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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 

 3月、4月と人の異動の多くなる季節となりました。今号では日本語

補習校長を2年間務められた山崎先生の離任のご挨拶があります。 

ヒューストンを去られる方も、「ガルフストリーム」は商工会HPからも

ダウンロードできますので、何かの時に思い出してみてください。ま

た、ヒューストンに新しくいらっしゃる方も、今号にもあるように春のイ

ベントがいろいろ計画されておりますので、ぜひ、様々なイベントに

参加されて、ヒューストンを楽しんでいただければと存じます。 

 さて、今号のガルフストリームは、メキシコビジネスセミナー、商工

会議事録、会社紹介、商工会の特命理事紹介、ジャパンフェスティ

バルの告知、日本語補習校の校長先生の離任挨拶、古本市・ピク

ニック・テキサス会のイベント告知、医療費削減、安全情報、新しく

始まったヒューストンのレジェンド、駐妻日記、ピーカンキッズ、テキ

サスメディカル、個性に富んだソフトボールチーム紹介と大会の告

知、ヒューストン知っとん、Houston Walkerなどになります。 

 先日、昼前の郵便局に預かり郵便物を取りに行って並んでいた

ら、先に郵便を取って帰って行ったはずのおばさんが戻ってきて、

前に並んでいた人に携帯電話を借りて警察に電話をしだしました。

車の窓ガラスを割られて携帯電話も荷物も取られたとのこと。駐車

場には後席の窓ガラスを割られた車がありました。改めて、気を引き

締めさせられる出来事でした。今号には安全情報も掲載されていま

すので、皆様もご参考になさってください。今後とも「ガルフストリー

ム」を宜しくお願い申し上げます。 

 

2016 Shell Houston Open  (Humble, TX) March 30to April 3 
This PGA TOUR event--the 10th oldest tour event--is Houston's largest and most 
prestigious golf event hosting 144 of the world's best golfers competing for $6Mm 

in prize money. Please find more information at http://www.shellhoustonopen.com/ 
 
 
Pearland Craw Fish Festival (On HWY 288 at Discovery Bay & Business Cen-
ter Dr. ) on April 15-17 

Pearland でザリガニ祭り！テキサス人が大好きなザリガニを食べてみませんか？ザ

リガニ以外にもおいしい食べ物やゲームにライブミュージックなど楽しく過ごせる

ファミリーイベントです。Admission $8.00. kids under 12 year-old is free. http://

pearlandcrawfishfestival.com 
 
Japan Festival (Hermann Park) on April 16&17 

待っていました！年に一度のジャパンフェスティバル！子供から大人まで楽しめる

素晴らしいイベント。もちろん商工会会員もボランティアで参加しますので是非遊

びにいらしてください。入場料無料。http://www.houstonjapanfest.org/ 
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メキシコビジネスセミナー  

BUS INESS  SEM INAR  

 ヒューストン日本商工会とJETRO共催により、ビジネスセミナーが2016年2月26日(金)に、

Norris Conference Centers at Westchase(会議室名：Magnolia)で、開催されました。JBAH会

員をはじめ、メキシコに関心のある方々が参加されました。 

＜大統領のイニシアチブで改革を推進＞ 

 2012年12月に就任したペニャ・ニエト大統領は、任期6年の折り返し地点を

過ぎたところだ。この間、労働法改正、教育改革、通信改革、財政改革、政

治・選挙制度改革、そしてエネルギー改革と憲法改正を含む大胆な改革を

実行してきた。通信改革では競争促進のために導入された各種政策が奏功

し、通信料金価格は逓減してきている。2015年6月の下院議員中間選挙にて

連立で過半数を維持し、任期中の政治リスクは低くなっている。 

＜エネルギー改革を敢行＞ 

 2013年12月に改正憲法が公布され、翌2014年8月施行法が公布されたエ

ネルギー改革では、石油開発から、精製、輸送、基礎化学、小売販売にわた

る広範な民間開放を謳い、2015年以降ラウンド・ワンと呼ばれる鉱区の民間

入札が始まっている。 

 メキシコはこれまで原油の対米輸出によって多くの外貨を獲得してきたが、

米国シェールオイル、ガス生産の高まりを受けて、特に軽質原油の需要が激

減。メキシコは代替となる輸出先探しに奔走している。これには日本のエネル

ギー調達先多様化戦略とも合致し、2004年～2013年まで0％だった日本の対

墨原油輸入が2014年には対墨総輸入額の5％、2015年は16.5％にまで達

し、一気に両国間にとって最重要貿易品目の一つとなっている。 

 鉱区の民間開放であるラウンド・ワンは現在第3フェーズまで開札が行われ

た。当初フェーズワンでは条件未達の企業が続出し、経験不足に市況のタイ

ミングの悪さも手伝って混乱が見られたが、特に第3フェーズでは全鉱区落札

を達成。勢いを持って第4フェーズの深海油田鉱区の入札が発表されたとこ

ろだ。 

 契約形態はフェーズ1、2が「生産分与契約」、フェーズ3からは「ライセンス

契約」が導入され、いずれも落札企業が生産した原油の持分を「自由に処

分」できる契約形態が導入されている。 

 電力分野では2016年より電力の卸売市場を創設している。これまでは発電

した電力を輸出するか、電力公社（CFE）に売却するか、あるいは自家発電と

して利用することだけが許されていた。今後は、自家発電で余剰電力を抱え

ていた企業が、特に資本関係のない需要者と売電契約を結ぶことが出来る

等、自由度が増すことも考えられる。ただし、大口需要家がこの卸売市場に

参加資格を得るためには、2018年時の調達量の5％を再生エネルギーにて

賄う、ないしは排出権取引のごとくサーティフィケーション（CELs）を市場から

購入・精算することで義務を達成する必要がある。 

 6か所ある製油所の改修案件も発表され、サルファーフリーのガソリン、

ディーゼルやコジェネ案件などが実施される予定だが、民間投資で多くの資

金を調達する模様だ。また、ガソリンスタンドなどの小売市場も開放に向かう。

16年から小売が自由化するが、輸入許可、価格の自由化はそれぞれ16年4

月、18年としており、本格化はそこからだろう。現在でもコンビニ大手やエネル

ギー企業が関心を示している。 

＜経済はふんばりどころ＞ 

 2015年第3四半期（7～9月）の実質GDP成長率は、前年同期比2.6％で、通

年も2.5％となる模様。しかし、原油・非鉄生産を含む鉱業分野の大幅減が続

いている。製造業は自動車分野を中心にプラス成長が続くが、実際には自動

車分野はGDP全体の3％、製造業全体も17％であり、大半は商業分野などの

内需サービス産業（約6割）であることを念頭に入れる必要がある。 

 足元では建設投資が落ち込んでいる。石油価格の影響が財政を通して

公共事業に影響を与えている。また米国景気への懸念から設備機械の投

資もやや減少気味となっている。政府（大蔵公債省）は2016年の成長率見

通しを2.6～3.6％とした。2015年11月1日付で中央銀行が発表した専門家

の見通しアンケートによると、国内外37の民間シンクタンクの2016年GDP

成長率見通し平均は2.79％である。中銀の同アンケートでは、メキシコの

経済成長の阻害要因となり得るものとして上位に挙げられたのは、世界経

済・輸出環境の弱さ、国際金融不安、原油生産・価格、治安問題の未解

決等である。 

＜高級品販売伸びる？＞ 

 国民の所得の伸びは緩やかで、インフレの抑制もある中、若干の購買力

の上昇もみられるが、中間層以下の生活水準の著しい向上がある訳では

ない。ただし、米国からの出稼ぎ送金（郷里送金）は過去最高レベルにあ

り、これらの勤労外所得等も家計を支えている。 

 また、上流層はこれらとは全く無縁に高級ブランド品の販売が好調となっ

ており、メキシコはブラジルをしのぐ中南米最大の高級品市場となってい

る。今後も6％近い勢いで拡大するとみられている。ファッション、アクセサ

リー、高級酒、高級自動車がよく売れている。 

＜進出日系企業は増加するも治安に留意＞ 

 在メキシコ領事館によると、2014年10月時点で進出する日系企業の数は

814社。進出先はメキシコ市が一番多いが、次に多いのは近年注目されて

いるグアナフアト州となった。業種別でも圧倒的に自動車関係が多く、今

後2019年のトヨタ工場操業開始をにらみ、同様の傾向が続いていく模様

だ。 

 日系企業に対するアンケート調査では、メキシコの経営上の懸念で大き

いのは依然として治安だ。車上荒らしが多いので、荷物を（トランクを含め）

車内に残さない、24時間管理の集合住宅に住み、鍵を頻繁に交換する、

深夜にシフト交代をしない配慮等も必要。また、貨物の盗難リスクは全世

界的にみても高い国のひとつ。輸送ルート、運行計画、エスコート手配、

情報統制等の対策が望まれる。また保険料は通常割高になる。 

 生産・販売については、現状進出日系企業の現地調達率は25％程度で

あるが、日系OEMの生産拡大でボリューム感も出てきたことから、徐々に

Tier2,3の進出も拡大してきた。ただし、素材産業のすそ野拡大としてはま

だまだ時間がかかるとみられる。また労務管理については引き続き特有な

制度の理解、従業員の引き留めへの工夫等課題が山積しており、各企業

固有の事情にも即した対応が求められているところだ。 

(講師紹介) 

講師：ジェトロ・メキシコ事務所次長 

中島伸浩（なかじま・のぶひろ）氏 

略歴：96年4月日本貿易振興会（現日本貿  

易 振 興 機 構）入 会。同 リ マ 事 務 所（ペ

ルー）、同サンティアゴ事務所（チリ）、海外

調査部中南米課を経て、12年7月から現

職。東京外国語大学スペイン語科卒。 

http://www.visithoustontexas.com/includes/events/2015-Shell-Houston-Open/26878/419/
http://www.shellhoustonopen.com/
http://pearlandcrawfishfestival.com
http://pearlandcrawfishfestival.com
http://www.houstonjapanfest.org/
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ソフトボール大会 

チーム紹介 
チーム名 昨年成績／チーム母体 コメント 

コメッツ 
優勝 

サタケ 
「俺、この大会で連覇ができたら、プロポーズしようと思うんだ。」レフトKさんの夢を叶える為、純愛集団コメッツはもう

止まらない。笑・幸・酒の三拍子揃ったチームワークは今年も健在。  

三井マリガンズ 
準優勝 

三井物産 

昨年は熱い声援に支えられ決勝に進出するも最後は力負けで涙の準優勝。この悔しさを胸に1月から毎週練習に励

んでいます。野球経験のある新戦力も補強し先ずは予選突破を目指します。 

双日パッションズ 
3位 

双日 
左打者の主砲・杉本選手、三遊間を守り攻守の要である中村選手・柿仲Jr.選手を抱え、戦力は昨年にも劣りません。

どこにも負けないパッションを胸に、優勝目指して頑張ります! 

JAXAダイナボアーズ 
4位 

JAXA 

今年は大会前に主砲が突然帰任する誤算もありましたが、新メンバーを数名加えチーム力は昨年よりアップしていま

す。チーム一丸となって悲願のカップを目指します。 

イーグルス 
ベスト8 

企業横断チーム 

今年もクリーンアップは元甲子園エース、元踊る大捜査線、ボリビアのエース、そしてCAとのコンパに向け夜の素振り

が日課の若造若干一名が主体のチームで予選突破! 

アストロズ 
ベスト8 

企業横断チーム 

昨年はジャンケンで敗退し悔しい思いを致しました。今年はジャンケンに勝って上を狙いたいと思います。1番打者か

ら7番打者まで４番打者のようなもの、向かうところ敵無し、かな? 

丸紅VT 
ベスト8 

丸紅 

結成3年目。今年は、カンパニーカラーの赤Tシャツを脱ぎ捨てユニフォームを新調し、ベストドレッサー賞と優勝の二

冠達成を狙っています。 

FC Japan 
ベスト8 

企業横断チーム 

今年のFC Japanは少数精鋭で、例年通り俊足を活かした攻守が武器です。昨年、一昨年と2大会連続でベスト8止ま

りなので、今年は優勝を目指します! 

住友ダッシュ 
予選リーグ敗退 

住友商事 

1点の重みを痛感した昨年の予選L敗退。その悔しさをバネに、今年は若手を中心に新戦力も加わり、覇権奪回を目

指します。 

東芝 
予選リーグ敗退 

東芝 

最多勝のグライシンガーと打点王のラミレスが抜けた2008年のスワローズですが、その苦境を乗り越え昨年、見事に

セリーグ優勝を果たしました。同じく、4番とエースが抜けた今年の東芝は“チャレンジ”の年。スワローズに続けるか? 

Osaka Takoxans 
予選リーグ敗退 

大阪ガス 
昨年の覇者コメッツさんを一瞬だけ追い詰めた(?)いてまえ打線は、新戦力を迎えパワーアップ。冗談と野次が飛び交

う独自のチームワークを武器に、まずは予選突破を狙う! 

