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 1月20日（土）、在ヒューストン日本国総領事館は、天野哲郎総領事主催による新年

会を開催しました。昨夏のハリケーンハービーによる被害は総領事公邸にも及び、使

用不可能となったため、今年の新年会は、ヒューストン市郊外にある望月文化会館を

お借りして行われました。 

 冒頭、天野総領事から、新年挨拶と、昨年の総括として日本庭園25周年やハリケー

ン、そして商工会50周年記念行事等への言及があり、ますます注目されるテキサスと

の日系コミュニティの連携強化への期待が述べられました。そして最後に、国際宇宙

ステーション（ISS）に滞在中の金井宣茂宇宙飛行士から寄せられたメッセージを代読

して挨拶を締めくくりました。次に、来賓を代表し、髙杉禎ヒューストン日本商工会会長

から、昨年の商工会50周年を機に、ヒューストン日本商工会がますます地域に根付い

た活動を展開する1年にしていきたい旨、また、戊戌（つちのえ・いぬ）の今年は「今ま

での努力が実る年」であることから、皆様にとって実り多き年たれとの祝辞をいただきま

した。続いて、天野総領事、髙杉会長、武智真二日本人会会長、会に参加された日

系人関係者の代表としてドナ･コール氏の4名が、そろいの法被を着て舞台に上がり、

舞台の真ん中に据えられた大きな酒樽を囲んで鏡割りを行いました。その後、武智会

長が、新年のお祝いと日本人コミュニティの今年の更なる団結と発展を願って乾杯の

音頭をとり、会場が唱和しました。 

 今年も、地元ヒューストンに加えて、遠くダラス、サンアントニオ、オースティンから各

地を代表する方々にもご出席いただき、新旧の交流を深める機会となり、新年らしい

和やかで明るい会となりました。最後になりましたが、会場をご提供くださった望月秋

廣・緑ご夫妻には、この場をお借りして御礼を申し上げます。         （文責：総領事館） 

総領事館 新年会 2018年 



平成29（2017-2018）年度 1月度 商工会常任委員会 議事録 
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１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

 ダイヤモンド電機は大阪に本社を置き、自動車部品（点火コイル、セン

サー、電装品）と民生部品（空調機器用制御基板、太陽光発電システム、蓄

電システム）の開発、設計、製造、販売を行っています。米国に関しては、

1986年にMIに進出し、2014年には本社機能をWVに移し、主に点火コイル

ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

Diamond Electric Mfg. Corporation 

石川  邦彦 さん 

の製造、販売を行ってきました。2016年からはGoodman様向けにインバータエア

コンに搭載される制御基板の納入が始まり、きめ細かなサービスをご提供する為

に、昨年1月、Katy市に営業事務所を構え、営業1名、ローカルエンジニア１名の

2名体制で現在活動を行っています。今後、ヒューストンを拠点にして、北米での

空調機器用制御基板ビジネス拡大を図っていく計画です。  
 

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、TXの印象は、唯々大きいに尽きると思います。ヒューストンは、全

米でシカゴに次ぐ4番目の大都市、世界では26番目の大都市です。広大な土地

と高層ビル群、そして、縦横無尽に走るハイウェイ。今まで何回道に迷ったか分

かりません。ハイウェイには車そして車。朝晩の渋滞は半端ではないですよね。

どこから出てきたのかと思うほどの車の数。中でも車高の高いピックアップトラック

が多いのには驚きました。昔で言えば、荒野で馬を走らせているという感覚で

しょうか？又、ベンツ、BMW、Audiの様な高級車に乗っている方が多いことにも

驚きました。皆さんお金持ちなんだな～。 
 MIから移ってきた私にとっては、ヒューストンの暖かい気候は何よりの贈り物で

す。MIに住んでいる家族には大変申し訳ないのですが、一年中、手が氷の様に

冷たくなってしまう私にとっては大変助かっています。今年のMIの冬は例年にな

く雪が多くなるという予報が出ています。家族のみんな、ごめんなさい。  

 

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。 

 上述の通り、私はMI出身で、現在は単身赴任でアパート暮らしをしています。

十数年前に、娘から“スキニーアンドボーンズ（瘦せっぽち）“と言われたことに

ショックを受け、体を鍛えなければと思い、MIではYMCAに入り、体を動かしてき

ました。ヒューストンに移ってからは、仕事の後、アパートのジムでトレッドミル、ウ

エイトトレーニングで汗を流しています。週末には近くにある小さな湖でジョギン

グを楽しんでいます。すれ違う方々と挨拶を交わし、皆様から元気を頂いていま

す。それと、MIでは妻とミックスダブルスでテニスをしていたのですが、ヒュースト

ンに移ってからは遠のいてしまっています。機会があれば、是非プレーしたいと

思っています。 皆様からのお誘いをお待ちしております。  

左側：石川さん、右側：ローレンスさん 
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  シリコンバレーとはサンフランシスコからサンノゼにまたがる地域であり、様々な国立

大学、企業が作り出す知の集積で長い年月をかけて出来上がった場所。 

 

＜アウトサイダーが活躍するシリコンバレー＞ 
① TeslaのElon Musk（南ア）、GoogleのSergey Brin（旧ソ連）、IntelのAndy Grove（ハンガ

リー）等、人口の約37.5%が外国生まれで、中でもIT関連はインド系を中心に60%強

が外国生まれ。 

② 資金やコネがなくても起業をサポートする「エンジェル投資家」や「アクセラレーター」

と呼ばれる支援者がおり、起業家にとって有利な環境。 

③ フレネミー文化が浸透し、各自が起業化育成

の為、自らのレピュテーションをかけて情報共

有、助け合いを徹底し、新しいビジネスを創出。 

 

