 前回の寒波では概ね2、3日で電気や水は復旧したようですが、天候次第

ではより長期間に及ぶ可能性もありますので、十分な飲料水や食料を確保

することはもちろん、浴槽やバケツに生活用水をしっかり貯めることも必要で

す。携帯電話の充電器、洗い物が不要な紙コップや紙皿、懐中電灯、暖か

い食事を取るための簡易ガスコンロ、防寒服等も必要となります。また車の

ガソリンを満タンにしておくことも重要です。その他、特にお子様のいる

ご家庭は電気が通って暖房が機能する地域のご友人宅やホテルへ避

難することも必要になるかもしれません。困ったときはお互い様という言

葉通り、有事の際は皆さんが置かれた状況に応じてお互いに遠慮せず

に助けを求めあい、助けあうことが何よりも大切になるものと思います。 

 尚、ガルフストリームでは過去に寒波特集を数回組んでおり、安全危

機管理ページからお役立ちサイトやアプリも記載したバックナンバーをご

覧頂けます。また、寒波の後に商工会の会員様向けにアンケートを実施

し、被害状況や寒波から得られた教訓等の回答も掲載されていますの

で、ご参考にして頂ければ幸いです。 

 また、寒波の話からはそれますが、車に関するヒューストン特有の事情

として、冬のタイヤ空気圧の低下があります。夏と比較して空気圧が2～3

割ほど低くなることがありますので、事故防止と燃費改善の観点から、ガ

ソリンスタンドや車ディーラー、タイヤショップ等で空気圧をご確認の上、

必要な空気を注入して頂ければと思います。 

（安全・危機管理特命理事 竹原 優） 

会 社 紹 介 

 

詳細はこちら  

https://ja.jbahouston.org/emrgency
https://ja.jbahouston.org/emrgency
https://www.jbahouston.org/%E5%AF%92%E6%B3%A2%E6%83%85%E5%A0%B1
https://www.jbahouston.org/%E5%AF%92%E6%B3%A2%E6%83%85%E5%A0%B1
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昨年12月10日（土）、ヒューストン日本語補習校にて3年ぶりに対面型宇

宙セミナーを開催しました。 

当日の宇宙セミナーはJAXAヒューストン駐在員所長でもある星出 彰

彦（ほしで あきひこ）宇宙飛行士による2021年4月から約200日間、国際宇

宙ステーション（ISS：International Space Station）に滞在し、対応していた

ミッションに関する報告を行った他、来場されたみなさまとのQ＆Aセッショ

ンを行いました。 

今回は、たくさんの方が宇宙や宇宙飛行士に対して持たれている様々

な質問に、星出宇宙飛行士ができるだけ多く直接答えられるよう、Q＆A

セッションの時間を約45分とらせて頂きましたが、参加されたみなさま、い

かがでしたか? 

当日出た質問（約20問）は、星出宇宙飛行士含め、我々JAXA職員に

とっても興味深いものや、多くの参加者が思いもかけなかった驚きの反応

が会場に広がるものがたくさんありました。そんなQ&Aについて一部抜

粋／要約したものを、以下に紹介させて頂きます。（次の宇宙セミナーや

将来的に宇宙での実験を提案する機会に向け参考にしてください。） 

 

Q： ISSにゴキブリはいますか? 

A： 幸いなことにISSの中でゴキブリを見かけたことは無い。しかし、宇宙で

は様々な生き物の観察などをしており、自分（星出）が前回ISSに滞在して

いたときに、エジプトの中学生が提案した“ジャンピングスパイダー”という

クモが宇宙でどのようにジャンプするか?という実験があった。 

 

Q：  宇宙の外へ食べ物を持って行くと腐りますか? 

A：  まだISSの外に食べ物を持って行ったことが無いためわからないが、

宇宙空間には空気が無いため腐らないと思う。宇宙にみずみずしい食べ

物を出すと水分は全て気化してしまうので、パサパサになってしまうだろ

う。 

 

Q：  無重力ってどんな感じ? 

A： 感覚的にはプールでぷかぷか浮く感じに近いが、プールには水の抵

抗がある。また、プールの中では上下がわかる。でも宇宙ではそれらが無

いため、モノを無くしやすい。例えば作業をするための分厚いマニュアル

を確認して、一旦空中に浮かせておいて作業をしてから振り返った時、マ

ニュアルがどこかに飛んで行ってしまっていって「どこだ？どこだ？」と探

すことがあったりする。 

 

Q： 宇宙へ行って人生観は変わった? 

A： まだ宇宙からの画像や映像が少なかった頃の宇宙飛行士には、人生

観が大きく変わって、飛行後、宗教に目覚めた人もいた。自分は宇宙へ

行くことで地球の儚さを感じた。大気の層は薄く、有限であることを目の当

たりにすることで地球のような場所は“だだっ広い宇宙の中でここだけ”と

感じた。 

 

このほかにも人類として再び月、さらにはその先の火星も目指している

ことから、以下のような質問もありました。 

 

Q：  火星や月などに都市を作る計画はある? 

A： 都市規模の話はこの先5年、10年は無いが、将来的に人が火星や月

で住める環境を作っていこうという話はある。代表的なものがNASAのアル

テミス計画。月面に着陸し、将来的に建物を作って実験などをしよう、とい

うものがある。この取り組みが進んでいくとやがて建物も増え、もっと多くの

人が住めるようになっていくと思われる。まずは月、そしてその経験を活か

し火星にもつながる。 

 

Q： どのように月を調べる? 

A： 今回、NASAのオライオン宇宙船が月の周りまで行った。今後、月で

石など地表面のことを調べるだけでなく、クレーター（穴）を掘って地面の

下を調べていくことで、今までわからなかったことがわかっていくだろう。他

にも月には氷があるとされ、それらを調べることにより水の存在を探したり

していくだろう。 

 

また、星出宇宙飛行士ならではの質問もありましたので、最後にご紹介

させて頂きます。 

 

Q：  宇宙飛行士になるためのテストはどれくらい難しい? 