サンポーニャ 
予選リーグ敗退 

伊藤忠グループ等 
他企業様並びに伊藤忠グループ会社で結成された名門チームですが、毎年惜しくも?予選敗退し涙を呑み続けてい

ます。今年は、有力選手の帰任で戦力ダウンの部分もあれば、新たに新戦力の加入もあり、一味違う!･･･かも。 

ハリケーンズ 
予選リーグ敗退 

Nippon Restaurant と常連客 
日本レストラン従業員と常連客で構成されたチームです。去年は予選敗退と不甲斐ない成績で終わりましたので、今

年はレストランでのスカウトに注力し、若手を勧誘し、チームの若返りを図りました。今年こそ決勝トーナメント進出。 

ユーティリティーズ 
予選リーグ敗退 

中部電力 
蝶のように舞い、蜂のように刺す。血の滲むような練習成果は・・・今年こそ花開く時。優勝目指して戦いぬきます。 

Izakaya WA 
予選リーグ敗退 

企業横断チーム 
レッドドラゴンズは今年からIzakaya WAというチーム名に変更しました。我がチームは居酒屋 和、NOAC、案浦不動

産などの異業種混合チームです。個性を生かして今年こそ予選突破! 

三菱 Red Diamonds 
予選リーグ敗退 

三菱商事 
昨年は悲願の優勝を目標に掲げ、厳しい練習を重ねましたが、逆に3年ぶりの予選敗退となりました。今年は特に目

標を定めず、みんなで試合を楽しみたいと思います。 

カネカ 
予選リーグ敗退 

カネカ 
昨年の悔しさを胸に肉体改造と猛練習でここまで順調にチームを仕上げてきました。今年こそは久々の予選リーグ突

破を果たし、その先もできれば勝ち進みたいと思っています! 

Clear Lake United 
予選リーグ敗退 

企業横断チーム 
日頃の練習のおかげで守備力は向上してきました。連打が出て勢いに乗れば、決勝トーナメント進出、悲願の優勝も

夢ではない? 

ロードランナーズ 
予選リーグ敗退 

企業横断チーム 

若手からシニアまで色んな分野のメンバー・家族が集まった明るいチームです。今季は補習校ソフトで活躍中の女子

メンバー数名の獲得に成功。強さに可愛らしさが加わった成長中のチームです。目標は決勝T進出! 

Meds 
初出場 

医師 

遂にガリ勉・運動音痴軍団が立ち上がる!! Texas Medical Centerで研究生活を送る医師達の遅れてきた青春、一世

一代のスポーツ下剋上。果たしてアウトが取れるのか?? バットに球は当たるのか?? 

Rookies 
初出場 

新日鉄住金 

チーム名の如く初出場です。新日鐵住金の駐在員を中心として結成。平均年齢高く、特に投手含めた内野手平均年

齢49才。まずは1勝を目指しますが、体力がもつか。今年はEnjoy Softball ! 

Gastros 
初出場 

東京ガス 

Gastrosは、東京ガスアメリカの駐在員を中心に構成された今年初めて参加するチームです。野球、ソフトボール経験

者はほとんどいません。怪我無く、エンジョイすることを目標に頑張ります! 

千代田 

インターナショナル 

初出場 

千代田化工建設 
初出場です。名門校OBOGは特にいませんが、各々の抜群の運動神経でソフトボール大会に千代田旋風を巻き起こ

したいと思います。横浜ブルーを胸にまずは初勝利を! 

■ 2016年 商工会ソフトボール大会開催のお知らせ 

 今年度の商工会ソフトボール大会も前年度と同様、ピクニックとは別の日に開催されることが決定しまし
た。この大会はHouston Sportsplexの6面をフルに使っての一日開催となります。 

開催月日：2016年3月27日（日）＜雨天の場合は5月1日に順延＞   

開催場所：Houston Sportsplex （12631 S. Main St., Houston, TX 77085） 
               www.houstonsportsplex.com  

 毎年熱戦が繰り広げられるソフトボール大会です。ご家族やお知り合いとご一緒に観戦・応援を宜しくお

願いします。さて、今年度の大会はどんな試合展開となるか乞うご期待！ 

日  時： 平成28年2月17日（水）11：30～  

場  所： 住友商事社 会議室（10階） 

出席者： 理事委員14名、正会員1名、事務局長 

欠席者： 理事委員  5名（うち会長委任4名、代理委任1名） 

司  会： 木村健洋 幹事 

１．商工会会長連絡 （本多之仁 会長） 

①本日のデロイト社のレポートによると、調査した500社のうち175社の石油

ガス企業が現在、潜在的に倒産するリスクを抱えている。我々当地日系企

業においても債権の不良化により注意が必要になってきつつある。 

②シェール開発のROYALTY収入の預金依存度の高かった地場銀行の預

金高が落ち込んでいる。これを受けて、地場の中小金融機関は大手に吸

収されていくという見方も出始めている。 

③昨日、ドーハにてサウジ、ロシア、カタール、ベネズエラ4カ国会合が実施

され、4カ国以外の主要産油国の追随を条件に原油生産の1月水準での凍

結で合意した。しかし、市場は、減産を期待していたことと、イランが同意す

ると思えぬことから失望し、前日比3.6ドル安（32.18ドル）で収束した。但し、

サウジらがこういう会合を持とうとしだしたことは、若干の明るい材料であると

考えられる。 

④ヒューストンの不動産事情を見ると、先月と1年前の同月を比較するに販

売状況は同レベル、平均の販売価格もほぼ同じだが、市場に出た売り物件

数は15％以上増えている。SINGLE FAMILY用物件の在庫高は月数にし

て2.5ヶ月から3.5ヶ月に増加しており、これらが今後住宅ビジネスにどういう

影響を与えていくか見守りたい。  

⑤ZIKA熱が流行しており、これまでに米国の16州で63名の感染が報告さ

れている。ハリスカウンティーでは7例、うちヒューストン市内で3例が確認さ

れている。ヒューストンの3例は、コロンビア、ホンジュラスに旅行歴のある患

者であった。2007年のヤップ島、13年のポリネシア、14年のイースター島、

昨年はブラジル、コロンビアを含む南米で流行し、地理的拡大を見せてい

る。 

⑥本年1月1日から、テキサスでもライセンス保持者による銃の露出携帯

(open-carry gun law)が承認されている。現在露出携帯を禁止しているのは

DC、NY、IL、NC、FL、CAの6州。なお、個人所有の建物、土地等ではそ

れぞれの当事者が露出携帯を禁じることは認められている。ちなみに、3月

1-20日に当地で開催されるロデオでは、露出携帯は禁止となっている（お

そらくその他危険物含め、通常のSECURITY CHECKがあると理解）。 

⑦アメリカ渡航時のビザ免除プログラムが改訂され、2011年3月1日以降に

イラン、イラク、スーダン、シリアに渡航歴ある場合は、ビザ免除プログラム

参加国でも通常ビザの申請が必要となった。滞在期間が90日以上となる場

合にはB1ビザが必要となり、一回取得すれば10年間有効である。面談予

約に3週間、取得に1週間、合計4週間ほど掛かっている模様。これらの国

に行ったことがある人のデータ集め、あるいはスクリーニングがこの改訂の

本来の目的ではないかと推察される。               

２．会計幹事報告 （峯山裕二 会計幹事）  

＊JBAH とJBAH Foundationの寄付について  

 本日現在受け取っている3件の寄付依頼に関しては、いずれも本年度予

算として計上されており、昨年10月の常任委員会ですでに承認済みであ

る。よって、JBAHからは日米協会のスピーチコンテスト（$300）への寄付、そ

してJBAHFからはHouston Independent School District ($1,000)とMD An-

derson Cancer Center($1,000) への寄付を執行することを当委員会で報告

する。また、定例となっているMuseum of Fine Arts, Houston ($1,000) への

寄付も依頼状を受け取り次第、同様に寄付を執行する予定。寄付の選定

先等については当会の課題であり、ぜひご意見をいただきたい。 

３. ジャパンフェスティバル関連報告  （藤井一彦 特命理事） 

 今年4月16日・17日に開催予定の同フェスティバルについて、土曜日の

開催時間を11:00 – 20:00 と変更すること（昨年度は、10:00-19:00）、前夜祭

は開催しないこと、チケットに代わって現金でのやりとりを行うことがJapan 

Festival of Houstonで行われたミーティングで決定された。商工会の主幹事

会社としては、当会が担当する「キッズ縁日」のコーナーに関しては、子供

が参加すること、複数の出し物があることから、チケットの販売を独自に行う

必要があると考えている。また、現金の管理も課題となっており、幹事会社

の一社がシフトを組んで管理する方向で検討している。ボランティアとスポ

ンサーシップの依頼は、後日、事務局を通して配信予定なので、ぜひご

協力いただきたい。 

４．第一回宇宙セミナー開催案内 （久留靖史 特命理事） 

 本年度第一回の宇宙セミナーを3月26日（土）9:30-14:30にスペースセン

ターヒューストンにおいて開催する。本企画は、午前中のトラムツアーに始

まり、昼食をはさんで親子・グループ単位で参加していただく参加・体験型

イベントの組み合わせで行う予定である。募集人数は、70名程度とする。

開催案内は、おって事務局より配信するので、奮ってご参加いただきた

い。 

５．正団体会員新規入会申請について 【承認事項】 （木村健洋 幹事）  

 定款第二条第二項に従い、下記の正団体会員一社の入会申請を全会

一致で承認した。 

＊PricewaterhouseCoopers LL P 

代表者・申請者： 吉田健之（よしだ  けんじ）氏 

６.委員会・部会関連事項 

①企画・調査委員会 （黒川淳二 企画・調査委員長）  

＊メキシコビジネスセミナー開催案内 

 商工会とJETROの共催で、2月26日（金）14:00-15:30にNorris Confer-

ence Centers at Westchaseに於いて同セミナーを開催する予定である。講

師には、 中島伸浩氏（ジェトロ・メキシコ事務所次長）をお迎えし、メキシコ

の経済・産業の現状および今後の見通しにつき、解説いただく。今回のセ

ミナーは、日本人会やさくら新聞を通して非会員にも案内されており、この

機会を通して当会への勧誘にも役立つことを期待する。60人の定員枠

で、本日現在すでに76名の申し込みがあったが、定員枠を増やしてまだ

受付ているので、ぜひお申し込みいただきたい。 

＊４月の定例講演会について 

 4月20日（水）の常任委員会後14:15よりUnited Way of Greater Houston

に於いて講演会を開催する。講師として堂ノ脇伸氏 （米州住友商事会社

ワシントン事務所長）をお迎えし、米国政治の意思決定プロセスと大統領

選の展望について解説いただく。後日、あらためて事務局よりご案内を配

信するので、ぜひご参集いただきたい。 

＊１月の定例講演会「ヒューストン経済セミナー」開催報告 

 去る1月20日（水）、常任委員会後に開催された講演会においては、

Greater Houston Partnership（GHP）より講師をお迎えしてGHPの活動紹介

とともにヒューストン経済の現状と今後の見通しについて解説いただき、60

名弱の皆様にご参加いただいた。 

②スポーツ委員会 

＊ソフトボール大会開催について（薙野太一 第一副会長兼スポーツ委

員長） 

 イースターにあたる3月27日（日）にHouston Sportsplexにおいて、毎年恒

例のソフトボール大会が開催される。今年度は23チームのエントリーがあ

り、昨年度の19チームから4チーム増となっている。2月26日にはキャプテ

ン会議を開催し、準備を進めていく予定である。 

＊第554回テキサス会「総領事杯」開催案内 （山本由久 正会員： 植村

義之 機械・電子部会長代理） 

 同ゴルフコンペは、5月22日（日）に天野総領事をお迎えしてOakhurst 

Golf Club にて開催されることが決定した。案内状および寄付の依頼状

は、事務局を通して3月中旬に配信予定。ご参加、賞品のご寄付にぜひご

協力いただきたい。 

③教育委員会 （増田裕一  教育委員長） 

＊補習校近況報告 

①生徒数の増加と数名の教師の退職に伴い、新年度の人員不足が深刻

となっており、幼稚園は1クラスのみ開設する予定である。現在60数名の入

園希望者がいるため、抽選を行う予定。今後も教員を引き続き募集し、人

員を確保できれば、クラス数を増やして対応することを検討する。 

http://www.houstonsportsplex.com
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捉え方の一つですが、それとは別に生物学的特性で乳がんを考える