＜シリコンバレーで起きている事＞ 
従来のバリューチェーン依存の「パイプライン

型」から複数需要者・供給者による価値交換や価

値提供等のアクションの場である「プラットフォーム

型」へビジネスモデルが変化。 

パイプライン型 

  他企業にない工場等の有形資産や知的資産等の無形資産がコアコンピテンシー 

  保有資産の最適化により効率化を実現 

  最終顧客に向けた製品の価値向上に力点 

プラットフォーム型 

  参加する各グループネットワークが価値拡大の資産 

  参加者同士のアクションによって価値を創造 

  ネットワーク全体の価値向上とデータ蓄積による次のビジネスへの応用に力点 

ヒト・モノを繋げる供給主導型ビジネスからデジタル技術を駆使し、ヒト・モノ・情報を繋

げる需要主導型ビジネスへ進化。昨今、デジタルやデジタルとフィジカルが融合するプ

ラットフォームが急拡大。デジタルによるプラットフォームはプラットフォーム上のアクショ

ンから得たデータを活用し業界の垣根を越えてビジネス領域を拡大することが可能な

為、既存のバリューチェーンを横断する脅威となる。 

① Uber 
 各車両の稼働状況やそのルート、更には都市の渋滞情報のデータを分析 

 下車地点から次の乗車地点へ各車両の走行ルートを最適化し稼働率を向上 

 低稼働の時間を把握し新サービスに活用 

 各車両より収集した交通状況のデータ分析ツールを無料で公開 

 時間帯毎、地域毎の交通状況を得て自治体の都市設計・インフラ開発に貢献 

独自で集積したデータを分析し、余裕のある時間並びに空間を最大活用すべく新

サービスUberEatsを展開。路上を走る世界150万台の車両をプラットフォームとして活

用。 

② Tesla  

 通信によるソフトのアップデートで販売済のハードを進化 

 独自仕様の急速充電器インフラを整備しオーナーに無料提供 

 充電器標準化競争とは別路線に顧客のサービスを重視 

 関連特許を無料開放し規格をオープン化 

家庭用太陽光発電事業最大手のSolarCityを買収し自動車と家庭の顧客基盤を確

保。社名をTesla MotorsからTeslaに改名し総合エネルギー会社へ転換。 

③ Amazon 
 ビジネスで積み上げた強みをプラットフォームとして活かし領域を拡大 

  現物領域のフィジカル（物流）とデジタル（AWS・Alexa）の両分野でプラットフォー

ムを展開 

継続的な顧客タッチポイントの拡大（量の拡大）とサービスの拡充によりプラットフォー

ムを拡大した結果、コスト削減を実現すると共にデータ基盤を確保。長期で可能性のあ

る新規領域に積極投資。 

 

実店舗拡大でグローバル化を進めてきたWalmartは、Amazonの急成長に対抗すべく

方針を転換。実店舗のフィジカルの強みを軸にEコマースの拡大や顧客タッチポイントの

拡大等、デジタル化に注力。デジタルプラットフォームは、得られるデータ量がビジネスの

要であり、物理的・地理的資産に縛られない。デジタルプラットフォームは「開発型」と

「交換型」に分類され、また「交換型」の中でも対象物（モノ・サービス等）によって分類

される。ビジネスモデルを検討する際にはどの分類になるか理解が重要。 

 

＜大企業の変革とシリコンバレーのエコシステム＞ 
デジタルエコノミーが進展する中、「VUCA」なビジネス環境が進展。プラットフォー

ム化を進める企業は対応策としての「VUCA」を上手く連携させ、イノベーションを加

速させる必要がある。 

 現在のビジネス環境 

   Volatile (変動) / Uncertain (不確実) / Complex (複雑) / Ambiguous (曖昧) 

 変革の要因 

Vision (ビジョン) / Understanding (理解力) / Clarity (明晰さ) / Agility (機動力) 

① Vision：変化への恐れを取り除く 

企業経営には感情に訴えるストーリーとそれを達成するに必要な行動規範の両   

方が必要。VUCAな世界は変化が激しく、進むべき道が不確定。社員の感情に訴

えるビジョンやゴールをストーリー性をもって提示し変化の恐れを払拭する事が重

要。 

② Understanding ：無知からの恐れを取り除く 

知識があれば行動が早くなる事から、あらゆる層での教育が重要。 

③ Clarity：明確な意図を示し恐れを取り除く 

戦略を立案しても社員がその有効性を理解し行動しなければ意味がない。ビジョ

ンを明確化し、組織全体に浸透する取組を行うと共に、目的達成の手段について

機動的な設定が可能な事を明示し失敗の許容を徹底する事が重要。 

④ Agility：選択・決断の恐れを取り除く組織のあり方 

   安定的な世界では標準化された仕事を一定の組織で繰り返し行う事が重要だっ

たが、VUCAの世界では創造的な仕事を機動的な組織でスピーディーに行う事

が重要。中央からの命令が絶対的な組織では、中央のマヒ、組織の一部が壊され

たら全体が被害を受ける。一方、分散自律型組織では組織の一部が壊されても全

体に被害が及ばす、自発的にまた新たな組織が形成される。失敗の影響が限定

的な事から、新しい事を進める恐れを取り除く事が可能。自律組織を実現する為

には、現場への権限委譲と個人の能力開発の両輪が必要。 

 
最後にシリコンバレーの小学校で掲げられている標語を紹介する。 
If you fail, NEVER give up because F. A. I. L. means “First Attempt In Learning”.    

                                                                                                                     
講師：  柳原恒彦（やなぎはらつねひこ）氏 

三菱商事株式会社執行役員、 

北米三菱商事会社取締役副社長（在シリコンバレー） 
 
略歴：  1984年三菱商事（株）汎用機械部に入社。1993年、

研修生としてハーバードビジネススクールを卒業後、化学

品グループ傘下のオランダの精密成型製造会社の社長と

して6年間欧州に駐在。帰国後は、金融企画部、経営企画

部、バイオ・ファインケミカル部長を歴任。その後2010年に

ワシントン事務所長、2015年に化学品グループCEOオフィ

ス室長を経て、2016より現職。現在は執行役員、北米三菱

商事会社、取締役副社長でシリコンバレーに常駐。 

「シリコンバレーの最新動向：大企業の変革とシリコンバレーのエコシステム」 

～最新ビジネスモデルを自らの成長戦略にどう生かすか～ 

商工会講演会 

   平成30（2018）年1月18日（木）2:00 pm ～ 3:30 pmに、United Way Community Resource Center オーディトリアムを会場に、標記演題の講演会が行われた。 

商工会講演会 



第六回 AI（人工知能）により進化する電子
   以前、IT最新情報として5回寄稿させて頂きました。暫くお休みを頂いてまし

た。今回は、AI（人工知能）が仕事の環境にどのように活用できるかの一例をご

紹介します。 

スマートスピーカーを利用した会議室予約や電子会議の自動化  
   米国の一般家庭に浸透してきているAmazon EchoやGoogle Homeといった「ス

マートスピーカー」の仕組みは、高性能スピーカーとNLP（自然言語認識）技術、

人工知能、機械学習、豊富なコンテンツから成り立っています。昨年11月に

Amazonから発表された「Alexa For Business」を活用した電子会議の自動化につ

いてお話しします。 

 米国では電子会議（ビデオ会議、PC画面共有、Webセミナー）が一般的となり

つつあります。しかし実際に使うには、プロバイダーによってソフトウェアや操作

方法が違うので、慣れないと煩雑で準備に時間を取られます。そこでAmazon 
Alexaの業務向けサービス「Alexa For Business」とUC（Unified Communications）
との組合わせにより、会議室の予約や電子会議の自動化が可能となります。