A： 自分は宇宙飛行士になるため、3回トライした。1回目はそもそも資格

が無かった。2回目はいいところまで行ったけど受からなかった。3回目に

ようやく合格。テストは難しいというよりも、宇宙飛行士になるためには勉強

ができれば良い、というだけではなく、勉強以外の面もいろいろと見られて

いるところにある。ちょうど今、JAXAでは宇宙飛行士候補者の選抜が行

われているところ。2023年には新しい宇宙飛行士候補者が決まると思うの

で、ぜひ注目してほしい。 

今後、2022年度内に第2回 宇宙セミナー（JAXA職員によるウェビナー

形式）を計画しておりますのでお楽しみに! 

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

星出宇宙飛行士によるミッション報告会風景 

Q＆Aセッションは盛り上がり、終始、手が上がっていました 
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日   時： 2022年12月14日（水） 

               12：00～13：30  

会   場： 三水会センター会議室  

出 席 者： 16 名 

欠 席 者： 10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  783名、（正団体会員数  115

社）、準会員数44名で、 総会員数は837名と

なった。また、12月付で準会員 山岸健氏

（Quick USA, Inc.）が新規入会、正団体会員

のSojitz Energy Venture, Inc.が、12月末をもっ

て退会する。 

 令和4年度（2022-2023）12月  

商工会理事委員会 議事録 1. 開館時間について： 

 総領事館窓口の開館時間は、現在、休館日を除く月曜日から金曜日、9：30～12:30、13：30～16：

30です。 

   各種手続きには時間を要しますので、午前・午後とも窓口が閉まる30分前までにご来館ください。

必要書類が不足している場合は手続きが進められませんので、必ず事前に必要書類をご確認の上

ご来館ください。 

2. 在留届について： 

   外国に3か月以上滞在される方は、旅券法第16条により「在留届」を提出することが義務付けられ

ています。 

   「在留届電子届出システム『ORRネット』」を利用してご提出ください。 

オンラインで登録された方は、いつでも届出内容や登録情報を確認・変更できます。また、オンライン

で変更届や帰国・転出届の提出も可能です。 

   在留届について、詳しい情報は、こちら をご覧ください。 

3. 三水会センターにおいてある届け出等の書類 

 三水会センターでは、総領事館に提出する書類のうち、下記のものが入手いただけます。 

 書類提出にあたっては、あらかじめこちらをよく読んで、提出書類に漏れがないようご注意ください。 

 パスポートはオンライン でも申請書がダウンロードできます。 

  届け出書類： パスポート（5年用・10年用）、出生届、婚姻届、死亡届 

総領事館からのお知らせ  

詳細は、商工会HP「会員専用ページ」を参照。 

 

     以前は1,000人規模で開催していた日本人会との共催イベントです。

今年は新しい会場で、4年ぶりに開催します。テキサスならではの広大な

牧場（Oil Ranch）を貸し切り、家族連れにもおひとり様にもお楽しみいただ

ける色々なアクティビティーやBBQランチを準備しております。 
   また、ラッフル抽選会では、日本行き往復チケットなど豪華賞品が盛り沢

山!社内のチーム・ビルディングにも、ぜひご活用ください。 

   

 

    

 
  

日 米 協 会 のThe 
Japanese Festival of 

Houston,1Inc主 催 、

ヒューストン市共催

で、日本庭園のある

ハーマンパークを会

場に2日にわたり繰り

広げられる参加者3万

人レベルの日本祭り

です。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。 

   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。

金 魚 す く い や ヨ ー

ヨー釣り、日本食の

屋台や日本人アー

ティストによるパー

フォーマンス等で盛

り上がります。 

 コロナ禍でしばらく開催されなかった大型定例イベントが、いよいよ今

春再開されます。詳細は後日、事務局よりご案内しますので、皆様ぜひ

ご参加ください。 

 

※過去に開催された各イベント記事は、ガルフストリームのバックナンバー

で紹介されていますので、ぜひご覧ください 

5/6 & 5/7 ジャパン・フェスティバル 

4/2 ピクニック 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
https://www.houston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/todo_zairyu.html
https://www.houston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/todoke_index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html
https://www.jbahouston.org/members
https://www.oilranch.com/
https://www.jbahoustongulfstream.com/back-number
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 10月からスタートした三水会クラブも3回目を迎えました。今回はクリスマ

スということで、ビーズでクリスマスツリーを作成しました。もうすぐ師走で現

地校の行事やいろいろと忙しい中参加してくれた9名でまずはツリーの色

を決めるためのビーズ選び、色とりどりのビーズから自分の好きな色を選ん

でもらいました。次にワイヤーにビーズを通していきます。少し小さめの穴

に通すのは少し大変という声もちらほら。ビーズの数を数えながら真剣に

作成し、約1時間後には全員無事、可愛いカラフルなビーズツリーが完成

しました。おまけに可愛いビーズのリースも作って無事終了です。 

 真剣にクラフトをしながらも、普段なかなか話をすることのない方とお話

しすることが新鮮という感じで、皆さんお話も弾んでいました。今年も三水

会クラブではいろいろな催しを行っていく予定となっています。「こんな

テーマは？」というご意見もお待ちしています。まだ一度も参加したことが

ない方も、これまで参加して下さった方もぜひご参加下さい。 

12月とは思えない暖かなお天気の中、12月13日に「読み聞かせ会」を

開催しました。コロナ禍中はオンラインで開催しましたが、その後はボラン

ティア不足で活動を休止していたところ、待ちに待った対面開催がこの度

やっと実現しました。久しぶりの開催ということもあり、初参加の方ばかり。

当日は1歳から4歳までのお子さまとお母さまが集まってくださいました。実

はボランティア・スタッフも初めてのことで最初はちょっぴり緊張気味でした

が、お子さまたちのキラキラ輝く瞳と可愛いコメントで、あっという間に緊張

も和らぎ笑顔が溢れてきました。 

 最初に読んだ絵本は「てぶくろ」。季

節にちなんだお話を、普段目にするこ

とがない大きな本を使って読みまし

た。お子さまたちもてぶくろの中に一

緒に住み着く動物が次々と増えていく

のをじっくり見守ってくれていました。

お話が終わってからはクラフトタイム。

お母さまたちにも手伝ってもらいなが

ら、それぞれのてぶくろが完成しまし

た。 

 