ようにもなりました。 

 乳がん細胞には、エストロゲンという女性ホルモンの刺激によって増

殖するタイプと、女性ホルモンに対する受容体(エストロゲン受容体)以

外に別の増殖シグナルによって増殖するタイプがあります。もちろん、

エストロゲン受容体がありながら別の増殖シグナルも有するハイブリッド

タイプもありますし、増殖因子の一つと言われるHER2(ハーツー)蛋白

を有するタイプもあります。つまり、乳がんはエストロゲン受容体の発現

の有無、HER2蛋白の有無、他の増殖能によってルミナルA乳がん、ル

ミナルB乳がん、トリプルネガティブ乳がん、HER2陽性乳がんの4つの

サブタイプに分けられています。 

 このような分類になったことで、治療ターゲットが明確になりました。例

えばルミナルA乳がんであれば、エストロゲン受容体陽性なのでホル

モン療法を行いますが、増殖能に乏しいので抗がん剤治療は特殊な

状況でない限り行いません。ルミナルB乳がんは、エストロゲン受容体

陽性で増殖能も高いので、基本的にホルモン療法と抗がん剤治療を

行います。エストロゲン受容体やHER2蛋白を持たないトリプルネガ

ティブ乳がんは、エストロゲン受容体陰性なので、抗がん剤治療を行

います。現在はこのグループはさらに細分化され、さらなる治療ター

ゲットの研究が進められています。増殖能が高いとされるHER2陽性乳

がんは、抗がん剤に加えてトラスツズマブといった抗HER2療法が適応

されます。 

 そして、現在は日本でも多くの施設でサブタイプに従って術前薬物

療法が行われるようになりました。施設によっては手術を先行すること

が多いところもありますが、術前治療はここ数年間でかなり普及してき

ました。術前薬物療法で、がんが消失してしまうこともあります。トリプル

ネガティブでは35%程度、HER2陽性乳がんでは45%以上の症例で、

がんが消失したというデータもあります。逆に消失しなかった原因は何

かということで、さらなる研究が進められています。 

 今の乳腺治療の柱は薬物療法で、手術は付加的なものに変わりつ

つあるのが現状です。腫瘍内科や乳腺内科といった薬物療法の専門

家はますます求められる時代になっています。 

 

これからの考え方 ～Precision Medicine～ 

 ここ最近は、遺伝子発現解析の技術や研究が目覚ましいです。つま

り、がん組織の遺伝子配列を網羅的に解析して、どの遺伝子に欠陥が

生じているのかの全体像を把握することが可能なのです。サブタイプ

の考え方はこの遺伝子発現解析から導き出されたものでした。今後

は、新たな治療ターゲットがさらに明確になり、薬剤開発が進んでいく

ことで、乳がん治療はさらに細分化されていくことになるかもしれませ

ん。 まさにオバマ大統領が昨年発表した“Precision Medicine”へと進

んでいます。次世代シーケンスといった遺伝子発現解析により得られ

た膨大なデータから、患者をサブグループに分類し、それに対応する

医療と予防法の確立が、“Precision Medicine” が目指す目標です。世

界的に“Precision Medicine”を目指す研究が進められているため、こ

れからのがん診療、特に乳がん診療に関しては、さらに劇的な発展が

みられそうです。 

第137回 
 

    こんなに変わった！乳がんの考え方  

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。 

前回の原野謙一先生から乳腺外科がご専門の松沼亮一先生にバトンが移りました。  

 皆さん初めまして。2015年11月より、浜松医科大学乳腺外科から、ベイ

ラー医科大学のブレストセンターに研究留学で来ております。日本では昨

年から芸能人の乳がんの話題が多く取り上げられ、駆け込み乳がん検診

のような現象が多くの検診施設で一時期起こりました。また、米国の人気女

優アンジェリーナ・ジョリーさんが乳がん予防のために受けた両側乳房切除

で話題となった遺伝性乳癌については、日本でも多くの関心が今もなお寄

せられています。日本の疫学では乳がんは1994年より女性の癌罹患率の

トップとなり、年間の罹患者数は60,000人を超え、死亡者数も10,000人に上

り、国全体で取り組むべき重要な悪性腫瘍になっています。乳がん治療も

年々進歩し10年前と比べると劇的に変わっています。今回は多くの注目を

浴びている乳がんですが、どのように変わり、どのような考え方のもとに治

療が行われているかをお話ししたいと思います。 

 

一昔前の考え方 

 皆さんはステージ(病期)という言葉は聞いたことがありますか？ステージと

は乳がんの大きさ、リンパ節転移の有無と部位、遠隔転移の有無で決定さ

れるがんの進行度分類を言います。ステージ0からステージ4まであり、ス

テージが上がるにしたがって再発する割合や死亡する割合が高くなってい

きます。例えば、日本乳癌学会がまとめたステージ１の5年後生存率は

96％ですが、ステージ4では42％程度となっております。 

 確かにステージは病気の進行度やそれに伴う予後を反映しますが、治療

による効果は反映していません。つまり、ステージ1だから手術だけで十分

とはいえませんし、ステージ4だからできるだけ強い抗がん剤をたくさん使っ

たほうがよいといったことはありません。 

 一昔前は乳がんと診断されればまず手術をして、進行度を判断し、腫瘍

組織の顕微鏡検査(病理検査)結果に従って薬物治療を決めていくという

流れでした。薬物治療も、今日ほど多様化したものではないものの、抗が

ん剤治療をおこなうかどうかは施設によって、また担当する医師によって違

うということがありました。まさにさじ加減の時代です。この時代の日本は、

腫瘍内科また乳腺内科や乳腺科という薬物療法の専門家が今ほどいな

かったので、一般外科医が乳腺領域といった専門外も担当することで乳腺

診療が成り立っていました。 

 

今の考え方 ～解剖学から生物学へ～ 

 ステージとは、腫瘍の大きさや広がりの程度から乳がんを分類する、いわ

ば解剖学的に乳がんを考えています。しかし、ステージは重要な乳がんの

 次回は肝胆膵外科ご専門の山下俊先生です。 

 先生とは、3月のソフトボール大会に向けて一緒に練習に励んで

います。先生のバイタリティーはもちろんのこと、何よりも積極的に

一番声を出しているので先生なしにはチームはまとまらないと感じ

ています。そんな何事にも手を抜かない先生の姿勢にはいつも感

銘を受けます。次回の号では、先生のご専門の興味深いお話が聞

けるはずですので楽しみにしています。  

ベイラー医科大学研究員 松沼亮一  

 ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。  

 英国ロンドンに親会社があり、1828年設立、120カ国以上に進出して

いる国際ブローカーです。“ブローカー”というと、日本人の皆様は、咄

嗟に“悪徳ブローカー”を連想され余り良い印象は持たれませんが、こ

の業界発祥の英国、欧州・米国では、ブローカー制度から始まってお

り、“悪徳”のイメージはありません。 

 また、皆様には馴染みが薄い社名でしょうが、古くはタイタニック号の

事故処理を担い、最近ではシカゴの高層ビルSears Towerが弊社の名

前を使ったWillis Towerとなりました。 

 米国では、リスクマネージメント・福利厚生、年金分野のコンサルタン

ト・アドバイザー、損害保険・健康保険ブローカー業務を行っていま

す。日本にも古い歴史があり、日本の船舶会社の保険取り扱いのため

1898年に一時進出しておりました。今年初め、Towers Watson 社と合

併し、この業界ではトップ規模となりました。 

 ヒューストンには、弊社の事務所はありますが、日本人を配置してい

ませんので、ロスアンジェルスから出張ベースで度々訪問する予定で

す。 

 その際は、何卒宜しくお願い申し上げます。  

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。 

 最初にヒューストンを訪れたのは、もう20年近く前のことで、その時

は、NM州AlbuquerqueからFort Worth -Dallas-Houston-New Orleansと

ドライブし、ヒューストンでは、ジョンソン宇宙センターに感激した記憶が

あります。最近は、数回訪れていますが、会員の皆様にはエネルギー

産業、特に石油・天然ガス産業に関わる企業が多く、サンベルト中心

都市のひとつとして発展している様子を肌で感じました。  

３．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

 LAでは、JBAHと同じような組織のJBASCのダウンタウン部会役員と

して10年近く活動しており、時間が許せば、JBAHのお手伝いをしたい

と思っております。 

 私的なことですが、4人居る子供の内、長女はデトロイト、その他3人

は東京におり、今は妻と二人で暮らしています。休日は、ハイキング・

マウンテンバイク・釣りなどをしていますが、一度ゆっくりとバッファロー・

バイユーに沿って、サイクリングをしたいと思っております。  

会員消息 ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞ ②今年度当初は、借用校舎の大幅な値上げと教員の増員による人件

費増加により、収入は約92万ドル、支出は約99万ドルの赤字予算を想

定していたが、12月までのデータに基づく着地見込みでは、年度末収

支が約数万ドルの黒字、または損益無しとなることが予想される。 

③現在、130万ドルの預貯金があるため、設備投資等、その有効的な

使い方について検討している。 

④生活・情報委員会 （大内裕子 生活・情報委員長） 

＊「テキサスでの子育ての楽しみ方」セミナー開催結果報告 

 去る1月29日10:00より、三水会センター会議室にて同セミナーが開

催され、子供連れのお母様方、ボランティアスタッフも含めて約30人が

参加した。講師のカルデロン智子先生には、チャイルド・ケアを含む異

国での子育てに役立つ情報やアドバイスについてお話いただき、セミ

ナー後の茶話会では引き続き質疑応答や参加者同士の交流を図るこ

とができた。「お助けマップ」の子育て関連ページへのアクセスやス

クールに関する問い合わせが多かったことから、「お助けマップ」のボ

ランティアが中心となり、同セミナーの企画・運営を行った。 

７．事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

＊会員消息  

 2月17日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員659名（正団体

会員 107社）、準会員35名で、総会員数は703名である。 

８. その他     

＊日本庭園関連報告 （加藤眞人 特命理事） 

 2月8日にHermann Park Conservancy（HPC）にて日本庭園のミーティ

ングが開催され、25周年記念事業について報告があった。 日本庭園

内部の土木工事は予定通り進んでおり、この先順調に進捗すれば4月

4日に完了予定で、ジャパンフェスティバルにも間に合う見込みであ

る。また、2月23日から3月12日の間、日本から庭師、石工の方々が庭

園の整備と枯山水の造園に携わるために訪れる予定。 

 
 

★よろしく！～新規入会です  
●正団体会員入会 

・PricewaterhouseCoopers LLP 
 1000 Louisiana Street, Suite 5800, Houston, TX 77002 

   常任委員：吉田健之（治子） 

 

●正個人会員入会（カッコ内、配偶者名） 

・Kuraray America, Inc. 廣瀬航（幸江） 

・Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. (MCFA) 全慧星 

 

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

●正個人会員退会 

・Kuraray America, Inc.          河田知明/野中曜（貴子）/吉田健太郎（泰子） 

・Yokogawa Corporation of America 山崎大 
 

●配偶者退会 

・Kuraray America, Inc. 杉田みゆき 
 

●替わりました～メモのお願い 
●常任委員交代  

・Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. (MCFA)  

    (旧) 安田聡介（千代） → （新）内田隆二（輝実） 
 

●住所変更 

・Marubeni-Itochu Tubulars America Inc.  

   （新）750 Town & Country Blvd., Suite 300, Houston, TX 77024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior Vice President,  

Japan Global Practice Group 

小川嘉明 Willis Tower, formerly Sears Tower, 
in Chicago. 



 ピーカンキッズ今後の開催予定 

 

＜あそぼーかい＞ 

4月1日（金） 10時30分～ 

4月9日（土） 9時30分～ 

5月13日（金） 10時30分～ 

5月14日（土） 9時30分～ 

6月7月8月はお休み 

 最新情報は、三水会センター内、日本語補習校

内のポスタ―、またはコミュニティーサイトのヒュー

ストンなび＜hounavi.us＞でご確認いただけます。 

＜読み聞かせの会＞ 

4月16日（土） 

 9時30分～ 三歳以上を対象とした絵本 

10時～      三歳未満を対象とした絵本 

5月7日（土）  

 9時30分～ 赤ちゃんから就学前ぐらいの 

                  お子さんを対象とした絵本 

6月7月8月はお休み 

 最新情報は、三水会センター内、日本語補習校

内、日本食品店「大道」内のポスター、またはコミュ

ニティーサイトのヒューストンなび＜hounavi.us＞で

ご確認いただけます。 

 

＊変更がある場合もございます。上記の各最新情

報をご確認ください。 

＊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  

4 Gulf    Stream Gulf    Stream 9 Gulf    Stream 

「ぴょーん」  

作・絵：まつおかたつひで 

「かえるが・・・ぴょーん」「こねこ

が・・・ぴょーん」ページをめくると

次々にいろんな動物がジャンプし

ます。くりかえしが楽しい絵本。 

＜38cm×38cm ＞ 

 

 

 

「ぐりとぐら」  

作：なかがわりえこ   

絵：おおむらゆりこ 

のねずみのぐりとぐらは森で大

きな卵を見つけました。大きな

卵からは、大きなカステラがで

きました。 

子どもたちに圧倒的人気の絵

本。大きなカステラは見ている

だけでもお腹がすいてしまいま

す。＜36 cm ×50cm＞ 

 

 

「だるまさんが」 

作•絵 かがくいひろし 

「だ・る・ま・さ・ん・が」 

左右にうごくだるまさん。 

ゆらゆら子供達にもだる

まさんの真似をして貰っ

ています。 

だるまさんがプシュー。 

子供達もプシュー。子供

達の表現力に脱帽です。 

＜37.5 cm ×37.5cm＞ 

 今回は「読み聞かせの会」で人気の大型絵本を紹介致

します。大型絵本とはその名の通り、とっても大きい絵本

です。主にベストセラーの絵本が大型化されており、現在

三水会センター図書館には9冊あります。三水会センター

図書館にある一番大きな大型絵本を開いてみたら、なん

と116 cmもありました。 大きすぎるので読み手が一人、

絵本を持つ人が二人必要です。いつも家で読んでいる

大好きな絵本が、大きくなって登場したときの子供達の目

の輝きったら。迫力も満点で絵本の世界にグイグイと引き

込まれ、子供達の集中力も急上昇し一体感が生まれま

す。読み終わった後の満足気な表情も素敵です。大型絵

本は残念ながら貸し出し対象にはなっていないので、読

み聞かせの会にしか登場しません。お子様と一緒に絵本

を楽しめる読み聞かせの会に是非足をお運び下さい。 

 