「Alexa, Start the Meeting」と一言のコマンドで予約済みの電子会議に自動的に

接続してくれるので、まるでITヘルプデスクと秘書を組合わせたような便利な存

在となります。 

既に導入済みの商社 
   驚く事に、この「Alexa For Business」による電子会議の自動化は、NYの某日

系大手商社では既に試験導入されており、筆者は幸いにも実際のデモを拝見さ

せていただきました。ご対応頂いたIT部長はAmazon本社へこの企画を持ちか

け、1年越しの開発により実現されたとの事です。 

   以下は、現時点で実現されている会議室の予約及び電子会議自動化

の機能です。 

１）会議室の予約…音声により会議設定の予約・解約・変更・延長 

２）TV会議への自動接続…会議室毎に予約された会議を自動接続 

３）音声による制御… 会議終了、延長、音量調整、音声のミュート 

「インテリジェントコミュニケーション」ビジネス会議の将来像                                                                                                                                

   Microsoftの最近の取り組みとして、UC（Unified Communications）を更

に進化させ、現在のSkype for BusinessとMicrosoft Teams (コラボレーショ

ンツール)を融合する方針を発表しました。これも開発競争が激化するUC
市場への対応とも言えます。 

 他に数多くあるクラウド型UCサービスでも「RingCentral」は、上記の

「Alexa for Business」サービスとの接続環境が既に開発され、「Glip」という

コラボレーションツールとの統合により、「インテリジェントコミュニケーショ

ン」を実現出来る最も進化したサービスを提供しております。Office365やG 
Suite (Google)とも連携でき、業務を支える基盤としては強力です。 

「災害対策」や「働き方改革」を支える基盤としても利用可能 
   ハリケーンHarveyの時には、予想以上の被害となり、数日～数ヶ月に渡

り業務への影響を余儀なくされました。上記のRingCentral等のクラウド型

UCサービスを導入する事により以下の対応が可能となります。 

・DR（災害復旧）…災害時に会社のシステムやネットワーク障害が起きても

クラウド化された通信基盤によりどこからでも利用可能。他の事業所への転

送や携帯への転送を自動化し、仮事務所への移設も簡単に出来ます。 

・在宅勤務…自宅のインターネット環境を利用し、あたかも会社の席にいる

ように電話を使え、時間帯設定によって他の部署に転送したり、ボイスメー

ルや音声ガイダンスシステムに自動転送する事も可能なので、働きたい時

間帯を利用者の都合に合わせて設定できます。最近日本で話題の「働き

方改革」を支える基盤ともなります。   

    

   上記の様なシステムの導入にご興味あればお気軽にお問合せ・ご相談

いただければと思います。 

アメリカ 最新事情 
Information Technology 
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Showing  Japan 

1月13日、三水会センターにて恒例の晴れ着撮影会が行われました。朝から

夕方まで計33家族、53名の方が綺麗な振袖や羽織袴を着て、赤い絨毯の上

での写真撮影に臨まれました。七五三、成人式、ご家族やご友人との思い出

に、そして今回はご結婚記念として婚礼衣装での撮影に参加された方もおら

れ、会場全体が幸せなオーラに包まれていました。 

着付けから髪セットまで、ショーイングジャパンのスタッフがお手伝いをさせて

頂き、その方お一人お一人に合うよう、参加される皆さんとご相談しながら準備

を進めます。全てのお支度を終え、姿見で確認なさる皆さんの笑顔が何とも嬉

しそうで、スタッフもその笑顔に励まされ、忙しいながらも賑やかな一日となりま

した。 

晴れ着撮影会開催 

小さなお嬢さんがどんどん素敵に仕上がっていくご自分の姿に、「きれい!

きれい!」と満面の笑みを浮かべていたり、普段なかなか着る機会のない和装

ができた喜びを、沢山の言葉でスタッフにお伝えくださった方もいらっしゃい

ました。リピーターの方も多く、去年と違うお着物を選んで、毎年の記念として

撮影される方もおられることに、この企画が毎年続く意味を感じました。 

女性着物や小物、髪飾りの多さ、男性羽織袴の種類やサイズの多さも

ヒューストンならでは。今回高校生活の思い出に、我が息子もお友達と晴れ

着を着用。着なれない羽織袴姿に照れていましたが、そんな息子の日本男

児としての成長を垣間見ることができ、親として目頭が熱くなる思いでした。

日本をしっかり感じるこの機会を、是非これからも多くの方に体験して頂けた

ら嬉しいです。おしまいに、今回ご参加下さった皆様、本当にありがとうござ

いました。皆様から頂戴した参加費は、ハリケーン・ハービーの被災者への

寄付及び今後の活動費として、大切に使わせて頂きます。                                  

                                                                          （城川記代江） 

筆者：新村 賢 （MultiNet International Inc. 代表 www.multinet-usa.com ）89年渡

米、商社のIT Managerを経てMultiNetを94年に設立、日系企業向けのITソリュー

ションプロバイダーとしてITシステム構築、情報セキュリティー対策、ERPと幅広いコ

ンサルテーションと技術サポートを提供。JBAH準会員。お問合せはメール・電話で  
masaru@multinet-usa.com   713-581-8985  
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「グランドキャニオン」といえば、アメリカ観光の代表的な