2冊目、3冊目はクリスマスの絵本で

す。サンタさんに思いを馳せ、クリス

マスまでもう少し、今ごろサンタさんは

プレゼントの準備をしているかな？な

んてお話をしていると、読み聞かせの

会場に鈴の音が聞こえてきました！

なんとサンタさんがやってきました！

お子さまたちは突然のサンタさんの登場に喜んだり、驚いたり個性豊か

な表情を見せてくれました。サンタさんから少し早いプレゼントを受け取

り、一緒に写真も撮ってもらいました。 

読み聞かせの会では、時代を超えて読み継がれている名作やきっと

お子さまにも喜んでもらえるのはないかな？と思えるお話を読んでいきま

す。お子さまによっては興味のあるお話ばかりではなく、飽きてしまうお

話もあるかもしれません。それもお子さまにとっては一つの経験です。ぜ

ひたくさんの本と出会いに読み聞かせの会へいらしてください。スタッフ

一同お待ちしております。 

今後の開催予定   

読み聞かせの会 1月24日（火）、2月14日（火） ともに10：00～ 

あそぼーかい    1月19日（木）  10:00，10:30 2回開催 

＜ボランティア急募＞ 

 子供と本がお好きな方はどなたでも！初心者大歓迎です。 

時折お話しも交えながら手先は真剣に 

完成したツリーで記念撮影 

2月の三水会クラブ 

2月9日（木） チャウドリー博子さんによる 
クッキー アイシング 

申込み⇒こちら 

mailto:houstonyomikikase@gmail.com
mailto:pecan.asobo@gmail.com
mailto:https://www.supersaas.jp/schedule/SANSUIKAITOSHO/%E4%B8%89%E6%B0%B4%E4%BC%9A%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96


 2022年1月に日本から一緒に引っ越してきた愛犬オスカーは現在8歳

ですが、縁があって我が家に迎えたのは4歳6ヶ月のときでした。今回

は、「ワン！モア ヒューストン」の主役を務めるオスカーとのこれまでの

歩みをご紹介したいと思います。 

前回のヒューストン滞在に同伴していた大型犬のヒューゴが10歳になる

頃、もう1頭犬を迎えたいと思い始めました。大型犬2頭は車に乗らない

ので、体重が10kg位で、ヒューゴと相性が良い犬を探そうと思っていまし

た。子犬でも成犬でも構いませんでした。ただ、しつけ教室でオスワリ、

オイデなど色々な動きのお手本を見せる際に犬の表情が分かりやすい

ように、立ち耳で尻尾がある犬、という希望はありました。 

犬種にこだわりがなかったので、飼育放棄された犬や野良犬を保護し

て新しい飼い主に譲渡する保護団体のホームページを度々チェックす

ることにして数ヶ月。目にとまったのは、「おにぎり」という名前の犬でし

た。 

「おにぎり」は一般家庭で飼われていた後、保護団体に持ち込まれた

雑種の犬でした。神経質なところがあり、新しいことに慣れるのに時間が

かかる、と紹介されていましたが、トライアルとして2週間我が家で預かっ

てみることにしました。 

実際に家に来てみると、体を触られるのを嫌がる、見慣れないものに向

かって大きな声で吠えるといった問題行動がたくさんある犬でした。それ

でも、ヒューゴとは初日から相性が良く、ヒューゴも仲間ができて嬉しそう

でした。色々問題を抱えてはいるものの、トライアル期間中に改善も見ら

れたので大丈夫だろうと、2018年10月、「おにぎり」は晴れてオスカーと

いう名前になりました。 

 オスカーは、練習を重ねて克服できた

ことがたくさんある一方で、他人への不

信と他犬への警戒は想像以上に根深く

残りました。オスカーが新しい生活に馴

染むのに大きな役割を果たした先住犬

ヒューゴが2020年に亡くなり、さらにその

約1年後には家族で渡米することにな

り、オスカーの生活は信じられないぐら

い大きく変わりました。初めての飛行機

での移動は、オスカーにとっては恐怖

体験だったようで、渡米後、これまでは

平気だった雷や花火の音も怖がるように

なり、2階の部屋で夜中に雷鳴が聞こえ

てパニックになった後は2階に行くこと自体を嫌がるようになり、ヒュースト

ンでの新しい生活に馴染むまで数ヶ月の間、試行錯誤を重ねました。 

次の4月にオスカーが9歳になるとき、「おにぎり」としての過去と、オス

カーとしての期間が並び、その後は、オスカーとしての犬生が長くなって

いきます。日本を離れ、テキサスの広い空の下、広い芝生の庭を走り回

る生活をしていると知ったら、オスカーの最初の飼い主は驚くことでしょ

う。縁があってうちの子になったのですから、これからも楽しい時間を一

緒に過ごした

いと思います。 
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Vol.3 犬生いろいろ 

川原志津香（家庭犬しつけインストラクター) 