「はらぺこあおむし」 作・絵：エリック＝カール 

ロング・ベストセラー「はらぺこあおむし」の25周年を記念

して出版された、巨大穴あき絵本。大型化で絵の迫力も

ぐんと増しました。色も鮮やかで、めくると子供達の歓声

があがります。＜42cm×58cm ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐妻のヒューストン日記 

第138回 柳本 真紀 さん 

「いってきまーす。」成田空港まで見送りに来

てくれた祖父母やいとこ達に、まるで旅行にでも

行くかのような気軽さで別れを告げた当時2歳の

無邪気な長女と、妊娠6ヶ月の私。主人と結婚し

て初めての転勤先がヒューストンと聞いた時は大

変驚いたが、その不安と同じくらいの大きな期待

を胸に、5年前、私達家族はヒューストンにやっ

てきた。「子供はすぐ新しい環境に慣れるもの」

そんな話を耳にしていた私はきっと楽観的過ぎ

たのだろう。ヒューストン生活に適応できるように

なるまでの長女の激しい抵抗に、その後長く悩

まされることになった。 

出産を控えていた私は、まずはと運転免許を

取得。そして、急ぎ長女の幼稚園を探した。初め

ての幼稚園！大好きないとこから譲り受けたプリ

ンセスのリュックサックを背に、張り切る長女の姿

が印象に残っている。通い始めて3ヶ月間、長女

は毎日別れ際に泣いた。慣れるまで仕方がな

い、そう思っていた。ところが、半年経っても長女

が幼稚園に馴染む様子は全くなかった。朝、長

女と別れた後、幼稚園の受付事務所に設置され

たモニターで、教室で一人ポツンと何もせず、た

だ立ち尽くす長女の姿を見るのがつらかった。

二女の出産も幼い長女には大きな試練だったと

思う。幼稚園で頑張ってきた長女は、家に入ると

すぐ、訳もわからず泣き続けることが多かった。

そんな長女をなだめながら、私は途方に暮れ

た。 

そんな私を支えてくれたのは、眠る時間を

削っても私につきあってくれた主人と、近所の温

かい友人親子達だった。ヒューストンに来た時期

のそう変わらない友人達との会話に、子供を新し

い環境に慣れさせることに苦労しているのは自分

だけではないのだと心が安らいだ。遊んでいても

愚図りだしてしまうことの多かった長女にも懲りず

に、よく一緒に遊んでくれた。結局、長女を安心し

て学校に送り出せるようになるまでには、2年以上

の月日を要した。そんな彼女も、今では学校が大

好き。現地校の友達ともプレイデートを楽しむまで

に成長している。 

つい長女の話ばかりになってしまったが、二女

についても少し。ヒューストンで生まれた二女は、

幼いころからあまり手のかからない子供だった。1

歳10カ月で通い始めた幼稚園でも、2日目から全

く泣かなかった。おかげで、私は長女に手を焼き

ながらも、何とか毎日をやり過ごすことができた。と

ころが、長女がすっかり落ち着いた近年になっ

て、今度は自分の番とばかりに、学校に行きたくな

いと愚図り始めた。乳幼児にも親の手が足りない

時には遠慮するというようなことがあるのだろう

か？これまでよく待っていてくれたと褒めてあげた

い。今は二女についての心配事の方が多いが、

幼い頃あまり手をかけてやれなかった二女への懺

悔の気持ちを込めて、今こそ存分に本領を発揮し

て欲しいようにも思う。そんな二女のことを、同じ

学校に通う長女は、学校で会う度よく世話してい

るらしい。「お姉ちゃんも小さい頃は学校が嫌

だったけれど、楽しいこともいっぱいあるよ。」な

どと先輩ぶる長女に、私は「お姉ちゃんの嫌がり

方はそんなものじゃなかったよ。」と言いたくなる

のをぐっと堪え、長女と二人、二女を元気づけて

いる。 

そして最後に、私。もともと家にいるよりも外に

出ることが好きな私は、娘達が毎日学校に行くよ

うになると、待ってましたとばかりに、ESLやテニ

ス、習い事を楽しむようになった。近所の友人達

とは家族ぐるみでつきあうことができ、年中行事

であるバーベキューやアメリカならではの季節毎

のパーティー等、忘れられない思い出をつくるこ

とができた。また、家族旅行ではアメリカの大自

然を満喫し、日本からはなかなか足を延ばしにく

い中米などを訪れることもできた。それもこれ

も、日本を離れ、ヒューストンに住んだか

らこその貴重な経験ばかりである。たくさ

んの素晴らしい出会いに心から感謝してい

る。 

ヒューストンに来た当時、帰国されるある友人

にお世話になったことのお礼を言うと、自分もこ

れまで周囲の方々に良くしてもらってきた。その

気持ちは、これから新しく来られる方々に向けて

返していって欲しい、と言われた。私は少しでも

彼女へ恩返しできているのだろうか？甚だ疑問

ではあるが、このバトンのように続いてきたであろ

うお礼の気持ちをできる限り大切にしていきたい

と思う。 

読み聞かせの会 

新特命理事紹介 
ヒューストン日本商工会  

【職務内容】 

  対外交流担当の職務としては、毎年定期的に宇宙セミ

ナーの開催、補習校での理科授業（水ロケットの製作と

打上げ実験）の支援、ロケット打上げイベントのパブリッ

クビューイングの実施等をしています。また、昨年11月に

当地で開催された六者交流会では、参加の方々向け

に、スペースセンターヒューストンからのトラムツアーを利

用したNASAジョンソン宇宙センターの施設案内、並び

に若田光一宇宙飛行士による講演を行いました。  

【抱負】 

  今後も、ヒューストンの産業の特徴の一つである宇宙開

発をお題目に利用しながら、個々のイベントに工夫も凝

らしつつ、商工会活動や日米交流の盛り上げ、児童生

徒らの科学技術への興味喚起などの応援に努めたいと

考えています。イベント内容に関してご意見ご要望等あ

りましたらご連絡下さい。  

【自己紹介】 

  私事になりますが昨年10月の着任以来、約5ヶ月が経

ちました。今回の赴任は二回目で、前回は2003年から

2007年までの約4年間、当地におりましたが、都市の外

見的な規模もさることながら、日米間の経済や文化、人

的交流の関係もこの10年間にますます拡大発展してい

ると感じています。と云いつつ、正直なところヒューストン

の歴史などに関しては不勉強なので、これからしっかり

学びたいと思います。皆様よろしくお願い致します。  

 藤井 一彦  

特命理事 

（ジャパンフェスティバル）
Kaneka Americas Hold-
ing INC., Kaneka North 
America LLC 

 

久留 靖史 

 

特命理事 

(対外交流) 

国立研究開発法人 

宇宙航空研究開発機構

（JAXA） 

 

加藤 眞人 

特命理事 

(他団体対応・日本庭園) 
JGC Energy Development 
(USA) Inc. 

 

【職務内容】 

 ジャパンフェスティバルの主幹事として、スポン

サー、ボランティアの募集や当日のキッズ縁日の

運営などを担当します。  

【抱負】 

 キッズ縁日を通して、ヒューストン市民の皆様に

日本にはコンピューターゲーム以外に伝統的なア

ナログゲームがある事を理解してもらうと同時に家

族で和気藹々と過ごしてもらえる場を提供出来れ

ばと思っています。このイベントは商工会員の皆様

のボランティア精神に支えられており、日本文化を

広めて頂く事にご協力を是非お願い申し上げま

す。又、幹事として会員の皆様の親睦をこの活動

を通して深める事に貢献出来ればと思っていま

す。 

【自己紹介】 

 ヒューストン駐在が二度目で通算17年間、下手

な横付きでゴルフを続けています。道具・スイング

を色々変えて開眼したと思った矢先に翌週には消

えてしまう、何か幻を追い求めるような気持ちで楽

しんでいます。プロスポーツ観戦も好きでなかなか

優勝出来ないヒューストンのアンダードッグチーム

を応援しています。最近は息子が参加している器

械体操の試合観戦も加わり、週末は忙しく過ごし

ています。 

【職務内容】 

  他団体対応・日本庭園担当 

【抱負】 

  日本庭園は日米両文化の交流・両国民の友情の

シンボルとして1992年5月に開園されました。その

後、管理運営に日本人が直接関与しなかった時期

があり、日本庭園としての特色が薄れるという危機に

見舞われましたが、2006年以降、ヒューストン日本商

工会、日本人会、日米協会、日系アメリカ人連盟な

ど4団体が協力して本来の日本庭園を復活させるべ

く様々な改修作業を行ってきています。2017年には

開園25周年を迎えます。それに呼応させて、庭園を

より充実したものにしようと枯山水およびFannin 

Street側への第2ゲート（冠木門）などを新設する大規

模な工事が現在進んでいます。工事費用200万ドル

の半分はヒューストン市の予算で手当てされますが、

残り100万ドルは民間の寄付で賄う予定です。これま

で商工会、日米の企業、財団および個人の皆様から

計50万ドルの寄付を賜っていますが、更なるご支援

の下に25周年記念事業の成功を目指したく、それに

少しでも寄与できればと願っております。交通の要衝

ヒューストンにあって、日本庭園が日米文化交流のシ

ンボルとして広く定着するよう微力ながら努力する所

存ですので、よろしくお願いいたします。  

【自己紹介】 

   36年前に初めてヒューストンと関わり、それ以降何

度も縁が切れたと思うとまた引き戻されるという因縁

の様な関係があります。気儘に好きな山歩きを楽し

めないという不満はあるものの、これまでに暮らした

勤務地の中では2番目に好きな街です。 

■ ジャパンフェスティバルのお知らせ  

4/16 

   17 
(Sat & Sun) 

5/15 
(Sun) 

■ 商工会・日本人会共催ピクニック 

  今年も、Jones Creek Ranch Parkでピクニックが開催されます。  

 会場にはバレーボールやバスケットボールコートがあり、大人も子供も楽しめる各種アクティビティ

をご用意しております。さらに昨年同様、ゲームコーナーやインフレイタブル、ペッティングズーなど

のアトラクションもご用意する予定です。また、パビリオンや木陰でピクニックテーブルを囲んでの

BBQをゆっくり楽しんでいただけます。 

 参加申込みなどの詳細は3月下旬以降にご連絡します。  

 開催月日：2016年5月15日（日）＜雨天決行＞  

 開催場所：Jones Creek Ranch Park （7714 FM 359 Richmond, TX 77406-7724） 

  第23回Japan Festivalは“Celebrating Friendship”をテーマとして、 

4月16日（土）11:00-20:00、4月17日（日）11:00-17:00にHermann Parkで 

開催予定です。Japan Festivalは、毎年2万人以上の来場者を迎える 

ヒューストンでも有数の大イベントです。ヒューストン日本商工会は、本年も

「キッズ縁日」の運営を担当します。毎年商工会の会員、ご家族の皆様に

はボランティアとしてご参加いただき、大活躍いただいております。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。 

   特命理事（安全危機管理）堀田宏樹氏（Marubeni America Corporation）は、本年3月中に帰国予定です。これまでのご尽力に心より感謝申し上げますとともに、 

今後のますますのご発展を祈念いたします。後任の特命理事については、次号以降紹介いたします。（編集部） 
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 ヒューストン日本語補習校の山崎弘光校長は、任期満了により2016年3月中にご帰国されることとなりました。山崎校長の2年間の

ご尽力に心より御礼申し上げますと共に、4月より始まります新体制に対する商工会会員・補習校生徒保護者の皆様の倍旧のご支援

をお願いいたします。 

退任のご挨拶 

山 崎  弘 光 

 アメリカのからてきょうしつ一二三 

               日本ご聞けてうれしいオッス！  

              （小2年 仙石快斗君） 

  