場所。谷底を眺めるだけでは飽き足らず、ノースリムとサウ

スリムをトレッキングで往復するという偉業を成し遂げた方

の体験談を2月号、3月号の2回に分けてお届けします。 

（編集部） 

2日目  
 午前6時半に無料バスでSouth Kaibab Trailheadに向かう。ここで水の補給

及びスポーツ飲料の粉末を溶かしたもの合計5リットルをリュックにセットす

る。このトレイルはファントムランチまでは給水地がないため、多めに持参せ

ざるをえない。 

 午前7時トレッキング開始。ファントムランチまでの距離は22.5キロ、標高差

1430メール。このトレイルはほとんど日陰がなく常に直射日光を浴びながら

一気に下りていく。出発時の気温は15℃と快適。やはりオフシーズンのため

か春に比べすれ違う人は少ない。 

途中全くの無音、そして何十億年もかけてできた地

層、地形が何とも言えない。地球の歴史において自分

の存在が如何に小さく、一瞬であることに不思議な気

持ちになる。さらに下るにつれ、気温はぐんぐん上が

り、既に手元の温度計は30℃を示す。 

 そして歩くこと3時間、遂にエメラルドグリーンに輝くコ

ロラド川が見え始めた。 

 さ ら に 下り 続 け 午 前11時15分、フ ァ ン ト ム ラン チ

Bright Angelキャンプグランドに到着。実はファントムラ

ンチにはロッジがある。そこには宿泊者以外も利用で

きる食堂があるが、1杯3ドルのレモネードは、もう1ドル

払えば何杯でもRefillできるという実に気前のいいシロ

モノである。筆者はキャンプサイトに荷物を置き、真っ先

にそこに行き、レモネードを立て続けに四杯飲んだ。あり

ふれたテイストであるが実に美味い。疲れ切った体が生

き返るのを実感する。しかし食堂で涼んでいる間に、サイ

トのテーブルの上に置いてきたリュックのサイドについているポールなどを固

定するゴム紐の部分をリスに噛み切られてしまった。生まれて初めてリスが憎

らしくなった。午後、気温はぐんぐん上がり続け、午後3時にはなんと55℃、

未体験ゾーンに入った。  他のキャンパー達はサイトの横を流れるBright 

Angel Creekに何時間も浸かり、そして昼寝をしている。筆者も日陰を見つけ

ながら2時間ほど足を川につけ涼んだが、暑くてとても昼寝どころではない。 

 日が陰り始めた午後6時に夕食（パスタ）。夜に

なれば気温は下がるだろうと期待したが、その期

待は見事に裏切られた。日中強烈に熱された岩

肌の間を通って風が吹き始めたが、熱風である。

これも初めての経験である。その風は夜中まで続

いた。午後10時ごろようやく気温が下がってきた

が、それでも40℃。持ってきたウィスキーを飲み

ながら星空を眺める。寝ようと思っても、テントの

中はさらに暑い。半分くらいの人はテントを張ら

ず、サイトの備え付けのテーブルの上にマットを

敷いただけの、いわゆる野宿状態で寝ている。

結局眠りにつけたのは午前12時を回っていた。

（3月号へ続く） 
 

（文責：Marubeni America Corporation平澤暢人）  

 筆者は大のアウトドア派バックパッカーである。この一年間

で8ヶ所の国立公園に行き、トレッキング、キャンプをしてき

た。ほとんどの日本人駐在員が行ったことのあるアメリカの国

立公園と言えば真っ先に挙げるのがグランドキャニオン国立

公園ではなかろうか。筆者もこれまで数回行っているが、グラ

ンドキャニオン国立公園ほど奥の深い、様々な顔を持った公

園は他にないと思う。 

 筆者はかねてよりグランドキャニオンを120％満喫したいと

考え続けた結果、単独でキャンプ用具一式、食糧などを担

ぎ、サウスリムから谷底に下り、そこからノースリムへ、そして

折り返し再び谷底を経由してサウスリムに戻ってくるという究

極のルートを踏破することを決めた。その計画の全日程は以

下の通りである。 
 

1日目  朝、ヒューストンからフェニックスに移動。 

      レンタカーでサウスリムに向かう（車で3.5時間）。サウスリムでキャンプ。 

2日目  ファントムランチ（谷底）までトレッキング、そこでキャンプ。 

3日目  ノースリムまでトレッキング、ノースリムでキャンプ。 

4日目  ノースリムから再びファントムランチに戻り、そこでキャンプ。 

5日目  ファントムランチからサウスリムまでトレッキング。夕方フェニックスへ移動。 

 

 普通はかなりのトレッキングマニ

アでもサウスリムかノースリムから

反対のリムまでトレッキングし、リム

間を運行しているシャトルで出発

点に戻るという、いわゆるRim-to-

Rimがほとんどである。しかし今回

の計画は最も暑い季節にRim-to-

Rim-to-Rim、つまり往復歩行であ

り、その分食糧、着替えなどの荷

物も約3割増しとなる。総重量15キ

ロ前後となったバックパックを担

ぎ、このタイトな日程でトレッキング

することは、とんでもなく無謀且つ

危険な計画なのである。（言うまで

もなく事前トレーニングは必須）。 

 さて前置きはこのぐらいにして、

実体験レポートに入りたい。 
 

 
 

1日目  
 午前フェニックスに到着。レンタカーでサウスリムのMatherキャンプ場までドライ

ブ、夕方に到着した。そして散策道に行き、グランドキャニオンを改めて眺める。何

回も見ているが、サンセットのグランドキャニオンが最も美しい。（個人的には日の

出より日の入りのほうがより優美であり神秘的だと思う）。昼間と違って、刻々とその

色が変わり太陽が沈んだあともしばらく違う顔を楽しめるからである。夕飯は焼き鳥

の缶詰と切餅、持参しただし醤油でお雑煮を作った。明日以降はお湯を注ぐだけ

のドライフードのみとなるためまともな食事はこれが最後となる。食事のあとは恒例

のウイスキーを飲みながらの満天の星空ウォッチである。その美しさは言うまでもな

く、まさにキャンプの醍醐味のひとつである。 

グランドキャニオン 

旅行記（その1） 

サウスリムから見た日没直後のグランドキャニオン 

South Kaibabトレイルにて 

各サイトにはテーブル、

フードストレージが設置され

ている。ゴミは全て持ち帰

らなければならない。 

谷底を流れるコロラド川、川沿いの緑はオアシス 

引用：https://www.nps.gov/grca/planyourvisit/upload/intro-bc-hike.pdf 
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 昨今、ビジネスや宇宙工学の街としてだけではなく、知る人ぞ知る美術の街としても徐々に注目を集めつつあるヒューストン。ガイドブックには載ってい

ないけれど、ぜひ訪れておくべき魅力的なヒューストンのアートスポットの数々を、不定期連載でご紹介します。  

 Volume 3では名付けて“注目物件編”として、かつて別の用途の建物としてつくられ、時代とともに忘れられていた古い物件がリノベーションによって息

を吹き返し、美術作品の展示空間として活用されている例をご紹介します。展示や活動の内容もそれぞれ個性的で見どころがありますが、少し角度を変

えて建物やエリアの歴史に注目してみるというのもなかなか面白いものです。                                   （文責：峯 恵子） 
 

HOUSTON ART GUIDE 

 その名の通り、元々は穀物を保管するためのものであった巨大なサイロ

が大胆にリノベーションされ、ヒューストンを拠点に活動するアーティストた

ちの製作スタジオとギャラリーとして生まれ変わっています。外観はまさに

サイロのままなのですが、中に一歩足を踏み入れてみればそこには完全

に整備されたホワイトキューブの空間が広がっており、誰しもがそのギャッ

プに驚くはず。定期的に一般公開のイベントが開催されており、建物内に

常設されているアトリエを訪問・見学することや、アーティストから直接作品

を購入したりすることができます。 

 周囲の壁にカラフルなグラフィティ・アートが描かれていたり、すぐ隣にはレ

ストランや地ビールのブルワリー兼バーがあったり、NPO団体がオフィスを構

えていたりなど、なかなか活気のあるエリアとなりつつあり、まさにアートを媒介

とした新たなコミュニティが形成されようとしているところといった雰囲気。大規

模な美術館が立ち並ぶミュージアム・ディストリクトとはまた違うユニークな個

性を持っていることから、今後の動向からも目が離せません。 

 
The Silos at Sawyer Yards 
 

 

1502 Sawyer Street, Houston, TX 77007 
http://www.thesilosonsawyer.com 

 ヒューストンに住む人々にとっては身近なリゾート地という印象が強いガルベストンですが、

かつてはテキサス共和国の首都だった時代もあり、実は歴史と文化に溢れた場所としての一

面も持っています。ビーチやアミューズメントパークのあるシーウォールとは逆側、古き良きア

メリカの町並みの残るメインストリートにあるこの施設は、1878年に建てられた元銀行で、赤レ

ンガ造り、２階建てのイタリアン・ルネッサンス様式の美しい建物で、実際に使われていた古い

金庫などもそのままギャラリーの中に残されています。2008年のハリケーン・アイクでは甚大な

被害を受けたようですが、全面的な修理と改装を経て、ギャラリーへと生まれ変わりました。な

お昨年のハリケーン・ハービーに際しては、その教訓を活かした完璧な事前対策により作品、

建物ともに全く被害を受けなかったとのこと。 

 またガルベストンには小さなギャラリーが多数軒を並べており、手頃な価格で美術品が販売

されているので、ぜひ気軽に覗いてみてはいかがでしょうか。 

 

Galveston Arts Center 
 
 

2127 Strand Galveston, Houston, TX 77550 
https://www.galvestonartscenter.org/ 

  

Station Museum of Contemporary Art 
 
 