第219 回  香月真樹 さん 

駐妻のヒューストン日記 

 あけましておめでとうございます。皆様、充実した年末年始をお過ごし

でしょうか？2023年、新しい年が始まり、新たな1年はどんな年になるだろ

うか？とワクワクしています。 
 我が家は2019年から2年間ニューヨークに駐在した後、2021年の夏に

ヒューストンへ異動してきて早1年半が経ちました。主人、娘、息子と私の4

人家族。アメリカ生活は4年目に突入しました。 
 ヒューストンの人たちはマインドがとても大らかで優しく、明るく気さくで

一歩踏み込んだコミュニケーションがとても心地よく、ニューヨークで2年

過ごした経験もあり、米国駐在開始当初よりも格段に早く、子ども達も私

達もすぐにこの地に馴染めたように思います。 
 一方、慣れるまで大変だったこともたくさんあり、車中心の生活になった

事が一番大きな変化でした。来たばかりの頃は運転も不慣れで、大きな

ピックアップトラック、猛スピードの車に恐れ慄き、手に汗握りながら運転し

ていました。広大なスーパーで目当てのものを探すのにも一苦労しました

し、どこへ行くにも車移動でストレスがかかり、始めのうちは子ども達のス

クールのお迎えまでの時間があっという間に感じました。今ではI-10を冷

静に運転出来るようになった事は、当初の私から考えると信じ難い成長

ぶりです。 

 車の運転に始まり、有り難いことに、ヒューストンに来てから、新しいこと

へ挑戦する機会にたくさん恵まれてきました。ESLのクラスに通い始めた

こと、ピラティスを始めたこと、アメリカ人のママ友が出来たこと、RV旅行、

ゴルフを始めたこと、などなど。 中学生の頃ソフトボール部に所属してい

た事もあり、主人の会社のチームに加入し、ソフトボール大会に出たことも

大きな挑戦のひとつでした。中学卒業以来でしたので、長いブランクがあ

り、チームにどれ程貢献出来るのか、ご迷惑をかけてしまうのではと、初

めはとても自信がありませんでした。それでも、練習や試合を重ねてゆく

うちに、みんなで勝利に向かって団結する楽しさ、熱い気持ちを久しぶり

に思い出し、とにかく元気に声を出してチームを鼓舞することに努め、と

ても楽しくプレーさせて頂いた事はとても良い思い出です。今年も4月の

大会に出場するので、練習に励み、精一杯力を尽くしたいと思います。 
 直近では、友人と共に10キロマラソンに挑戦しました。私も友人も初心

者でしたが、一緒ならばぜひ挑戦してみたい！とお誘いに乗ってくれ、

二人で近隣の住宅街や公園を一緒にランニングして当日まで練習を重

ねました。果たして走りきれるだろうかと不安を抱えていましたが、結果立

ち止まる事なく、1時間15分で走り切ること

が出来ました。ゴールで出迎えてくれた夫

と子ども達の顔を見て疲れも吹き飛び、隣

で励ましてくれて楽しく一緒に完走してくれ

た友人にも感謝の気持ちでいっぱいで、

走り切れた事がとても大きな自信に繋が

り、頑張った自分を誇りに思うことが出来ま

した。 
 様々なことへチャレンジして気づけたことは、マラソンも駐在生活も、走

り出してみると案外楽しく、ゴールまではあっという間なのかもしれないと

いうことです。ペースを掴むまでは時間がかかるけれど、道中で出会う

人、応援の声、支えてくれる家族の存在、自分の周りの様々な要因が相

関して力になって、今まで積み重ねてきた経験が自信になって、ゴール

まで走る気持ちを支えてくれます。 
 どんな時も、どんな事も、はじめの一歩を踏み出すことは、とても勇気が

要るけれど、テキサスの雄大な空が、これからも、どんな挑戦も後押しし

てくれるように感じます。一歩一歩を大切に、家族の挑戦を支え見守っ

て、元気に楽しく駐在生活最後の日まで走り切りたいです。 

『駐妻の挑戦』 

トライアル期間中の「おにぎり」

（手前の犬） 

おにぎりからオスカー

になって8ヶ月。目の

表情が柔らかくなりま

した。（写真右の犬） 
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アメリカ滞在中にご当地グルメを堪能したい！とお考えの方。日本ではコロナ禍がお取り寄せブームに拍車を掛けましたが、実はアメリカでもお取り寄

せが可能なお店はあります。本稿ではおうちにいながら有名店やご当地グルメを楽しめるとっておきの食材をご紹介いたします。       （編集部）                                                                                                     

絶品ウニで有名なシーフードのお取り寄せ「ISF Trading」 

拡大版 

優れたヨーロッパの食材をご家庭で「The French Farm」 

 フランス人のオーナーがヒューストンに移住し、最初は自分が欲しかっ

たグルメ食材やキッチン用品を趣味レベルで個人輸入したのがThe 

French Farm の始まりだそうです。なかでもお勧めなのが、少しおしゃれ

な食材、Bruschetta With Eggplant & Red Pepper。イタリ

ア料理の前菜でもあるブリスケッターは焼いたバゲット

に、ニンニク、オリーブオイルなどで味を付けトッピングし

ます。こちらの商品はバゲットは勿論、クラッカーにその

まま乗せるだけで美味しいカナッペができあがります。 

アメリカと言えばお肉？！「OMAHA STEAKS」 

 全米で一番有名なステーキ用牛肉通販サイトを持つOMAHA STEAK

は、1917年創業の老舗。なかでもお勧めなのがFiletで、セールの時に

買うと意外にお得。好きな組み合わせ

を自分で選べるセットもあるし、ギフト

としても人気です。ヒューストンでは、

MemorialのTown & Country Villageに

お店があります。 

 

贅沢スイーツ「Lady Mのミルクレープ」 

 LADY M は、日本発祥のミルクレープを世界に広め

たNYの高級ケーキショップで、全米国内でお取り寄せ

が可能。定番もちもちミルクレープは、甘さ控えめで繊

細な仕上がりです。店舗は、ブティック風でまるでジュ

エリーショップのように美しく魅力的。2004年に1号店

がNYにオープン、今や世界に37店舗展開するグロー

バルブランドへと成長しています。ヒューストンのギャラ

リアには、現在、ポップアップ店をオープンしています

が、夏もしくは秋頃には常設の店舗を開店する予定だ

そうですので、こちらもぜひお試しください。 

 

テキサスのナッツと言えば「Sweet Taste of Texas」  

 テキサスはピーカンナッツの主産地となっているということもあり、州木

はピーカンです。そのためか、色々なお料理やお菓子にも、ピーカン

ナッツがよく使われます。なかでも人気なのがグレーズやチョコ等をかけ

たナッツで、テキサス風にデザインされた容器に入ったピーカンナッツを

人気のお店 Sweet Taste of Texas で購入し、日本へのお土産として持っ

て帰られた方も多いのではないでしょうか。お店は一見倉庫のようで、営

業時間は平日の9時から17時まで、週末は営業していません。もちろん、

お店に行って試食

をしてから購入す

る こ と も でき ま す

が、通販でお取り

寄せするとさらに

便利です。 

 

 