 現小学3年生の快斗君の2年生の時の作品で

す。 

 子どもたちの状況をつぶさに物語っている短

歌だと思います。「オッス！オッス！」と声を合わ

せ、張り切って空手の稽古に励んでいる姿が目

に浮かんできます。英語で過ごす学校生活に

少し疲れたとき、日本語を聞けてほっとし、弾む

ような心持ちになってみんなとの時間を過ごし

ている、そんな子どもらしい素直な感性が伝

わってきます。 

 週1回の日本語補習校。おそらく幼稚園児か

ら高校生までのほとんどの子が補習校に通っ

て、この心持ちと同じようなことを感じていたの

ではないでしょうか。 

 今年度初めて実施した英語検定の状況から、

子どもたちはかなり英語の環境にひたり、それ

を自分のものとし、そして、学びを深めようとして

いることがわかりました。その中での補習校で

す。あたりまえのような補習校での日本の学校

生活も、なにか懐かしささえ感じながら勉強をし

ているかもしれない、そんなことも感じました。 

 年代が上がるにしたがって、そのような思い

は強くなるかもしれません。現地校の学習や習

い事とこの補習校との両立。どちらも大切にし

てきたはずが、ミドルスクールに上がると両立は

ますます厳しいものになるようです。それでも、

本校の中高校生たちも、笑顔を絶やさずこの

補習校での学びの場にいます。ほっとする空

間であったなら、そのまま現地校での生活の意

欲に結び付くはずです。 

  私の場合、結局、日本人社会の中での生活

がほとんどになっていましたので、子どもたちが

感じる現地校での学びの刺激や多文化共生、

異文化交流の実感を得たわけではありません

でした。しかしながら、このアメリカの地でたくま

しく成長している子どもたちから、世界に羽ば

たいていくその未来といったことを感じたもので

した。そして、それと共に日本を外から眺め、見

つめ直す機会も得たように思います。 

  ヒューストン日本語補習校は、この２年間で

およそ100名の園児・児童・生徒数の増加があ

りました。小学部低学年を筆頭に、どの年代も

増加しました。ヒューストンの日本人社会も拡大

の一途をたどっているようであり、児童生徒数も

このまま増えていくことが予想されます。商工

会、運営委員会、PTA、日本人会、皆様の変わ

らぬご支援、ご協力を賜りながら、補習校の教

育環境を盤石なものに整え、子どもたちの学び

の場をますます充実させていっていただけれ

ばと思います。 

  2年間の皆様方からのご支援に深く感謝申し

上げ、ヒューストン日本語補習校のますますの

発展を祈念致しまして、退任のご挨拶と致しま

す。ありがとうございました。 

  ジョージ・エドワード・フォアマン（George Edward Foreman）といえば、プロボク

シング界の伝説のTwo Times世界ヘビー級チャンピオンです。1949年1月10日

生まれで、御年67歳。テキサス州マーシャル出身で、現在は、ヒューストンにある

THE CHURCH OF THE LORD JESUS CHRISTというキリスト教会の牧師さんで

す。 

   ジョージ・フォアマンの教会があると聴いて、2年半前、初めて行きました。とっ

てもいい教会。ジョージとも話が出来ました。  

初めての会話。 

H「ヒューストンに住んでます。」 

G「おーそうか。住んでるのか。」 

H「この教会大好きです。また 来ます。」 

G「待ってるよ。また来てくれ。名前は？」 

H「Hです。カルロスと呼んでください。」 

    G「OK カルロス!!」 

 実物の伝説がこんな近くにいるなんて! ヒューストン最高です。 

 

ジョージは、1968年、メキシコオリンピックに出場し、ボクシングヘビー級で金メ

ダルを獲得。翌年プロデビューし、この年13連勝（11KO）、翌年12連勝（11KO）。

そして1973年にジョー・フレージャーを2ラウンドKOで倒し、瞬く間に世界ヘビー

級のチャンピオンになりました。 

ホセ･ローマン相手に東京で行われた初防衛戦を、リアルタイムでご覧になっ

た方もいらっしゃるかもしれません。この試合は、第1ラウンド瞬殺。「象をも倒す」

と、当時の新聞に書き立てられました。 

1974年、モハメドﾞアリとの伝説のキンシャサの戦い。アリは、殺されてしまうので

はないかと、ほんとビクビクで見てました。 

結果は、ジョー

ジのまさかのKO

負け。アリにとっ

てこの試合は、

「キンシャサの奇

跡」と呼ばれ、ア

リはその後10度タ

イトルを防衛。一

方ジョージにとっ

ては、これがなん

と41戦目でのキャ

リア初黒星でし

た。そして、1977年引退後、

ジョージは宣教師になるのです。 

 

7人も子どものいる貧しい家庭に育ったジョージは、かつて手のつけられない

非行少年で、食べるために連日恐喝をくり返すような生活を送っていたそうです。

そんな彼は当時の大統領リンドン・ジョンソンが貧民救済策として設けた職業部

隊に入ったことがきっかけで人生が好転。1967年 ボクシングを始めました。そし

て、1年でオリンピックの金メダルを取ったのです。プロでも華々しく活躍した

ジョージでしたが、引退後は、自分と同じような境遇の子ども達を助ける道を選ん

だのです。 

ジョージは、教会での活動を継続的に行いながら、ボクシングで稼いだお金で

ユースセンター（厚生施設）を作りました。そんな温かい心を持った人です。 

ところが、なんと1987年に、10年ぶり45歳にして現役復帰。そして、なんとなん

と、1994年には、WBA世界ヘビー級とIBF世界ヘビー級チャンピオンに返り咲

き、20年ぶりに最年長世界ヘビー級王者となったのです。この試合は、全米、い

や、全世界に興奮と感動を与え、アナウンサーが叫んだ“IT HAPPENED!”という

言葉は、みんなの気持ちを表しています。そして、1997年に引退し、今に至って

います。 

 

ところで、ジョージはこちらの若い人たちには、元世界ヘビー級チャンピオンで

はなくて、「フォアマンバーベキューのおっちゃん」として知られています。こちら

では超有名な「ジョージフォアマングリル」。電気を入れると、すぐに準備OK。プ

レートが斜めになっていて、油が落ちるので健康的。 

試しに、一番小さいのをウォルマートで買って

みました。19.4ドル。確かに便利。アメリカには手

軽なガス台がないので、フライパンで焼くのは面

倒くさかったサンマが、簡単にすぐ焼けました。  

関西人は全員、家にタコ焼き器を持ってるよう

に、こちらの家庭、学校で、とても普及していま

す。 

 

 

ジョージは大変忙しい人です。先

日も、アリと一緒に式典に招かれてい

ました。彼がいない時は、教会もお休

みになります。何度か夜の礼拝に行っ

ても、教会は真っ暗で閉まっている事

がありました。一度、「今来たのに、教

会閉まってるよ」とメールしたら、すぐ

にジョージから、「ごめん、知ってると

思ってた」と返事あり。この話をアメリカ

人の友達にしたら、あのジョージ・フォ

アマンに “ごめん”と言わせたのか!!

それは物凄い話だなあ、と大笑いされ

ました。 

 

  

 

昨年7月、ジョージはNBCテレビのロケで、一か月アジアを巡って帰ってきました。

久々の日曜日のフォアマン教会は沢山の人でした。 

お説教は、「先日、家で嫁さんとボクシングを見てたけど、メイウェザーは時間をうま

く使ってポイントを上げて勝つボクシング。でも人生、時間を配分するのではなくて、一

瞬一瞬の中身のある時間を生きていくことが大切なんだ。」という内容でした。彼の試

合をYOUTUBEで見返すと、確かに、時間が経てばいいというボクシングとは対極でし

た。 

挨拶したら、「I love your country !!  日本ではとても良くしてもらったよ。」と、満面の

笑みでした。 

 

こんな事もありました。昨年の感謝祭の夜、ジョージから、「美しい曲を毎週聴いてる

んだ」と、曲のYOUTUBE のリンクがケータイに送られてきたのです。  

「1000年、世代を超えて人々の心に沁み通っている曲 

（Touches the heart "for a thousand generation")」だと。 

送られたリンクを開いてみると、 

「君が代」でした。 

びっくりしました。 

その後、教会で礼拝の後、大声で独唱して、生の君が代を聴いてもらいました。（彼

も完全にリズムを覚えていて、体を振って乗り乗り）。この曲は、国を愛する歌という意

味での1000年前のLove Songなんだよ、と説明しました。 
Love Song of 

Nationかあ、いい

なあ、I  love it !! 

と言うジョージ・

フォアマンでした。 

その日の礼拝

の聖書の箇所は、

詩篇 第二十三

篇「主は、わたし

の牧者であって、

わたしには乏しい

ことがない。」でし

た。 

今日もジョージ

に感謝です。 

■ 商工会生活・情報委員会主催 「古本市」開催のご案内  

5/7 
(Sat) 

5/22 
(Sun) 

■ 第554回日本商工会・日本人会共催 テキサス会「総領事杯」開催のお知らせ 

  生活・情報委員会が「古本市」を開催することになりました。三水会センター会議室にて午前のみの開催を予定しております。午後9時50分より

整理券を配布する予定です。 

 今回も、日本語を学習している現地校の生徒の皆様にもお役に立てていただき、大変好評な日本語教材（辞書、ひらがなドリル、漢字ドリル、

国語・漢字学習ノート）のコーナーを設ける予定です。三水会センターに専用の箱を用意いたしておりますので、該当するものがありましたら、 

ご寄付をお願いいたします。 

 前回の売り上げ同様に、図書館の子供向けの本の充実に使わせていただきたいと思います。 

開催日時：2016年5月7日（土）10：00～12：00 

開催場所：三水会センター 会議室 

ボランティア募集！ 

 前日及び当日にお手伝いをしていただける方を募集しております。ご希望の方は、ご希望の3日前までに、商工会事務局までご連絡ください。 

前日：5月6日（金）11：00～13：00  当日5月7日（土）9：30～13：00 

連絡先：商工会事務局 Tel：281-493-1512 sansuikai@jbahouston.ong 

第554回テキサス会「総領事杯」を下記日程で開催致しますので、皆様奮ってご参加下さい。商工会、日本人会会員に限らず、日本人コ

ミュニティー関係者の方はどなたでもご参加いただけますので、ご家族、友人、知人、出張者等ゴルフをなさる方の幅広いご参加をお待ちして

おります。ご寄付、賞品のご提供も宜しくお願い申し上げます。 

 

開催日時：2016年5月22日（日） 午前8時30分スタート＜小雨決行＞ 

開催場所：Oakhurst Golf Club （20700 Mills Branch Drive Porter, TX 77365） 

お問い合わせ先： 

 降旗 hideaki.furihata@daikincomfort.com 

 山本 yoshihisa.yamamoto@daikincomfort.com 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  

   テキサスといえば、親子で大統領になったブッシュ一家の本拠地。お

父さんの41代大統領のジョージ・ブッシュさんは、ヒューストンに自宅

を持っています。しかし、ヒューストンには 他にも伝説的な人物が。

ヒューストンで出会った「世界の宝者」をご紹介します。 

～心優しきチャンプ、ジョージ・フォアマン～ 

By こてこての湘南ボーイ    

モハメドﾞアリとの伝説のキンシャサの戦い 

やっぱりチャンピオン、かっこよすぎる！！！！  

ジョージフォアマングリル サンマも簡単  

三人で写真を撮ろうというと 女性が真ん中だよと とても紳士です。 
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＜個人・家庭の節減の取組方法＞ 

  まずは、ご自身がお持ちの医療保険のネットワーク内外の自己

負担率・額等の取扱の違いとネットワーク内の医療機関を確認し

ましょう。その上で、 いかに「医療費の自己負担額を減少させるか」

という視点で、3つのポイントをお伝えします。 

① 状況に応じ、Emergency Room（ER）だけでなくUrgent Care（UC）

を活用する 

 急な病気や発作、怪我等で夜間や休日に病院にかかる際、頼りにな

るのは24時間営業のEmergency Room（ER、救急救命室）です。但し、

ERではより重い症状の患者の治療が優先されるため、緊急度が低いと

判断されると数時間も待たされることがよくあります。また、保険の内容に

もよりますが、一回当たり$150-$250程度の自己負担（ER-Copay等）が必

要です。 

 これに対し、近年Urgent Care（UC）という外来診療機関が増加し注目

されています。UCは、生命の危機に至るような症状（心臓発作、重大な

外傷等）ではないものの、主治医の予約・診療を待てない症状の際、予

約無しで利用できる診療所です。通常週7日営業、営業時間は通常午

前7時～午後9時前後で、ERより待ち時間が短いことが一般的です。費

用も、ご加入の保険プランにもよりますが、通常、自己負担額（ネットワー

ク内UC Co-pay）は約$50程度のことが多いようです。勿論、時間帯と症

状によってERを利用する必要がありますが、ご自宅近くにネットワーク内

のUCがあるかを調べておけば、夜間・休日の急病の際の利便性と医療

費の削減につながります。なお、ヒューストン市内には現在約70件のUC

が営業しています。 

 