1502 Alabama St., Houston, TX 77004 
http://stationmuseum.com/ 

Volume 3 

 完全なる車社会のヒューストン。そのため車にまつわるお店や工場は街中でも非常に多く見かけ

ますが、こちらは古い自動車修理工場が美術館としてリノベーションされたものです。実は一般的

に工場や倉庫は、その広々とした空間や広い搬入口など、美術館やギャラリーにとっての必須条

件をあらかじめ備えている場合が多いと考えられており、使われなくなった工場や倉庫を改修し、

新たに展示空間として生まれ変わらせるという手法は世界的に見ても定番化しつつあると行って

も過言ではありません。この美術館を見てみても、建物のシルエットやシャッター周りの雰囲気など

に昔の面影を感じることができます。ちなみに道路向かいの雰囲気のよいカフェは、1920年代に建

てられたというガソリンスタンドを改修したものですが、ウェブサイトで当時の

写真や改修作業の様子が細かく紹介されていますので、訪れる際にはぜ

ひこちらもチェックしてみてください(http://retrospectcoffeebar.com/)。 

 展示の内容としては、人種差別、歴史、政治、宗教などの多岐にわたるテー

マのメッセージ性の高い作品を選りすぐって紹介する企画展が魅力。アメリ

カ国内のみならず、アフリカ、中東、アジアなど世界中のアーティストたちが

常時参加しており、小さいスペースながら非常に見応えがあります。 
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 また出張 オーバブックに 怯えつつ  
                            by プレミア保持者 
 

 

解説：出張で飛行機を使うのは当たり前の米国。あの衝撃的なニュースを

記憶されている方も多いはずです。 
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 り、それによって相手から信頼を得ることが出来る

はずなので、我々部員はどんなに大きな相手に

も負けないような力強い握りを目指して日々精進

します。 

  如何でしょう?  日本のどの都市と比べても、

ヒューストンはスポーツ環境に恵まれているため、

独自の方法で体を動かしてらっしゃる方も多いと

思いますが、これを機に本格的な筋トレに挑戦し

てみては。また、既に本格的に筋トレに取り組ん

でいる方、これから始めようと思っている方など、

是非色んな形で交流させて頂けると幸いです。 

   最後に、「あれ、最近大きくなった？」とか「腕太

いですね！」というのが、我々には何よりも嬉し

く、モチベーションにも繋がりますので、我々筋ト

レ部員を見かけた際には、そっと一言お掛け下さい！！         

                          （文責：河村 大司） 

#19 三菱商事筋トレ部 

今回は、2016年9月に会社の同僚と共に立ち上

げた三菱商事筋トレ部を紹介します。まずは活動場

所と時間ですが、オフィスに隣接するビル内のジム

で、主にお昼の休憩時間を使って30～40分程度体

を動かすのが日課となります。正規の部員は5名で、

他に予備会員的なメンバーが数名と非常にこぢんまりとした部ではありますが、

メニューの合間に仕事関連の話をしたり、プライベートの話をしたり、はたまた筋

肉の話をしたり、同僚との良好な関係維持・構築にはもってこいの場となってい

ます。また、昨年10月には第一回ヒューストン日系企業筋トレ対抗戦なる大会を

勝手に開催し、3団体から精鋭が集まる中、見事初代チャンピオンに輝きまし

た。大会後のBBQ、12月の忘年会と親睦は益々深まるばかりで、目下、追加の

参加も含めて第二回大会の開催に向けて日程調整中です。 

さて、筋トレの話をするとよく聞かれるのが、「いい年をして一体何を目指して

いるのか？」と言う質問で、ふと我に返ると「確かに何を目指しているのだろう」と

思うこともありますが、我が筋トレ部には明確な目的があります。 

①健康促進：実は以前から肩凝りに悩まされていたのですが、ランニングや筋ト

レによって最近はあまり痛みを感じなくなりました。「仕事をしてないからでは」と

いう野次がどこからともなく聞こえてきそうですが、適度な運動が健康に良いこと

は科学的にも証明されていますし、健康でなければ仕事も充実しませんので、

我々は健やかな生活のため筋トレを継続します。 

②ビジネスでの応用：アメリカでは、公私を問わず挨拶の際の握手は欠かせま

せんが、テキサス人の力強い握りに驚いたことがある方も多いと思います。そこ

で重要になってくるのが、前腕（握力）です。力強い握手は自信の表れでもあ

CAの視線をつい避けたりして。。。 

  第3回ガルフ川柳投稿作品 

 春の日で 32℃は 違反だな                                             
                     by 暑がりサンタ  
 

 

解説：32℃もあったら、春とはいえないでしょう、普通？ 

ヒューストンで雪も違反でしょう。  

 痛痒さ 感じて気付く 火アリかな  
                                              by 輸入品 
 

 

解説：日本のニュースを騒がしたファイヤーアント。ヒューストンでは至ると

ころに、、、。 

火アリがなんのその。テキサス上級者ですな。  

 マットレス ソファ、椅子、ハシゴ、 家具、路肩          
                    by scared highway driver 
 

 

解説：今日もハイウェイの路肩にいろんなものが落ちています。落ちてるもの

で家一軒の家具が揃うくらい。先日は目の前でトラックからハシゴがざらりと落

ちて来て死ぬかと思いました。 

ついでに flat tire もね！  
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中央が筆者 



 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

 ＜あそぼーかい＞ 

3月1日（木） 10時30分～ 

3月3日（土） 9時30分～ 

  

＜読み聞かせの会＞ 

3月2 日（金） 10時30分～三歳以下のお子様向け 

  

＊変更がある場合もございます。三水会センター内のポ

スタ ーやコミュニティーサイト： ヒュースト ンなび＜

hounavi.us＞でもご確認ください。 

＊スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ちの方や

お問い合わせは、次のアドレスまでご連絡ください。お

待ちしております。 

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

 新しい年を迎え、最初の「あそぼーかい」は1
月11日（木）と13日（土）に開催されました。11
日は、特にとても寒い日でしたが、小さなお友

達がお母さんと一緒に元気に遊びに来てくれ

ました。13日も寒い中、沢山のちびっ子たちが

遊びに来てくれました。テーマは、「お正月の

おせち料理の食べ物」から「おおきなかぶ」、

「冬のお野菜」などをサ

ブテーマにちびっ子た

ちと楽しみました。  
 

●はじまりのあいさつ 

 トラお君、トラ子ちゃ

んが登場。ちびっ子た

ちと一緒に「あけまして

おめでとうございます」と元気にご挨拶をしまし

た。そして「お正月の食べ物は、何が好きか

な?」についてお話ししました。トラお君はおも

ち、トラ子ちゃんは黒豆などみんなが大好きな

お正月のお料理のお話をしました。日本の寒

い季節の美味しいお野菜やそのお漬物のお

話をしていると…最後に本物の瑞々しい白い

「かぶ」が出てきて、みんな大喜びでした。  
 

●うた “とんとんとんとんひげじいさん” 

 トラお君、トラ子ちゃんと一緒に、みんなで元

気に歌いました。 

― あそぼーかい ― 

 