日本食にも合うカリフォルニアワイン「Noria」 

おいしい洋ナシやギフトに「Harry & David」 

 Harry & David はアメリカでどなたかにギフトを贈る時に大変重宝しま

す。もちろん時には自分のご褒美にも。中でもPearはおすすめです。日

本でいう洋ナシはスプーンですくって食べられる

ほどジューシーでおいしい

です。またいろいろな用途

や価格帯のTOWER GIFT

もあるのでアメリカ人に贈る

のもおすすめです。 

 
 

  NORIA ワインは日本食に合わせる事のできるカリフォルニアワインを

造ることをコンセプトとし、日本人ワインメーカーの中村倫久 氏が2010年

より生産を開始しました。ワイン生産地域は世界に限りなく存在しますが

カリフォルニアほど気候に恵まれ、様々な土壌から多数のスタイルのワイ

ンを生み出すことの出来る地域は他に類を見ません。結果、ピノノワー

ル、シャルドネ、そしてソービニオ

ンブランといったNORIAのそれ

ぞれのワインは、最も繊細なワイ

ンを造り出すことの可能な厳選さ

れた畑より単一畑ワインとして生

産されています。 

 

 日本人なら定期的に食べたくなるお刺身やお寿司。日本では北海道

からお取り寄せをするように、ここ米国ではメイン州から ISF Trading の通

販で新鮮なシーフードを購入することができます。トロやホタテ、エビやイ

カ、特に美味しいウニは多めに注文します。

そんな魚介類を使った

贅沢な自家製海鮮丼は

最高に美味しいです。

シーフードの他にマツタ

ケもお勧めです。 

 
 

https://thefrenchfarm.com/
https://thefrenchfarm.com/
https://www.omahasteaks.com/
https://www.ladym.com/
https://sweettasteoftexas.com/
https://www.harryanddavid.com/
https://www.noriawines.com/
http://www.seaurchinmaine.com/
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 ヒューストンには世界中から移民が来ています。それで我々も各国の

人々の民族的文化・慣習に触れることができます。そのような当地で体験

できる異文化をご紹介するシリーズを始めます。第一話はお正月を取り上

げます。日本は西

暦の1月1日に新年

のお祝いをかなり

厳かにしますね。ア

ジアの各国では必

ずしもそうではなく

当地でもアジア系

の移民は本国と同

じタイミングでお祝

いすることが多いで

す。 

 今回は中国文化

圏の人々がお祝い

す る 旧 暦 （Lunar 

Calendar）のお正月

を取り上げます。今

年の旧正月は2月1

日だそうです。当

地では中国（香港、

台湾も含めて）とベ

トナム系の人たち

がその頃いろんな

イ ベ ン ト を 行 い ま

す。日本と違って結構にぎやかなお正月というのが私の印象です。代表

的な催しは獅子舞 (Lion Dance） とDragon Danceですね。そしてその最中

に何千個もの爆竹を破裂させて耳をつんざくような大音量と煙もくもくのす

ごい状況になることもよくあります。今年の当地のイベントを下記に挙げま

すのでお近くの方はお出かけになってはいかがでしょうか。 

 

 少し落ち着いたお正

月の雰囲気を体験され

たい方には中国の潮州

から来た方々が運営し

ているTeo Chew Tem-

pleをお勧めします。お

正月には写真のように

旗 を 揚 げて お香 を た

き、地元の方々がお参

りに来ます。平日でも

休日でも日中は自由に

入ることができます。                               

（編集委員 米元錦城）  

 

  

  

 去る12月10日土曜の夕方、私達桜コーラスのクリスマスコンサートを三

水会館会議室にて開催しました。コロナ禍で、長い間思うように活動でき

ずに過ごした後の久しぶりのコンサート、お客様にどのくらい来ていただ

けるかドキドキでしたが、土曜の午後ということもあり、補習校帰りのファミ

リーなど、嬉しいことにたくさんの方が来てくださいました。 

 クリスマスコンサートということで、皆さんがご存知のクリスマスソングを織

り交ぜての合唱から始まり、間には「幼少期の学び直しのバイオリン」、「始

めて4年16歳のクラリネット」、「大学4年間声楽を勉強したソプラノ」と三人

のソロ演奏を挟みました。『Silent Night』では、観客の皆さんにもその場で

練習していただき、一緒に合唱して大いに盛り上がりました。戸田先生の

軽妙な？トークで終始場は和み、会場はクリスマスらしく、とてもアットホー

ムな雰囲気に包まれました。最後は定番『O Holy Night』の合唱で締めくく

り、会を無事終えました。 

 終演後、「あんな風に歌ったり、楽器を演奏できるようになりたい！」と夢

を膨らませて話すお子さんもいらしたり、「家族で一緒に楽しめた。」「楽し

い素敵な会だったよ。」との感想が

寄せられました。今回、会場の飾り

つけから広報に至るまで、全てメ

ンバー全員で協力して作り上げた

手作りのコンサートでしたので、多

くのお客様に楽しんでいただけ

て、喜びと感謝の気持ちでいっぱ

いです。 

 実は初舞台を踏むメンバーも多く、思ったより緊張したとの声も聞かれま

した。しかしそれ以上にメンバー全員が、「やっぱりコーラスって楽しいよ

ね！」と、人前で歌い聴いていただく喜びを、改めて実感しているところで

す。自分たちが楽しんで、人にも喜んでもらえることの喜びを、コーラスと

いう音楽を通じて改めて感じられたことは、今後の活動への一番の活力に

なりそうです。 

 現在メンバーは16人程。三水会館会議室をお借りして練習しています。

来年度からは、益々この勢いに乗って活動の場を広げていきたいと思っ

ています。音楽を通じて仲間が広がる

ことはもちろん、音楽で何かを伝えられ

るとしたらそれは私たちの幸せです。 

 今回、長いこと発表の場がないことを

知った商工会のご厚意によりコンサート

開催が実現しました。最後になりました

が、この場をかりて、発表の場を提供

し、準備にご尽力下さった商工会の皆

様に厚く御礼申し上げます。 

                 （桜コーラス代表 戸田 光彦 メンバー一同） 

ヒューストン 
コーラスグループ 

桜コーラス クリスマスコンサート開催 

☆メンバー随時募集中！☆ 
ご興味のある方はjapaneseladieschorus@hotmail.co.jpまでご連絡下さい。 

 