② 可能な場合はジェネリック薬品を利用する 

 医師から薬を処方され、薬局で処方箋薬を購入する際、RX-Copayと

呼ばれる薬品費の自己負担が発生します。RX-Copayは、薬の種類に

よって通常自己負担額が3段階に分かれています。 

1. Generic薬（例：Rx-Copay $10） 

2. Preferred Brand薬（例：Rx-Copay $30） 

3. Brand薬（例：Rx-Copay $50） 

 Generic薬は、新薬としての特許が切れたあとに販売される、新薬と同

じ有効成分、同じ効き目で価格の安い薬となります。一方、Brand薬や

Preferred Brand薬は、特許のある新薬となり、研究開発費が薬価に反映

されるため価格も高くなります。RX-Copayについても、通常Generic薬は

安く、Brand薬は高く設定されています。医師から、処方される薬が

Brand薬等の場合、可能であれば同じ成分のGeneric薬で代替出来ない

かをヒアリングしていただくことで、同じ効能の薬を自己負担額少なく購

入出来る可能性があります。 

 特に、慢性の持病をお持ちの方は、薬を1か月分、mail-order方式で購

入されることも多いかと思いますが、mail-orderをなさる際に自己負担す

るCopay（mail-order copay）は、通常のRx-Copayの2倍となります。上記

 医療費・医療保険料の節減に向けて 

  アメリカの国民一人当たりの年間医療関連支出は、他の先進国の

平均と比較して約2.5倍の水準にあります。また、2015年の一世帯(4人

家族)あたりの医療関連費用は年間$24,761となり（医療費の自己負担

額と医療保険料合計の推定総額。出典：コンサルティング会社ミリマ

ン）、前年比+6.3%と、物価上昇率（+2%）を大きく上回る水準で増加し

ており、家計と医療保険を提供する企業の双方に大きな負担となって

います。本稿では、医療の水準をなるべく落とすことなく、個人・企業

それぞれが実践できる医療費節減の取組方法をご紹介いたします。  

の例で言うと、Generic薬ならmail-order copay＄20（＄10×2）、Preferred 

Brandなら＄60（＄30×2）、Brandなら＄100（＄50×2）を毎月支払うこととなり

ます。この場合、BrandとGenericの間では月＄80ドル（$100-$20）の差異が発

生し、毎月積み重なると年間の自己負担額は大きく変わってきます。 

 

③ 無料予防医療サービスを活用する 

 医療保険改革法（オバマケア）により、政府の指定した「予防医療サービス」

については、ご自身の加入されている医療保険のネットワーク内医療機関で

あれば、自己負担無くサービスを受けることができます。成人・子供の予防接

種（ただし対象となる疾病や対象者に制限有り）、各種慢性疾患の予防のため

の検査等が含まれます。具体的な対象項目は以下をご参照ください。 

 成人向け：https://www.healthcare.gov/preventive-care-adults/ 

 子供向け：https://www.healthcare.gov/preventive-care-children/ 

 女性向け：https://www.healthcare.gov/preventive-care-women/ 

 病気に罹患し、治療・入院等が必要となり多額の治療費を支払うよりも、未然

に病気の予防行動を取ることで、中長期的な医療費の削減につながります。 

 

＜企業の節減の取組方法＞ 

① 医療保険料を抑制する 

 企業として支払う医療保険料を抑制するために、最も一般的なのは、「従業

員の自己負担割合を増やす」もしくは「保険の保障内容を落とす」方法です

が、結果的には従業員の負担を増やすことになるため、従業員の方からの抵

抗も大きくなります。ここでは、従業員教育やプラン選択の自在性を増すことで

保険料の抑制につなげる方法をご紹介します。 

 

①-A ネットワーク外の保障を下げ、ネットワーク内の保障を上げる 

 通常のPPO保険プランの場合、ネットワーク内と外でそれぞれ保障水準が設

定されています。一般的な日系企業の場合、従業員の方がネットワーク内医

療機関を利用される頻度（率）は9割前後、ネットワーク外は1割前後というケー

スが多いです。ネットワーク外での治療の場合、ネットワーク内で受けられる医

療費の割引が受けられず、利用する頻度と比較して保障に対する保険料が割

高になる傾向があります。 

 こうした背景から、現在、ネットワーク外での保障を下げ、浮いた財源でネット

ワーク内での保障を充実させ、全体の保険料を抑えるプラン設計が注目され

ています。従業員の方に対して、ネットワーク内医療機関を利用するよう徹底

する必要がありますが、達成できれば有意な保険料の抑制につなげることが

可能です。 

 

①-B 保険プラン選択性の導入 

 現在、保険プランが会社で１プランのみの（選択できない）場合、新たに保障

内容が少ないプラン（Low-Plan）を導入し、複数オプションから従業員が保険

プランを選択できるようにすることで、全体の保険料を抑制できる可能性があり

ます。新たに導入するLow-Planは、保障内容が少ない代わりに、保険料やそ

の中の従業員負担額も少なく設定する必要があります。これにより、健康に自

信があり、年間を通じて保険を使う額が少ないと考える従業員は、保険給付・

保険料の自己負担ともに少ないプランを選択することが可能ですので、最終

的に会社全体の保険料を抑制することが可能です。 

 但し、お使いの保険会社や企業の従業員の規模によって、オプションの数

には制限があります。また、新たにオプションを導入する際には保険料が割増

となるケースもあるため、導入にあたっては保険ブローカーや保険会社へ相

談されることをお勧めいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 医療保険“給付”を抑える取組 

②-A ウェルネス・プログラムの導入 

 各医療保険会社は、従業員の健康増進と適切な保険給付を目的としたウェ

ルネス・プログラムと呼ばれるサービスを提供しています。 

 ・健康な方を中心とした疾病の予防サービス“Wellness Service” 

 ・疾病の可能性のある方を中心に、看護師等が生活習慣の改善等を指導

する“Disease Management” 

 ・すでに重篤な疾病を持つ患者の給付について医療機関と話し合い適正

化を行う“Care Management” 

保険会社によってサービスの内容が異なりますので、導入にあたっては保険

ブローカーもしくは保険会社までお問い合わせください。 

  

②-B 職場環境の整備 

 職場の環境を整えることにより、従業員の肥満や肥満に関連する

生活主観病のリスクをおさえることも可能です。具体的には、自動

販売機をSugar-Freeの飲み物だけにする、健康増進のための社内イベ

ント等が一般的です（一定期間のウォーキングの歩数を競うコンテ

ストを行い、上位者には商品をプレゼント、等）。こうした工夫や

イベントは、小さな一歩ではありますが、毎年続けて行うことで各

従業員の方々の健康増進につながり、保険給付の抑制による保険料

支出の低下だけでなく、貴重な人材のリテンションにもつながり、

中長期的に一定のコスト削減効果を生むと考えられています。 

   2015年9月号「アメリカ医療保険制度の概要」に続いて、日本生命の北村様からご寄稿いただきました。 

医療費については、各社特有の制度がある場合もありますので、個別のケースについては、各社担当者ともご相談をお願いします。（編集部）  

（データ：ヒューストン市警察 http://mycity.houstontx.gov/crime/） 

 

FBIより発表されている2014年統計によると、テキサス，オクラホマ両州においては、

殺人、傷害、強姦、強盗、自動車盗等の犯罪の発生率が全米平均と同程度もしくはそ

れ以上となっており、その中でも都市部の犯罪発生率は概して高く、ヒューストンも例

外ではありません。ヒューストン市警察が発表している犯罪統計によれば、2015年の犯

罪集計数は約17万件で、前年と比べると、ほぼ全ての犯罪が増加しており、合計で前

年比約135%の増加となっています。ヒューストン市警によれば、治安状況に顕著な変

化は見られないとのことですが、日本と比較しても犯罪発生率は遥かに高く、日頃の

生活にも十分な注意が必要です。  

  テキサス州では州法において、他州と比べても広範な銃器等の使用が認められ

ています。自身の財産の保護だけでなく、強姦、放火、不法侵入、強盗、夜間の窃

盗、夜間の器物破壊等にも殺傷武器の使用による防護が認められており、銃器使用

に係わる事件が多発しています。例えば、BellaireやBlalock Road等在留邦人の

方々が比較的よく行く地域でも銃による事件が発生しています。これらの中には、パ
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動車荒しが非常に多く、不在時だけでなく、給油中に反対側のドアから車内のカバ
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て、①危ない場所・時間帯を避ける ②周囲の不審者・不審物に注意を払う ③万が

一に備えることを心がけてください。 

 また、ヒューストン市警察ホームページ内の各警察署案内(http://

www.houstontx.gov/police/substations)を確認し、お住まいの最寄りの警察署の連絡
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テキサス州・オクラホマ州に来られた皆様は在留届も忘れずにご提出ください。

(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/) また、いざという時の安全情報を含め総領

事館からお知らせメールを配信しています。電子メールアドレスは総領事館ホーム

ページからご登録いただけますのでご利用ください。 

 当地での生活に慣れてくると、つい「大して危険じゃないな」と思いがちになってし

まいますが、それが危ない領域に足を踏み入れる瞬間です。安全な毎日を過ごすた

めにも、日頃から防犯に対し十分留意するようにしましょう。 

 

  2013 2014 2015 対前年比(%) 

殺人 241 243 374 153.9 

強姦 618 812 1,217 149.87 

強盗 9,891 10,188 10,157 99.69 

傷害 10,270 10,784 13,546 125.61 

住居等侵入盗 23,733 21,632 23,101 106.79 

非侵入盗 73,591 68,135 102,155 149.93 

自動車盗 13,595 14,455 19,420 134.34 

合計 131,912 126,249 169,975 134.63 
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＜個人・家庭の節減の取組方法＞ 

  まずは、ご自身がお持ちの医療保険のネットワーク内外の自己

負担率・額等の取扱の違いとネットワーク内の医療機関を確認し

ましょう。その上で、 いかに「医療費の自己負担額を減少させるか」

という視点で、3つのポイントをお伝えします。 

① 状況に応じ、Emergency Room（ER）だけでなくUrgent Care（UC）

を活用する 

 急な病気や発作、怪我等で夜間や休日に病院にかかる際、頼りにな

るのは24時間営業のEmergency Room（ER、救急救命室）です。但し、

ERではより重い症状の患者の治療が優先されるため、緊急度が低いと

判断されると数時間も待たされることがよくあります。また、保険の内容に

もよりますが、一回当たり$150-$250程度の自己負担（ER-Copay等）が必

要です。 

 これに対し、近年Urgent Care（UC）という外来診療機関が増加し注目

されています。UCは、生命の危機に至るような症状（心臓発作、重大な

外傷等）ではないものの、主治医の予約・診療を待てない症状の際、予

約無しで利用できる診療所です。通常週7日営業、営業時間は通常午

前7時～午後9時前後で、ERより待ち時間が短いことが一般的です。費

用も、ご加入の保険プランにもよりますが、通常、自己負担額（ネットワー

ク内UC Co-pay）は約$50程度のことが多いようです。勿論、時間帯と症

状によってERを利用する必要がありますが、ご自宅近くにネットワーク内

のUCがあるかを調べておけば、夜間・休日の急病の際の利便性と医療

費の削減につながります。なお、ヒューストン市内には現在約70件のUC

が営業しています。 

 

② 可能な場合はジェネリック薬品を利用する 

 医師から薬を処方され、薬局で処方箋薬を購入する際、RX-Copayと

呼ばれる薬品費の自己負担が発生します。RX-Copayは、薬の種類に

よって通常自己負担額が3段階に分かれています。 

1. Generic薬（例：Rx-Copay $10） 

2. Preferred Brand薬（例：Rx-Copay $30） 

3. Brand薬（例：Rx-Copay $50） 

 Generic薬は、新薬としての特許が切れたあとに販売される、新薬と同

じ有効成分、同じ効き目で価格の安い薬となります。一方、Brand薬や

Preferred Brand薬は、特許のある新薬となり、研究開発費が薬価に反映

されるため価格も高くなります。RX-Copayについても、通常Generic薬は

安く、Brand薬は高く設定されています。医師から、処方される薬が

Brand薬等の場合、可能であれば同じ成分のGeneric薬で代替出来ない

かをヒアリングしていただくことで、同じ効能の薬を自己負担額少なく購

入出来る可能性があります。 

 特に、慢性の持病をお持ちの方は、薬を1か月分、mail-order方式で購

入されることも多いかと思いますが、mail-orderをなさる際に自己負担す

るCopay（mail-order copay）は、通常のRx-Copayの2倍となります。上記

 医療費・医療保険料の節減に向けて 

  アメリカの国民一人当たりの年間医療関連支出は、他の先進国の

平均と比較して約2.5倍の水準にあります。また、2015年の一世帯(4人

家族)あたりの医療関連費用は年間$24,761となり（医療費の自己負担

額と医療保険料合計の推定総額。出典：コンサルティング会社ミリマ

ン）、前年比+6.3%と、物価上昇率（+2%）を大きく上回る水準で増加し

ており、家計と医療保険を提供する企業の双方に大きな負担となって

います。本稿では、医療の水準をなるべく落とすことなく、個人・企業

それぞれが実践できる医療費節減の取組方法をご紹介いたします。  

の例で言うと、Generic薬ならmail-order copay＄20（＄10×2）、Preferred 

Brandなら＄60（＄30×2）、Brandなら＄100（＄50×2）を毎月支払うこととなり

ます。この場合、BrandとGenericの間では月＄80ドル（$100-$20）の差異が発

生し、毎月積み重なると年間の自己負担額は大きく変わってきます。 

 

③ 無料予防医療サービスを活用する 

 医療保険改革法（オバマケア）により、政府の指定した「予防医療サービス」
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 成人向け：https://www.healthcare.gov/preventive-care-adults/ 

 子供向け：https://www.healthcare.gov/preventive-care-children/ 

 女性向け：https://www.healthcare.gov/preventive-care-women/ 

 病気に罹患し、治療・入院等が必要となり多額の治療費を支払うよりも、未然

に病気の予防行動を取ることで、中長期的な医療費の削減につながります。 
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年比約135%の増加となっています。ヒューストン市警によれば、治安状況に顕著な変