駐妻のヒューストン日記 

第161回 杉浦優子 さん 

主人の米国駐在に伴い2017年7月下旬に愛

犬（ゴールデン・レトリーバー雄6歳）と共にヒュー

ストンに移ってまいりました杉浦優子と申します。

私は1980年代にミシガン州Ann Arborに住んで

おりましたので30数年振りのアメリカ生活です。

今回の第一印象は、日本車がとても多くなったと

いうことです。当時はアメリカの自動車産業が日

本車に押され失業者が増えつつある頃で、日本

人はデトロイトのダウンタウンには一人で行かな

いようにと注意を受けたことを思い出します。今

日の目覚ましい日本車の増加の陰にある企業

努力と幾多の試練を思うと感慨深いものがありま

す。この半年の間、ハリケーンハービーというス

ケール違いのアメリカの自然の洗礼も受けました

が、会社の皆様や日本、アメリカそして各国からの

友人に助けて頂きながら、主人と共に元気に楽し

く過ごしております。昨年9月から英語学校に通

い、ロシアや中近東、南米、アジアの多くの国々

の方と一緒に英語を学んでいます。授業の中で

「着物」を着て日本を紹介する時がありましたが、

日本の伝統と科学技術について皆さんからお褒

めの言葉を頂き、日本の良さを再発見しました。ま

た、Conversation ClassのLou先生から、第二次大

戦後日本に進駐していた先生のお父様が、「当時

の日本人の正直で高潔な姿」を目の当たりにし

「日本人への大きな信頼」に至ったことをお聞きし

ました。先達が私たちに残してく

れた「日本人観」を私が潰しては

いけないと身の引き締まる思いが

し、ヒューストンの生活でも反映で

きればと感じました。 

ところで、私は日本バプテスト

連盟の教会員で、これまで教会

音楽を学んできました。バプテスト

史の授業で、テキサス州が南部

バプテスト教会の盛んな地域であ

ることを聞いていましたので、主人

の赴任先がヒューストンであること

を知った時はとても嬉しく思いまし

た。10月から、住まいのあるClear 
LakeにあるUBC (University Bap-
tist Church)の聖歌隊に入隊し、

温かいお人柄の指揮者Guy先生のご指導のも

と、毎週水曜日の夜の練習に参加しています。

多くの曲を抱えて大変な時もありますが、クリス

マスには「Christmas Worship Concert」にも参加

し、オーケストラの伴奏で賛美する貴重な機会を

得ました。また、時々ではありますが、メモリアル

地区にある御国バイブルフェローシップ教会（日

本人教会）の礼拝にも出席させていただいてお

ります。 

慣れない英語や生活で戸惑いの連続の半年

でしたが、ヒューストンでないと味わえない様々

なことを体験することができました。今後も日本

人としてのアイデンティティを持ちつつ、皆さん

の温かな心に感謝して生活してまいりたいと思

います。 
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ちびっ子たち、両手をグーにして歌と一緒に楽しく

手遊びしました。 

●お楽しみ「エプロンシア

ター」 “おおきなかぶ” 

 エプロンのポケットの畑にと

てもかわいい「かぶ」の芽が

生えてきました。おじいさん

が大切に育てた「かぶ」は、

どんどん大きくなって…なん

と畑から抜けなくなってしまいました。おじいさん

は、おばあさんを呼んできて二人で「かぶ」を引っ

張りますが、それでも「かぶ」は抜けません。最後に

は、おじいさん、おばあさん、まご、いぬ、ねこ、ネズ

ミと一緒に「うんとこしょ、どっこいしょ!」ちびっ子たち

もお歌に合わせて一生懸命応援しました。とうとう

「かぶ」が抜けたね!エプロンのポケットの畑よりずっ

とずっと大きな「かぶ」が現れて、ちびっ子たちは

ビックリ、大喜びしました。  

●からだ遊び “おつ

けもの” 

 お父さんお母さんと

一緒においしいお漬

物を作るからだ遊びを

しました。ちびっ子た

ちがみんな「大根」になってゴシゴシもみ洗い、パッ

パッとお塩をふられて、お

いしい「おつけもの」のでき

あがりです。  
 

●11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! 

●工作 「ぬりえ」 “お正月” 

 ちびっ子たちは、お正月にまつ

わるいろいろな種類のぬりえをし

ました（13日は終了後に「晴れ着

撮影会」が控えていたため、ぬり

え用紙を持ち帰っていただきまし

た。） 

 