夜店 

Lunar New Year Festival 1/21/2023 10AM - 4PM  
@Chinese Community Center, 9800 Town Park Dr, Hou-
ston TX 77036  
 
Lunar New Year Houston 1/28-29/2023 
@Viet Hoa Center, 8300 W. Sam Houston Pkwy, Hou-
ston TX 77072  
 
Lunar New Year 2023 1/28/2023 11AM - 4PM  
@Asia Society, 1370 Southmore Blvd, Houston TX 
77004 
 
Lunar New Year Night Market 2/4/2023 6PM - 12AM  
@POST, 401 Franklin St, Houston TX 77201  

 

無料 

 

有料 

 

無料 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 

$10 

メルティング・ポット  
「中国文化圏のお正月」 

Teo Chew Temple 

10599 Turtlewood Ct, Houston TX 77072 

他団体便り 

https://ccchouston.org/2023lunarnewyear/
https://www.lunarnewyearhouston.com/
https://asiasociety.org/texas/events/lunar-new-year-2023-celebrating-year-rabbit
https://www.eventbrite.com/e/lunar-new-year-night-market-tickets-36641470625
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ロナ禍ということもあり、海外から数年ぶりにご家族が帰国され、症状に気

づかれるというケースも時々経験しました。普段から定期的に連絡をとり、

生活の様子を把握しておくことが大切だと思います。また、現在日本では

75歳以上の高齢者が運転免許を更新する際に認知機能検査が必要と

なっており、この検査で「認知症のおそれあり」と判定され受診される方も

おられます。 

 

＜診断と治療＞ 

  病院では問診、診察、必要に応じて血液検査、画像検査（CT、MRIな

ど）を行い、認知症かどうか、認知症の場合は原因となる疾患は何かを診

断します。アルツハイマー病の場合、日本では現在4種類の薬剤（飲み

薬と貼り薬）が保険適応となっており、症状や生活の状況に合わせて薬

物治療を検討します。これらの薬は症状を一時的に緩和する効果が期

待できますが、残念ながら根本的に病気を治したり、症状の進行を止め

たりすることはできません。認知症診療においては薬物治療だけでなく、

患者さんの生活環境を把握し適切なケアにつなげることも非常に重要で

す。必要に応じて介護保険申請を行い、デイサービス、ホームヘル

パー、訪問看護等の介護サービス利用を検討します。 

  アルツハイマー病の治療に関して、2021年にアデュカヌマブという新薬

が米国で条件付き承認され、大きな話題となりました。これはアルツハイ

マー病の原因と言われているアミロイドβというタンパク質に直接作用する

ことで、認知機能低下を抑えられる可能性があるというものです。ただし、

有効性に関する疑義やコストの問題等があり、現時点で米国での使用は

限定的であり、日本での承認申請も継続審議という結論になっていま

す。一方で、2022年11月にはレカネマブという新薬が認知機能低下を抑

制したという報告があり、近い将来にアルツハイマー病の進行を抑制する

薬剤が使用可能になるかもしれません。これらの新薬に共通して言えるこ

とは、認知症の初期（あるいは発症前）に使用しないと効果が期待できな

いということです。というのも、神経細胞の障害が進行してから治療を開

始しても、認知機能の低下を防ぐのは難しいことが分かってきたからで

す。今後、新薬が登場すれば、認知症の早期受診・診断の重要性が

益々高くなることが予想されます。 

 

＜予防＞ 

 認知症の予防に関しては、多くの方の関心が高い話題かと思います。

先に述べたアミロイドβの蓄積は、発症の20年以上前から始まっていると

言われており、アルツハイマー病の発症が80歳であれば、50〜60歳代に

は既に水面下で脳病変が存在し、ゆっくりと進行していることになります。

介入可能な認知症のリスクとして、聴力障害、頭部外傷、高血圧、過度の

飲酒、肥満、喫煙、うつ病、社会的孤立、運動不足、大気汚染、糖尿病

が報告されています。2019年のWHO認知症リスク低減ガイドラインでは、

身体活動、禁煙、健康なバランスの取れた食事、高血圧・糖尿病の管理

を強く推奨しています。身体活動については、成人では週あたり150〜

300分の中強度有酸素運動が目安とされ、歩く、軽い筋トレをする、掃除

機をかける、自転車に乗る、階段をゆっくり上がる等の運動がこれにあた

ります。アメリカでは日本にお住まいの時と比べて、車移動のせいで運動

機会が減った、食生活が不健康になったという方もおられるのではない

でしょうか。今回の記事が皆様の脳の健康について考えて頂くきっかけ

になれば幸いです。  

  2022年8月からヒューストンに参りました安田と申します。日本では京都

で脳神経内科医として臨床に従事していました。こちらではベイラー医科

大学の山本慎也先生（ガルフストリーム2021年7月号）の研究室でお世話

になり、希少神経疾患の遺伝学的研究をさせて頂いています。「脳神経

内科」という名称になじみのない方もおられると思いますが、脳卒中、

パーキンソン病、頭痛、てんかんなど脳・神経に関する幅広い疾患を内

科的に診断・治療する診療科です。今回はその中でも、患者さんが多く

社会的関心も高い「認知症」についてお話しできればと思います。 

 

＜認知症とは＞ 

 認知症とは認知機能の低下によって日常生活が阻害されるようになっ

た状態のことをいいます。物忘れは加齢に伴い誰もが経験する現象です

が、認知症の特徴としては体験した出来事全体を忘れてしまうこと、物忘

れの自覚が乏しいこと等が挙げられます。例えば「テレビで見た芸能人の

名前や、昨日の夕食のおかずを思い出せないが、ヒントをもらうと思い出

せる」のは正常な加齢に伴う物忘れと考えられますが、「食事をしたこと自

体を忘れてしまい、家族に指摘されても分からない」のは認知症の可能

性が高いと考えられます。日本では65歳以上の高齢者の約15%が認知

症であると報告されています。認知症の原因となる病気にはアルツハイ

マー病をはじめとして、血管性認知症、レビー小体型認知症等の多くの

疾患が含まれます。認知症は原因によって治療法やその後の経過が異

なるため、できるだけ正確な診断を行うことが大切です。例えば正常圧水

頭症や慢性硬膜下血腫といった病気は手術で、甲状腺機能低下症等の

病気は薬物治療で改善が期待できる「治療可能な認知症」であり、早期

の診断と治療が重要です。 

 