化は見られないとのことですが、日本と比較しても犯罪発生率は遥かに高く、日頃の

生活にも十分な注意が必要です。  

  テキサス州では州法において、他州と比べても広範な銃器等の使用が認められ

ています。自身の財産の保護だけでなく、強姦、放火、不法侵入、強盗、夜間の窃

盗、夜間の器物破壊等にも殺傷武器の使用による防護が認められており、銃器使用

に係わる事件が多発しています。例えば、BellaireやBlalock Road等在留邦人の

方々が比較的よく行く地域でも銃による事件が発生しています。これらの中には、パ

ンクしたタイヤの交換中に銃撃される事件も含まれています。また、ヒューストンは自

動車荒しが非常に多く、不在時だけでなく、給油中に反対側のドアから車内のカバ

ン等を盗まれるケースも散見されます。 

 こうした犯罪を未然に防ぐためには、日頃から「自分と家族の安全は自分たちで守

る」との防犯に対する基本的な心構えを持つことが肝要です。基本的には、「目立た

ない」、「行動のパターン化を避ける（行動を予知されない）」、「用心を怠らない」こと

を心がけてください。また、家では鍵をしっかりかける、近隣住民とのコミュニケーショ

ンを取るということも重要です。車を離れる際には、短時間でもきちんと鍵をかける、

財布、パスポート、その他貴重品を車内に残さない、外から見える場所に物を置かな

いようご注意ください。 

 また、昨今のISILに賛同しているとみられる者による世界各地でのテロの多発等を

踏まえれば、在留邦人の方々がテロを含む様々な事件に巻き込まれる危険がないと

は言えません。すでに総領事館と商工会は安全対策の強化に向けた情報交換を

行っていますが、テロ事件に巻き込まれないために上記の基本的な心構えに加え

て、①危ない場所・時間帯を避ける ②周囲の不審者・不審物に注意を払う ③万が

一に備えることを心がけてください。 

 また、ヒューストン市警察ホームページ内の各警察署案内(http://

www.houstontx.gov/police/substations)を確認し、お住まいの最寄りの警察署の連絡

先を把握しておくと、いざという時に役立ちます。緊急時には９１１（警察・救急・消

防）に連絡をすればよいですが、緊急とはいえないものの何か不安なことがあった場

合や、警察に対して助言を求めたい場合には、各管轄警察に連絡をした方がスムー

ズな対応が期待できます。 

 これらの留意点から自然災害への対応まで様々な基礎情報について、在ヒュース

トン日本国総領事館は「安全の手引き」をホームページ（http://www.houston.us.emb-

japan.go.jp）に掲載していますので早い段階でご一読・ご参照ください。また、新しく

テキサス州・オクラホマ州に来られた皆様は在留届も忘れずにご提出ください。

(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/) また、いざという時の安全情報を含め総領

事館からお知らせメールを配信しています。電子メールアドレスは総領事館ホーム

ページからご登録いただけますのでご利用ください。 

 当地での生活に慣れてくると、つい「大して危険じゃないな」と思いがちになってし

まいますが、それが危ない領域に足を踏み入れる瞬間です。安全な毎日を過ごすた

めにも、日頃から防犯に対し十分留意するようにしましょう。 

 

  2013 2014 2015 対前年比(%) 

殺人 241 243 374 153.9 

強姦 618 812 1,217 149.87 

強盗 9,891 10,188 10,157 99.69 

傷害 10,270 10,784 13,546 125.61 

住居等侵入盗 23,733 21,632 23,101 106.79 

非侵入盗 73,591 68,135 102,155 149.93 

自動車盗 13,595 14,455 19,420 134.34 

合計 131,912 126,249 169,975 134.63 
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 ヒューストン日本語補習校の山崎弘光校長は、任期満了により2016年3月中にご帰国されることとなりました。山崎校長の2年間の

ご尽力に心より御礼申し上げますと共に、4月より始まります新体制に対する商工会会員・補習校生徒保護者の皆様の倍旧のご支援

をお願いいたします。 

退任のご挨拶 

山 崎  弘 光 

 アメリカのからてきょうしつ一二三 

               日本ご聞けてうれしいオッス！  

              （小2年 仙石快斗君） 

  

 現小学3年生の快斗君の2年生の時の作品で

す。 

 子どもたちの状況をつぶさに物語っている短

歌だと思います。「オッス！オッス！」と声を合わ

せ、張り切って空手の稽古に励んでいる姿が目

に浮かんできます。英語で過ごす学校生活に

少し疲れたとき、日本語を聞けてほっとし、弾む

ような心持ちになってみんなとの時間を過ごし

ている、そんな子どもらしい素直な感性が伝

わってきます。 

 週1回の日本語補習校。おそらく幼稚園児か

ら高校生までのほとんどの子が補習校に通っ

て、この心持ちと同じようなことを感じていたの

ではないでしょうか。 

 今年度初めて実施した英語検定の状況から、

子どもたちはかなり英語の環境にひたり、それ

を自分のものとし、そして、学びを深めようとして

いることがわかりました。その中での補習校で

す。あたりまえのような補習校での日本の学校

生活も、なにか懐かしささえ感じながら勉強をし

ているかもしれない、そんなことも感じました。 

 年代が上がるにしたがって、そのような思い

は強くなるかもしれません。現地校の学習や習

い事とこの補習校との両立。どちらも大切にし

てきたはずが、ミドルスクールに上がると両立は

ますます厳しいものになるようです。それでも、

本校の中高校生たちも、笑顔を絶やさずこの

補習校での学びの場にいます。ほっとする空

間であったなら、そのまま現地校での生活の意

欲に結び付くはずです。 

  私の場合、結局、日本人社会の中での生活

がほとんどになっていましたので、子どもたちが

感じる現地校での学びの刺激や多文化共生、

異文化交流の実感を得たわけではありません

でした。しかしながら、このアメリカの地でたくま

しく成長している子どもたちから、世界に羽ば

たいていくその未来といったことを感じたもので

した。そして、それと共に日本を外から眺め、見

つめ直す機会も得たように思います。 

  ヒューストン日本語補習校は、この２年間で

およそ100名の園児・児童・生徒数の増加があ

りました。小学部低学年を筆頭に、どの年代も

増加しました。ヒューストンの日本人社会も拡大

の一途をたどっているようであり、児童生徒数も

このまま増えていくことが予想されます。商工

会、運営委員会、PTA、日本人会、皆様の変わ

らぬご支援、ご協力を賜りながら、補習校の教

育環境を盤石なものに整え、子どもたちの学び

の場をますます充実させていっていただけれ

ばと思います。 

  2年間の皆様方からのご支援に深く感謝申し

上げ、ヒューストン日本語補習校のますますの

発展を祈念致しまして、退任のご挨拶と致しま

す。ありがとうございました。 

  ジョージ・エドワード・フォアマン（George Edward Foreman）といえば、プロボク

シング界の伝説のTwo Times世界ヘビー級チャンピオンです。1949年1月10日

生まれで、御年67歳。テキサス州マーシャル出身で、現在は、ヒューストンにある

THE CHURCH OF THE LORD JESUS CHRISTというキリスト教会の牧師さんで

す。 

   ジョージ・フォアマンの教会があると聴いて、2年半前、初めて行きました。とっ

てもいい教会。ジョージとも話が出来ました。  

初めての会話。 

H「ヒューストンに住んでます。」 

G「おーそうか。住んでるのか。」 

H「この教会大好きです。また 来ます。」 

G「待ってるよ。また来てくれ。名前は？」 

H「Hです。カルロスと呼んでください。」 

    G「OK カルロス!!」 

 実物の伝説がこんな近くにいるなんて! ヒューストン最高です。 

 

ジョージは、1968年、メキシコオリンピックに出場し、ボクシングヘビー級で金メ

ダルを獲得。翌年プロデビューし、この年13連勝（11KO）、翌年12連勝（11KO）。

そして1973年にジョー・フレージャーを2ラウンドKOで倒し、瞬く間に世界ヘビー

級のチャンピオンになりました。 

ホセ･ローマン相手に東京で行われた初防衛戦を、リアルタイムでご覧になっ

た方もいらっしゃるかもしれません。この試合は、第1ラウンド瞬殺。「象をも倒す」

と、当時の新聞に書き立てられました。 

1974年、モハメドﾞアリとの伝説のキンシャサの戦い。アリは、殺されてしまうので

はないかと、ほんとビクビクで見てました。 

結果は、ジョー

ジのまさかのKO

負け。アリにとっ

てこの試合は、

「キンシャサの奇

跡」と呼ばれ、ア

リはその後10度タ

イトルを防衛。一

方ジョージにとっ

ては、これがなん

と41戦目でのキャ

リア初黒星でし

た。そして、1977年引退後、

ジョージは宣教師になるのです。 

 

7人も子どものいる貧しい家庭に育ったジョージは、かつて手のつけられない

非行少年で、食べるために連日恐喝をくり返すような生活を送っていたそうです。

そんな彼は当時の大統領リンドン・ジョンソンが貧民救済策として設けた職業部

隊に入ったことがきっかけで人生が好転。1967年 ボクシングを始めました。そし

て、1年でオリンピックの金メダルを取ったのです。プロでも華々しく活躍した

ジョージでしたが、引退後は、自分と同じような境遇の子ども達を助ける道を選ん

だのです。 

ジョージは、教会での活動を継続的に行いながら、ボクシングで稼いだお金で

ユースセンター（厚生施設）を作りました。そんな温かい心を持った人です。 

ところが、なんと1987年に、10年ぶり45歳にして現役復帰。そして、なんとなん

と、1994年には、WBA世界ヘビー級とIBF世界ヘビー級チャンピオンに返り咲

き、20年ぶりに最年長世界ヘビー級王者となったのです。この試合は、全米、い

や、全世界に興奮と感動を与え、アナウンサーが叫んだ“IT HAPPENED!”という

言葉は、みんなの気持ちを表しています。そして、1997年に引退し、今に至って

います。 

 

ところで、ジョージはこちらの若い人たちには、元世界ヘビー級チャンピオンで

はなくて、「フォアマンバーベキューのおっちゃん」として知られています。こちら

では超有名な「ジョージフォアマングリル」。電気を入れると、すぐに準備OK。プ

レートが斜めになっていて、油が落ちるので健康的。 

試しに、一番小さいのをウォルマートで買って

みました。19.4ドル。確かに便利。アメリカには手

軽なガス台がないので、フライパンで焼くのは面

倒くさかったサンマが、簡単にすぐ焼けました。  

関西人は全員、家にタコ焼き器を持ってるよう

に、こちらの家庭、学校で、とても普及していま

す。 

 

 

ジョージは大変忙しい人です。先

日も、アリと一緒に式典に招かれてい

ました。彼がいない時は、教会もお休

みになります。何度か夜の礼拝に行っ

ても、教会は真っ暗で閉まっている事

がありました。一度、「今来たのに、教

会閉まってるよ」とメールしたら、すぐ

にジョージから、「ごめん、知ってると

思ってた」と返事あり。この話をアメリカ

人の友達にしたら、あのジョージ・フォ

アマンに “ごめん”と言わせたのか!!

それは物凄い話だなあ、と大笑いされ

ました。 

 

  

 

昨年7月、ジョージはNBCテレビのロケで、一か月アジアを巡って帰ってきました。

久々の日曜日のフォアマン教会は沢山の人でした。 

お説教は、「先日、家で嫁さんとボクシングを見てたけど、メイウェザーは時間をうま

く使ってポイントを上げて勝つボクシング。でも人生、時間を配分するのではなくて、一

瞬一瞬の中身のある時間を生きていくことが大切なんだ。」という内容でした。彼の試

合をYOUTUBEで見返すと、確かに、時間が経てばいいというボクシングとは対極でし

た。 

挨拶したら、「I love your country !!  日本ではとても良くしてもらったよ。」と、満面の

笑みでした。 

 

こんな事もありました。昨年の感謝祭の夜、ジョージから、「美しい曲を毎週聴いてる

んだ」と、曲のYOUTUBE のリンクがケータイに送られてきたのです。  

「1000年、世代を超えて人々の心に沁み通っている曲 

（Touches the heart "for a thousand generation")」だと。 

送られたリンクを開いてみると、 

「君が代」でした。 

びっくりしました。 

その後、教会で礼拝の後、大声で独唱して、生の君が代を聴いてもらいました。（彼

も完全にリズムを覚えていて、体を振って乗り乗り）。この曲は、国を愛する歌という意

味での1000年前のLove Songなんだよ、と説明しました。 
Love Song of 

Nationかあ、いい

なあ、I  love it !! 