 初めてのちびっ子もお待ちしています。「あそ

ぼーかい」は月に2回、平日1回と土曜日1回開催

しています。 

三水会センターのキッズルームへどうぞお気軽に

お越しください。 



  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。 

 前回の大谷理浩先生から、小児科がご専門の小林道弘先生にバトンが移りました。 

とでもいうべきなのか、リスクとベネフィットを秤にかけて、集団の利益を合

理的に判断しそれを受け入れることが、得意ではないように見受けられま

す。もう少し掘り進めると海外との比較でよく言われる、完璧主義的/細部

を詰めていくことが得意、と言う気質が影響しているように感じます（安全

信仰と言える様な安全性重視傾向もありますが、これも完璧主義的気質

で説明可能）。それに加え、予防と治療が保険制度的にひと続きではな

い（制度設計の考え方の部分でこの二つを峻別していた）ことも重要な視

点かと思います。つまり“(治療ではない)予防”という行為で“安全でない

物”を“人為的”に投与される事に不安を感じる人の割合が多く、何かが

起こったら憤慨してしまう訳です。それで、行政側もそう言った国民の懸

念に敏感であり（そもそも彼らも同様の気質を持っている）、訴訟/責任問

題回避のためにも消極的対応になってしまいます。医療分野以外でも、

局所最適化/擦り合わせ/逐次改善といった事に比し、グランドデザイン/
大局的と言ったことは不得手、などともよく言われており、島国で比較的

均一な人々を対象に見ていると後者の視点は育みにくいのかな？と思っ

てしまいます。 
 制度の問題としては、親御さんもよく知っている様に、定期接種と任意

接種の違いが大きすぎることがあります。金銭的負担が大きいので、接

種しない家庭が多くなり、何かあった場合の補償も違ってくるのですが、

本来これらは全て定期接種で行われるべきです。行政が積極的になれ

ないのは、無過失補償の様な救済制度がないことと、保険制度に組み込

まれていない点があろうかと思いますが、同様に文化的視点から見てみ

ますと、責任の受け止め方や考え方に違いがあるのかな？と感じます。

何かインシデントがあった時には、対応やフィードバックがより大切なので

すが、日本では責任の所在を明らかにする事に力点を置きすぎている様

に感じます。結局は自身の責任感の強さ（海外視点でよく言われます

が、これ自体は良いことです）を相手に向けている形になってしまってい

ます。 
 ほぼ全ての国での考え方『予防接種は社会として利益があるので、とに

かく行う、健康被害は集団で救済する』を迅速に行うには、救済と責任追

及を区分する必要があるのがわかっていただけるかと思います。具体的

には、（1）一定の条件を満たす接種後副反応に対する因果関係の検討

なき一律救済、（2）そのための救済基金を税金ではなくワクチンの販売

収益から積み上げる、（3）副反応の対策に学会や専門家が厚労省の立

場に立って相談にのる、等の制度設計が必要でしょう。以上つらつらと思

いつくままに書いてきましたが、ともかくキッズファーストで、より良いシス

テムになって欲しいですね。 

第160回 

予防接種～イケてない？日本の状況～  
Assistant Professor,  Institute of Molecular Medicine 

University of Texas, Health Science Center at Houston 
小林 道弘  

   私は米国へ移ってからもう長いこと臨床を離れていたので、今回の執筆も

何か『これは俺の専門じゃ〜〜！！』みたいなものが見当たらないのですが

（本当は小児がん・血液）、以前ワクチン行政に関わっていた偉い方（神谷先

生）と一緒に働いていたこともあり、予防接種について日米の視点から書いて

みようかと思います。そうすると 『日本のワクチン接種制度ってイケてないよ

ね』 って話になりそうなのが問題ですが。 
 ここ米国では必要なワクチン接種がなされていないと、学校に入れてもらえ

ませんよね。慌てて地域のヘルスセンターや薬局へ駆け込んだ家庭もあるで

しょう。当家でも『○○のワクチンを打たないと、○○日以降停学処分になる』とい

う手紙をもらって、うへっと思った事が最近ありました。要はそういう強制力で

もって接種率を上げているわけです。それに比べると日本では全体として接

種率が低く、VPD（Vaccine Preventable Disease＝予防接種で防げる病気）の

発症数が先進国の中ではとても多いという、まさにイケてない事態が起きてい

ます。有名な事象としては2007~2008年の麻疹流行が挙げられるでしょう。中

にはカナダに出かけた修学旅行生が麻疹を発症しホテルに缶詰になり、飛行

機の搭乗も（当然のことながら）拒否されたという一件もありました。これは1990
年前後にMMR(麻疹、風疹、おたふくの混合生ワクチン)が頓挫したことと大き

く関連します。また2000年前後には日本脳炎ワクチンの副反応？問題が生じ

たり、最近の話題としてHPVワクチン（ヒトパピローマウイルス、日本では子宮

癌予防ワクチンとも言われている）をめぐる問題は記憶に新しいところです。よ

く“失われた○○年”とか言いますが、MMRワクチン訴訟を契機とした20年間の

グダグダっぷりは、それまでがかなり先進的であったがゆえに、まさに失われ

た20年という感じです。例えばドイツでは随分前から6種混合(+もう一種類)4
回とMMRV (MMR+水痘)2回で、11種の病気をほぼ完璧に予防しています。

つまり子供は6回(+α)刺されるだけです。最近日本でもようやく同時接種が一

般的になってきました。でもずいぶん改善しているとはいえ、クリニック受診回

数も刺される回数も日本ではまだものすごく多いのです。 
 どうしてこんな状況になっているのか、科学的というよりは、比較文化論的側

面から考えて見たいと思います。まず日本では以前から、臨床試験を推し進

めていく風土が全然ありませんでした。保険制度の違いが大きいのでしょう

が、そこは長くなるので割愛します。それとは別にアメリカ的プラグマティズム

 次回はMD Andersonの祢里真也先生です。研究者関連の懇親会

で、京都繋がりということで、知り合いになりました。  
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■Feb 23~25 Musical OKLAHOMA! @ Jeannette & L.M.George Theater 
(5420 Westheimer Rd, Houston, TX 77056 ) 
 昨年冬に上演の「The Boy Friend」で、ハイスクールの演劇界で栄誉ある

「TOMY TUNEアワード」最優秀ミュージカル賞を受賞したSecond Baptist 
School演劇団。この過去に通算5回の最優秀賞受賞歴を誇る実力派演劇団

が、今年は米国中西部オクラホマ州の農村を舞台にカウボーイと農家の娘との

恋の三角関係を明るく描いた、1943年初演の人気ブロードウェイミュージカルを

披露する。昨年2月にギャラリア近郊にオープンした、最先端音響システムや照

明技術を誇る今話題の新劇場での上演ともあって、必見の価値あり！チケット：

$25、$32 
www.adplayers.org/shows/oklahoma 
 
■Mar. 2~4 The 83rd Azalea Trail @River Oaks Neighborhood, Bayou Bend 
and Rienzi 
 ヒューストンの超高級住宅街リバーオークス地区で開催される春恒例のつつじ

祭り。3月2日（金）10:30よりBayou BendのLazy Laneにてオープニングセレモ

ニーを開催。つつじが美しく咲き乱れるリバーオークスの豪邸4軒ほか、Bayou 
Bend 、Rienziなど6ヶ所のつつじの名所にアクセスできる。前売り券、当日券共

にBayou Bend (6003 Memorial Dr.)ほか、ヒューストン市内17ヶ所で販売。 
www.riveroaksgc.org/another-post 

 
■Mar. 11 Satomi Koyama & Houston Japanese Ladies Choir SAKURA 
Joint Recital  @Unitarian Fellowship of Houston  
(1504 Wirt Rd. Houston, TX77055 ) 
 オペラ歌手養成所を経てその後ヒューストンやイタリアで研鑽を積み、数々の

オペラやコンサートに出演してきたソプラノ歌手・小山さとみさんによる初のリサ

イタル。”挑戦”をモットーに「夜の女王のアリア」他、流麗な美声でオペラアリア

の名曲の数々を披露。第二部では、ヒューストングランドオペラディレクター・

Teruhiko Toda氏を筆頭に活動する、ヒューストン唯一の日本人女声コーラスグ

ループ「さくら」によるパフォーマンスもあり、豪華2本立てのコンサート！開場：

14:15  開演:14:30～（１時間程度）入場料無料 
 
■Mar. 16~18 Houston Antiques + Art Design Show @Silver Street Studios 
(2000 Edwards St, Houston, TX 77007) 
 アメリカ国内ほか、ヨーロッパやカナダ、南米から100以上の出店者が集まり、

17～20世紀の家具や銀製品、陶器、ヴィンテージクローズやジュエリー、アン

ティーク雑貨などを販売。時空を旅してきた世界でたった一つの”宝もの”を探し

に、骨董市に足を運んでみてはいかが？ 入場料: $10 
http://spring.houstonantiquesartdesign.com 
 
■Mar.25 2018 Kite Festival @Hermann Park Conservancy  
(6100 Hermann Park Dr.Houston, TX77030) 
 「たこたこあがれ、天まであがれ～♪」。年々盛んになる、今年で5周年目を迎え

る日本庭園で開催される凧あげ祭り。アウトドアシアターの丘には約1万点の色

とりどりの凧が空高く大乱舞。当日は凧揚げや凧のクラフト、DJによるライブ音

楽、学生達のパフォーマンス、インターラクティブゲームなどのアクティビティ満

載！イベント開催時間：10:00~17:00入場料無料 
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グレーターヒューストン日本人会 

 1月20日（土）3時30分から、ヒューストン市郊外の望

月文化会館において、日本人会の新年会が盛大に開

催されました。ヒューストンでは十数年ぶりの積雪を伴う

新年早々の寒波も和らぎ、当日は天候にも恵まれ、過

去最高の約350名の方が参加されました。 
 まず日本人会の武智会長の年頭の挨拶があり、ボラ

ンティアの皆さんへの感謝・日本人会への入会の勧

め・ヒューストンでのジャパンビレッジ構想を語られまし

た。そしてご来賓の天野総領事より心温まる祝辞をい

ただきました。乾杯はヒューストン日本商工会を代表し

て髙杉会長が新年を祝った乾杯の音頭を取られまし

た。 
 会場の望月文化会館は元フィットネスセンターを改装

されたもので、広大な敷地に400名以上収容出来る会

場・お茶室・太鼓道場・空手道場・テニスコート及び広

大な庭があります。当日は早朝から、日本人会のボラ

ンティアの皆さんが、餅つきの道具・椅子・テーブルの

設営から料理の準備までを行ってくださいました。 
 今年も、ボランティア

の女性陣がつきたて

のお餅を使ったお雑

煮、安倍川餅、磯部ま

き、あんこ餅をサーブ

されました。その隣で

は岩谷産業様のご協

力で炎のたこ焼き器を

使った本場のアツアツ

 