＜受診のきっかけ＞ 

 典型的なアルツハイマー病の場合、初期には時間の感覚が障害され

（日付や曜日がわからない）、徐々に記憶の障害が進行します（直近のこ

とを忘れる、同じことを何度も言ったり聞いたりする）。病識（自分が病気

であるという感覚）が低下するため、家族が症状に気づき、受診されること

が多いです。このため、お一人暮らしやご高齢夫婦の世帯では、症状が

かなり進行するまで受診に至らないケースが少なくありません。近年はコ
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今月号は南口貴世介先生から脳神経内科がご専門の安田怜先生にバトンが移りました。 

 次回は人工心臓の研究がご専門の栗田伸幸先生です。栗田先生と

は同じアパートで子供の学校も同じということで、家族ぐるみで

仲良くさせて頂いています。ご専門のお話を伺えるのではと大変

楽しみにしております。  

認知症について  
ベイラー医科大学分子人類遺伝学部  

博士研究員 安田 怜 



 ヒューストン日米協会（JASH）は、11月15日（火）にJASH BASH 2022 を
2022年 MLBワールドシリーズチャンピオンであるアストロズの本拠地
Minute Maid Parkにて開催致しました。当日は村林総領事ご夫妻をはじ
め、JASHをご支援下さる企業、団体、個人約200名の方々にご臨席頂き
ました。まずゲストの方々には、球場見学ツアー、レセプション会場でのコ
ミッショナーズトロフィーとの写真撮影、日本プロ野球セ・リーグ公式スポン
サーであるJERA Americas, Inc.様より提供されたサイン入りユニフォーム
展示、さらに日本プロ野球レジェンドの公式ユニフォーム、野球帽、グロー
ブやバットを含むサイレントオークション等、野球を通じた日米の人と人と

の交流の歴史を祝う会
にふさわしい体験や機
会を楽しんで頂きまし
た。その後球場全体を
見下ろせるディナー会
場に移り、第5回ヒュー
ストン―日本友好賞が
この秋に経済貿易使

節 団 と 共 に 訪 日 し た 

Sylvester Turnerヒューストン市長へ、 そして第5回ジェー・トーマス・
シーファー・リーダーシップ賞が日本人初のMLB選手である村上雅則氏
へ授与されました。さらにアストロズでプレーした最初の日本人選手である
松井稼頭央埼玉西武ライオンズ監督からのビデオメッセージが披露され
ました。当日の様子は、当協会Websiteをご覧ください。 
 
 ヒューストン日本商工会より早坂会長（JASH理事）をはじめ 、多くの会員
企業の方々にご臨席頂き、そしてご支援とご協力を賜りましたことを心より
御礼申し上げます。JASHは今後もヒューストン日本商工会との連携を密
にし、ヒューストン地
区での日米の文化、
教育、ビジネス交流
に一層貢献できるよう
活動を続けて参りま
す。引き続きご支援と
ご協力を何卒よろしく
お 願 い 申 し 上 げ ま
す。  
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 2022年12月4日 （ 日 ） 、 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、Pine 

Forest Country Clubで開催さ
れました。コロナ禍収束の兆

しが見えた2021年末のクリスマス会では、
規模は縮小したものの、他のイベントに先
駆けての対面式開催に、参加者のホッとし
たような笑顔が印象的でした。そして、コロ
ナとの折り合いが本格的につきだした2022

年は、満を持して例年の規模で実施するこ
とができました。日本からも3年ぶりに、日本
人会クリスマス会の常連である古今亭菊志
ん師匠にお越しいただけたことは、コロナ
一段落の大きな証のひとつでしょう。 

 会場に到着された参加者は、思い思いに
テーブルにつき、久しぶりの再会に互いの
無事を慶び合い談笑にわいていました。お

目 当 て の
ビュッフェには、定番のローストビーフや
オーダーメイドのオムレツコーナーをはじ
め、サラダ、フルーツ、パスタやケーキが並
び、ニコニコしながら列を作る参加者の姿
に、いつものクリスマス会が戻ってきた喜び
があふれていました。 

 こうして皆様のお腹も心も満たされたころ、
武智日本人会会長による、参加者への感謝
と来る年への希望を込めた挨拶があり、続く
来賓代表の村林総領事は、日本人会の活
動への激励のお言葉とともに皆様の健康と
発展を祈っての乾杯を行いました。 

 クリスマス会を飾るエ
ンターテイメントも充実
していました。戸田光彦
さん率いるヒューストン・
コーラス“桜”による合唱
に、一足早くクリスマス
気分が盛り上がります。

恒例のオペラは、ヒューストン
オペラのベテラン歌手のご夫
妻によるロマンチックな一場
面が上演され、会場の窓ガラ
スをビリビリさせる圧巻の歌声
に会場は酔いしれていまし
た。 

 締めくくりの菊志ん師匠の
落語で笑い納めをしたあと
は、恒例のラッフルが行わ

れ、番号が呼ばれるたびにため息と歓声が
上がります。最後に、司会の松村副会長の
挨拶で閉会となり、日本人会クリスマス会の
フルメニューは終了となりました。 

 毎月の親睦会とは少し違う、ちょっとよそ行
きでおしゃれなクリスマス会は、アメリカにい
ながら日本語で思い切りしゃべって、アメリカ
の料理と日本のエンターテイメントを楽しめる
ヒューストンならではの貴重な場となっていま
す。非会員の方のご参加も歓迎しております
ので、今年のクリスマス会（まだずいぶん先
の話ですが）には、是非ご参加ください。 
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▲早坂理事と三井チーム コミッショナーズトロフィーを囲んで  ▲左から名川副会長（JBAH特命理事）、受賞者のTurner市長、 

村林総領事ご夫妻、村上氏  

▲球場見学ツアー  

2022 クリスマス会 

ヒューストン日本人会   

▲ディナー会場                 

他団体便り 

他団体便り 

https://www.jas-hou.org/jash-bash-2022-photo-gallery


 

編 集 後 記  

 新年あけましておめでとうございます。 

 皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び

申し上げます。 

 思い返せば、昨年の今頃はオミクロン株の発生により、やっと落ち

着いた感染者数が増え始め、ハリス郡の脅威レベルも1に戻ってい

ました。また自粛生活に戻るのかと思っていたところ、3月にはレベル

3まで下がり、以来多くのイベントも対面形式に戻ってきて、多くの企

業ではオフィス勤務も出来ています。年初の寒波も大したことは無

く、大きなのが来ると噂されたハリケーンも到来せず、アストロズも優

勝、終わってみればヒューストンにはよい年だったのかなと思いま

す。 

 リモートワークの普及やガルフストリームの電子化など、ポストコロナ

は既に多くの変化をもたらしていますが、まだ始まったばかり。11月

にはBoil Water Notice事件もあったし、年末にも寒波が来て、テキサ

スでは一部でガスが止まった程度だったようですが、他州では全米

で60人以上が死亡する大きな災害となりました。コロナの変異株も出

てきて、脅威レベルは1/6からMediumに。年が明けてもリスクは相変

わらずですが、恐れずたゆまず、対応していきたいと思います。 

 今月号も、多くのイベントのご報告とお知らせがめじろ押し。コロナ

で中止されていたイベントも、少しリニューアルされて復活していきま

す。今年もよい一年となるよう、皆様に役立つ情報を発信していきた

いと思います。ご意見・ご感想をはじめ、編集部へのご参加もお待ち

しております。本年も、どうぞよろしくお願いいたします。 

 （編集委員長 稲田徳弘） 

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 

Vol.47 No.12 Sep-

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。 

 https://www.jbahoustongulfstream.com/ 
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■Feb. 10-21 
Mardi Gras! Galveston  

@ Seangerfest Parkおよびその周辺 

マルディグラはフランス語で「太った火

曜日」を 意味する お祭り で、 復活祭

（イースター）の40日前に催されます。

ニューオーリンズが有名ですが、ガルベ

ストンでもパレードやコンサートなど様々

なイベントを楽しめます。 

 

■Jan. 25 – Mar. 5 
Cirque du Soleil presents Kooza under 
the big top @ Sam Houston Race Park 

世界的サーカス団シルク・ドゥ・ソレイユ

がヒューストンにやってきます。めくるめ

くパフォーマンスをお楽しみください。 

 

■Feb. 4 
Monster Energy AMA Supercross  
@ NRG Stadium 

巨大なオフロードカーがスタジアム内を

暴れま くるモータース ポーツMonster 

Jamについてはこのコーナーでも何度か

紹介していますが、こちらはオフロード

バイクによるレースです。レースは夕方

からですが、その前にファン向けのイベ

ントも開催されます。なお、Monster Jam

も1/28-29, 2/11に同じNRG Stadiumで開

催されています。 

 

■Feb. 23, 25, 26, Mar. 3-5 
Romeo and Juliet @ Brown Theater 

昨年は日本公演も果たしたヒューストン

バレエ団がシェークスピア原作の超有名

作に挑みます。プロコフィエフ作曲の音

楽にも注目です。 

 

■開催中 – Feb. 12 
Alberto Giacometti: Toward the Ulti-
mate Figure  
@ The Museum of Fine Arts, Houston 

異様に細長く引き伸ばされた人物像で

有名な彫刻家ジャコメッティの展覧会が

開催中です。12のテーマに沿っておよ

そ60の作品が展示されています。 

 

■Feb. 11 
Bach Coffee Cantata  
@ The Wortham Center 

在ヒューストンのマーキュリー室内楽団

によるコンサートです。バッハなどバロッ

ク期の曲目をお楽しみいただけます。 

 

■Feb. 10-12, 17-19 
Songs of the Earth Festival  
@ Jones Hall 

地球の大切さがますます身に沁みる昨

今ですが、ヒューストン交響楽団では地

球に関わる演奏会を企画しています。前

半の2/10-12ではマーラーの「大地の歌」

を、後半の2/17-19ではドビュッシーの

「海」をお届けします。 

 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。 
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日本庭園ボランティア清掃 

 商工会をはじめとする日本コミュニティー団体が中心のボランティ

アによる秋の日本庭園清掃を12月3日、日米協会とハーマンパーク

主催で行いました。 

 当日の参加数は30名、時折雨が降る天候に関わらず、商工会か

らは早坂会長とご家族と会員企業はじめ、日本人会や日米協会会

員、地元ボランティアなど参加しました。ハーマンパーク管理団体の

指導により、5つのチームに分かれて雑草取り、落ち葉拾い、茶室の

清掃、庭石の整理整頓などの作業を行いました。即席チームでした

が、ヒューストンの少し紅葉した公園の遅い秋を楽しみながら、皆さ

ん和気あいあいと取り組んでいる様子でした。 

 来年の5月には4年ぶりに開催が予定されているジャパンフェス

ティバルには多くの地元の方が、地域の「日米友情のシンボル」日

本庭園にお立ち寄りいただくこと願っております。年に2回予定して

います清掃は、次回はジャパンフェスティバルが開催される前の春

に予定していますので、機会ありましたら皆様お誘いの上、ご参加く

ださい。 

（日本庭園・他団体対応特命理事 名川 譲） 

（写真 日米会協会撮影）  

mailto:sansuikai@jbahouston.org
https://www.jbahoustongulfstream.com/
https://www.mardigrasgalveston.com/
https://www.cirquedusoleil.com/kooza
https://www.cirquedusoleil.com/kooza
https://www.supercrosslive.com/tickets/houston-tx/feb-4-2023
https://www.houstonballet.org/seasontickets/pdps/2022-2023/romeo--juliet/
https://www.mfah.org/exhibitions/alberto-giacometti-toward-ultimate-figure
https://www.mfah.org/exhibitions/alberto-giacometti-toward-ultimate-figure
https://www.mercuryhouston.org/2223-bachs-coffee-cantata
https://houstonsymphony.org/songs-of-the-earth-festival/
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