のたこ焼きが振舞わ

れました。当日は子供

さんたちが約90名程

来 ら れ、綿 菓 子 コ ー

ナーに行列を作って

いました。昨年ヒュー

ス ト ン に 進 出 さ れ た

AGUラーメン様にも全

面的にご協力頂きました。当日はラーメン作りの名人であ

る上原社長が来られ、自ら定番の豚骨ラーメンを作られま

した。 
 今年も、餅つきの杵と臼を会場内に設置し、アメリカで

はめったにできないお餅つきを参加者の前で行いまし

た。子供さん達も大勢参加されたいへん好評で、親御さ

んたちが子供たちの楽しい思い出を写真や動画に記録

していました。また、バーカウンターでは日本のかき氷製

造機による本格的なかき氷や飲み物コーナーが設けら

れ、ヒューストンならではの1月のかき氷も楽しんでいただ

きました 
 イベントの部も盛り沢山で、ショーン師匠の尺八の演奏

を皮切りに、軽快なトークを交えたソプラノ歌手の小山さと

みさんの力強くも魅力的なオペラ、続いて直径2メートル

の大太鼓を使った迫力のある雷太鼓の演舞で会場は

大いに盛り上がりました。会場の奥では日本の伝統的

なお正月には欠かせない羽根つきやコマ回し、屋外で

は凧揚げが体験でき、こちらも子どもたちに大好評でし

た。 
 イベントの後は、豪華景品が当たるお待ちかねの恒例

福引大会。事前に会員更新された方には特別枠での

抽選のダブルチャンスもありました。豪華賞品にはANA
様ご提供の日本往復航空券、ユナイテッド航空様ご提

供のマイレージ、清水歯科様ご提供$600相当の歯のホ

ワイトニング券、各日本企業の皆様や地元レストランか

らご提供いただいた様々なレストラン食事券、ギフトカー

ド、ヒューストンロケッツのチケット、お米等が用意されま

した。また、福引に外れた方も含め、参加者の皆様には

お菓子などが入った大きな福袋も渡されました。 
 最後は、日本人会の松村副会長の閉会の挨拶で締

めくくられ、本年の日本人会の新年会も盛会のうちに無

事終了しました。会場を提供頂いた望月夫妻、当日の

セットアップや事前準備にご協力頂いた多くのボラン

ティア、来賓の方々、福引の景品を提供してくださった

企業および個人の皆様、ご参加された皆様に、この場

をお借りして心より御礼申し上げます。 
（文責：日本人会広報部）  

 4月14日（土）、4月15日（日）に、Japan FestivalがHermann Parkにて開催されます。毎年2万

人以上の来場者を誇るヒューストンでも有数のイベントは、今年で25回の節目を迎えます。

ヒューストン日本商工会は、例年同様キッズ縁日を担当します。縁日の運営は、多くの方々の

ご協力が不可欠ですが、毎年、商工会の会員やご家族の皆様にボランティアとしてご参加い

ただき、この一大イベントの屋台骨を支えていただいております。例年以上に盛大なものにす

べく、本年もご参加ご協力の ほど、よろしくお願い申し上げます。 
 Japan Festival Houston 公式ウェブサイト http://www.houstonjapanfest.org/  

■ Japan Festival開催のお知らせ 

4/14,15 
(Sat & Sun) 

新年会開催 

(主催：Japan Festival of Houston, Inc.) 

http://www.adplayers.org/shows/oklahoma
http://www.riveroaksgc.org/another-post


ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

By 
Kumiko 

No.118 

編  集  後  記 

年末年始も寒波で寒かったですが、1月16、17日の火

曜、水曜日にはWinter Storm Warningが出され、私の勤務

先も在宅勤務になりました。1月は氷点下の日があったり、

20℃超えの日もあったりと、気温の変化が激しかったです

が、2月は穏やかな日が続くといいですね。 

さて、今号のガルフストリームは、「2018年総領事館新年

会」を1面 に、「商 工 会 議 事 録」、「会 員 消 息」、「会 社 紹

介」、1月18日開催された「講演会」、約1年2か月ぶりとなり

ます「アメリカIT最新事情」、「晴れ着撮影会」、今月から2回

にかけてお送りする予定の「グランドキャニオン(1)」、第3回

目のヒューストンの「美術館紹介」、「課外活動（筋トレ）」、

「ガルフ川柳紹介」、5月7～9日に米日カウンシルが開催予

定 の「Japan Texas Economic Summit」の 告 知、「駐 妻 日

記」、「ピーカンキッズ」、「テキサスメディカル」、日本人会の

「新年会」、4月14～15日開催予定で25回目を迎える「ジャ

パンフェスティバル」の告知、「Houston Walker」、「ヒュース

トン知っとん物語」、そして、4月1日開催予定の「ソフトボー

ル大会」の告知になります。 

1月にヒューストンからI-45を北に約2時間のHuntsvilleに

あるテキサス州立公園に行ってきました。湖に貸しボートが

あり、足漕ぎボート、カヤック、カヌーを借りられ、手続きを

すると「救命胴衣も、パドルも、船も自分で選んで乗ってい

いよ」という自由なところにアメリカを感じました。今年も、「ガ

ルフストリーム」を宜しくお願い申し上げます。 

（佐藤大地） 
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2018年  

商工会ソフトボール大会開催 

 

 この季節がやってまいりました！熱い

シーズンの到来です！ 

 日本商工会では、今年も前年同様、

Houston Sportsplexにてソフトボール大

会を開催いたします。多くの方にご参

加いただき、親睦を深めていただきた

いと考えております。毎年、各チームに

よる熱戦が繰り広げられる大会です。プ

レーのみならず、皆様の観戦・熱い声

援もお待ちしております。 

開催月日：  

2018年4月1日（日） 

＜雨天の場合： 5月28日（月）＞  
  

開催場所： 
Houston Sportsplex  

（12631 S. Main St., Houston, TX 77035） 

www.houstonsportsplex.com  

Japan-Texas Economic Summit 

（日本テキサス経済サミット）開催 
（主催：米日カウンシル） 

 昨年ハワイで大成功を収めた「日本

ハワイ経済サミット」に続き、今年は5月

にヒューストンで「日本テキサス経済サ

ミット」が開催されることになりました。日

米政財界のあらゆる世代のリーダーが

集い交流を深め、両国関係をさらに強

化することを目標としています。皆様の

ご参加とスポンサーシップによるご支

援・ご協力をよろ しく お願いいた しま

す。  
 
開催月日：  

2018年5月7日（月）～9日（水） 

 

開催場所：  
Marriott Marquis Houston  
(1777 Walker Street, Houston, TX 77010) 
 

お問い合わせ先：  
Akiko Otani   
email: aotani@usjapancouncil.org 
  

ホームページ： 
http://www.usjapancouncil.org/
japan_texas_economic_summit 

昨年優勝のJAXAダイナボアーズ 
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