と言うジョージ・

フォアマンでした。 

その日の礼拝

の聖書の箇所は、

詩篇 第二十三

篇「主は、わたし

の牧者であって、

わたしには乏しい

ことがない。」でし

た。 

今日もジョージ

に感謝です。 

■ 商工会生活・情報委員会主催 「古本市」開催のご案内  

5/7 
(Sat) 

5/22 
(Sun) 

■ 第554回日本商工会・日本人会共催 テキサス会「総領事杯」開催のお知らせ 

  生活・情報委員会が「古本市」を開催することになりました。三水会センター会議室にて午前のみの開催を予定しております。午後9時50分より

整理券を配布する予定です。 

 今回も、日本語を学習している現地校の生徒の皆様にもお役に立てていただき、大変好評な日本語教材（辞書、ひらがなドリル、漢字ドリル、

国語・漢字学習ノート）のコーナーを設ける予定です。三水会センターに専用の箱を用意いたしておりますので、該当するものがありましたら、 

ご寄付をお願いいたします。 

 前回の売り上げ同様に、図書館の子供向けの本の充実に使わせていただきたいと思います。 

開催日時：2016年5月7日（土）10：00～12：00 

開催場所：三水会センター 会議室 

ボランティア募集！ 

 前日及び当日にお手伝いをしていただける方を募集しております。ご希望の方は、ご希望の3日前までに、商工会事務局までご連絡ください。 

前日：5月6日（金）11：00～13：00  当日5月7日（土）9：30～13：00 

連絡先：商工会事務局 Tel：281-493-1512 sansuikai@jbahouston.ong 

第554回テキサス会「総領事杯」を下記日程で開催致しますので、皆様奮ってご参加下さい。商工会、日本人会会員に限らず、日本人コ

ミュニティー関係者の方はどなたでもご参加いただけますので、ご家族、友人、知人、出張者等ゴルフをなさる方の幅広いご参加をお待ちして

おります。ご寄付、賞品のご提供も宜しくお願い申し上げます。 

 

開催日時：2016年5月22日（日） 午前8時30分スタート＜小雨決行＞ 

開催場所：Oakhurst Golf Club （20700 Mills Branch Drive Porter, TX 77365） 

お問い合わせ先： 

 降旗 hideaki.furihata@daikincomfort.com 

 山本 yoshihisa.yamamoto@daikincomfort.com 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  

   テキサスといえば、親子で大統領になったブッシュ一家の本拠地。お

父さんの41代大統領のジョージ・ブッシュさんは、ヒューストンに自宅

を持っています。しかし、ヒューストンには 他にも伝説的な人物が。

ヒューストンで出会った「世界の宝者」をご紹介します。 

～心優しきチャンプ、ジョージ・フォアマン～ 

By こてこての湘南ボーイ    

モハメドﾞアリとの伝説のキンシャサの戦い 

やっぱりチャンピオン、かっこよすぎる！！！！  

ジョージフォアマングリル サンマも簡単  

三人で写真を撮ろうというと 女性が真ん中だよと とても紳士です。 



 ピーカンキッズ今後の開催予定 

 

＜あそぼーかい＞ 

4月1日（金） 10時30分～ 

4月9日（土） 9時30分～ 

5月13日（金） 10時30分～ 

5月14日（土） 9時30分～ 

6月7月8月はお休み 

 最新情報は、三水会センター内、日本語補習校

内のポスタ―、またはコミュニティーサイトのヒュー

ストンなび＜hounavi.us＞でご確認いただけます。 

＜読み聞かせの会＞ 

4月16日（土） 

 9時30分～ 三歳以上を対象とした絵本 

10時～      三歳未満を対象とした絵本 

5月7日（土）  

 9時30分～ 赤ちゃんから就学前ぐらいの 

                  お子さんを対象とした絵本 

6月7月8月はお休み 

 最新情報は、三水会センター内、日本語補習校

内、日本食品店「大道」内のポスター、またはコミュ

ニティーサイトのヒューストンなび＜hounavi.us＞で

ご確認いただけます。 

 

＊変更がある場合もございます。上記の各最新情

報をご確認ください。 

＊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  
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「ぴょーん」  

作・絵：まつおかたつひで 

「かえるが・・・ぴょーん」「こねこ

が・・・ぴょーん」ページをめくると

次々にいろんな動物がジャンプし

ます。くりかえしが楽しい絵本。 

＜38cm×38cm ＞ 

 

 

 

「ぐりとぐら」  

作：なかがわりえこ   

絵：おおむらゆりこ 

のねずみのぐりとぐらは森で大

きな卵を見つけました。大きな

卵からは、大きなカステラがで

きました。 

子どもたちに圧倒的人気の絵

本。大きなカステラは見ている

だけでもお腹がすいてしまいま

す。＜36 cm ×50cm＞ 

 

 

「だるまさんが」 

作•絵 かがくいひろし 

「だ・る・ま・さ・ん・が」 

左右にうごくだるまさん。 

ゆらゆら子供達にもだる

まさんの真似をして貰っ

ています。 

だるまさんがプシュー。 

子供達もプシュー。子供

達の表現力に脱帽です。 

＜37.5 cm ×37.5cm＞ 

 今回は「読み聞かせの会」で人気の大型絵本を紹介致

します。大型絵本とはその名の通り、とっても大きい絵本

です。主にベストセラーの絵本が大型化されており、現在

三水会センター図書館には9冊あります。三水会センター

図書館にある一番大きな大型絵本を開いてみたら、なん

と116 cmもありました。 大きすぎるので読み手が一人、

絵本を持つ人が二人必要です。いつも家で読んでいる

大好きな絵本が、大きくなって登場したときの子供達の目

の輝きったら。迫力も満点で絵本の世界にグイグイと引き

込まれ、子供達の集中力も急上昇し一体感が生まれま

す。読み終わった後の満足気な表情も素敵です。大型絵

本は残念ながら貸し出し対象にはなっていないので、読

み聞かせの会にしか登場しません。お子様と一緒に絵本

を楽しめる読み聞かせの会に是非足をお運び下さい。 

 

「はらぺこあおむし」 作・絵：エリック＝カール 

ロング・ベストセラー「はらぺこあおむし」の25周年を記念

して出版された、巨大穴あき絵本。大型化で絵の迫力も

ぐんと増しました。色も鮮やかで、めくると子供達の歓声

があがります。＜42cm×58cm ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐妻のヒューストン日記 

第138回 柳本 真紀 さん 

「いってきまーす。」成田空港まで見送りに来

てくれた祖父母やいとこ達に、まるで旅行にでも

行くかのような気軽さで別れを告げた当時2歳の

無邪気な長女と、妊娠6ヶ月の私。主人と結婚し

て初めての転勤先がヒューストンと聞いた時は大

変驚いたが、その不安と同じくらいの大きな期待

を胸に、5年前、私達家族はヒューストンにやっ

てきた。「子供はすぐ新しい環境に慣れるもの」

そんな話を耳にしていた私はきっと楽観的過ぎ

たのだろう。ヒューストン生活に適応できるように

なるまでの長女の激しい抵抗に、その後長く悩

まされることになった。 

出産を控えていた私は、まずはと運転免許を

取得。そして、急ぎ長女の幼稚園を探した。初め

ての幼稚園！大好きないとこから譲り受けたプリ

ンセスのリュックサックを背に、張り切る長女の姿

が印象に残っている。通い始めて3ヶ月間、長女

は毎日別れ際に泣いた。慣れるまで仕方がな

い、そう思っていた。ところが、半年経っても長女

が幼稚園に馴染む様子は全くなかった。朝、長

女と別れた後、幼稚園の受付事務所に設置され

たモニターで、教室で一人ポツンと何もせず、た

だ立ち尽くす長女の姿を見るのがつらかった。

二女の出産も幼い長女には大きな試練だったと

思う。幼稚園で頑張ってきた長女は、家に入ると

すぐ、訳もわからず泣き続けることが多かった。

そんな長女をなだめながら、私は途方に暮れ

た。 

そんな私を支えてくれたのは、眠る時間を

削っても私につきあってくれた主人と、近所の温

かい友人親子達だった。ヒューストンに来た時期

のそう変わらない友人達との会話に、子供を新し

い環境に慣れさせることに苦労しているのは自分

だけではないのだと心が安らいだ。遊んでいても

愚図りだしてしまうことの多かった長女にも懲りず

に、よく一緒に遊んでくれた。結局、長女を安心し

て学校に送り出せるようになるまでには、2年以上

の月日を要した。そんな彼女も、今では学校が大

好き。現地校の友達ともプレイデートを楽しむまで

に成長している。 

つい長女の話ばかりになってしまったが、二女

についても少し。ヒューストンで生まれた二女は、

幼いころからあまり手のかからない子供だった。1

歳10カ月で通い始めた幼稚園でも、2日目から全

く泣かなかった。おかげで、私は長女に手を焼き

ながらも、何とか毎日をやり過ごすことができた。と

ころが、長女がすっかり落ち着いた近年になっ

て、今度は自分の番とばかりに、学校に行きたくな

いと愚図り始めた。乳幼児にも親の手が足りない

時には遠慮するというようなことがあるのだろう

か？これまでよく待っていてくれたと褒めてあげた

い。今は二女についての心配事の方が多いが、

幼い頃あまり手をかけてやれなかった二女への懺

悔の気持ちを込めて、今こそ存分に本領を発揮し

て欲しいようにも思う。そんな二女のことを、同じ

学校に通う長女は、学校で会う度よく世話してい

るらしい。「お姉ちゃんも小さい頃は学校が嫌

だったけれど、楽しいこともいっぱいあるよ。」な

どと先輩ぶる長女に、私は「お姉ちゃんの嫌がり

方はそんなものじゃなかったよ。」と言いたくなる

のをぐっと堪え、長女と二人、二女を元気づけて

いる。 

そして最後に、私。もともと家にいるよりも外に

出ることが好きな私は、娘達が毎日学校に行くよ

うになると、待ってましたとばかりに、ESLやテニ

ス、習い事を楽しむようになった。近所の友人達

とは家族ぐるみでつきあうことができ、年中行事

であるバーベキューやアメリカならではの季節毎

のパーティー等、忘れられない思い出をつくるこ

とができた。また、家族旅行ではアメリカの大自

然を満喫し、日本からはなかなか足を延ばしにく

い中米などを訪れることもできた。それもこれ

も、日本を離れ、ヒューストンに住んだか

らこその貴重な経験ばかりである。たくさ

んの素晴らしい出会いに心から感謝してい

る。 

ヒューストンに来た当時、帰国されるある友人

にお世話になったことのお礼を言うと、自分もこ

れまで周囲の方々に良くしてもらってきた。その

気持ちは、これから新しく来られる方々に向けて

返していって欲しい、と言われた。私は少しでも

彼女へ恩返しできているのだろうか？甚だ疑問

ではあるが、このバトンのように続いてきたであろ

うお礼の気持ちをできる限り大切にしていきたい

と思う。 

読み聞かせの会 

新特命理事紹介 
ヒューストン日本商工会  

【職務内容】 

  対外交流担当の職務としては、毎年定期的に宇宙セミ

ナーの開催、補習校での理科授業（水ロケットの製作と

打上げ実験）の支援、ロケット打上げイベントのパブリッ

クビューイングの実施等をしています。また、昨年11月に

当地で開催された六者交流会では、参加の方々向け

に、スペースセンターヒューストンからのトラムツアーを利

用したNASAジョンソン宇宙センターの施設案内、並び

に若田光一宇宙飛行士による講演を行いました。  

【抱負】 

  今後も、ヒューストンの産業の特徴の一つである宇宙開

発をお題目に利用しながら、個々のイベントに工夫も凝

らしつつ、商工会活動や日米交流の盛り上げ、児童生

徒らの科学技術への興味喚起などの応援に努めたいと

考えています。イベント内容に関してご意見ご要望等あ

りましたらご連絡下さい。  

【自己紹介】 

  私事になりますが昨年10月の着任以来、約5ヶ月が経

ちました。今回の赴任は二回目で、前回は2003年から

2007年までの約4年間、当地におりましたが、都市の外

見的な規模もさることながら、日米間の経済や文化、人

的交流の関係もこの10年間にますます拡大発展してい

ると感じています。と云いつつ、正直なところヒューストン

の歴史などに関しては不勉強なので、これからしっかり

学びたいと思います。皆様よろしくお願い致します。  

 藤井 一彦  

特命理事 

（ジャパンフェスティバル）
Kaneka Americas Hold-
ing INC., Kaneka North 
America LLC 

 

久留 靖史 

 

特命理事 

(対外交流) 

国立研究開発法人 

宇宙航空研究開発機構

（JAXA） 

 

加藤 眞人 

特命理事 

(他団体対応・日本庭園) 
JGC Energy Development 
(USA) Inc. 

 

【職務内容】 

 ジャパンフェスティバルの主幹事として、スポン

サー、ボランティアの募集や当日のキッズ縁日の

運営などを担当します。  

【抱負】 

 キッズ縁日を通して、ヒューストン市民の皆様に

日本にはコンピューターゲーム以外に伝統的なア

ナログゲームがある事を理解してもらうと同時に家

族で和気藹々と過ごしてもらえる場を提供出来れ

ばと思っています。このイベントは商工会員の皆様

のボランティア精神に支えられており、日本文化を

広めて頂く事にご協力を是非お願い申し上げま

す。又、幹事として会員の皆様の親睦をこの活動

を通して深める事に貢献出来ればと思っていま

す。 

【自己紹介】 

 ヒューストン駐在が二度目で通算17年間、下手

な横付きでゴルフを続けています。道具・スイング

を色々変えて開眼したと思った矢先に翌週には消

えてしまう、何か幻を追い求めるような気持ちで楽

しんでいます。プロスポーツ観戦も好きでなかなか

優勝出来ないヒューストンのアンダードッグチーム

を応援しています。最近は息子が参加している器

械体操の試合観戦も加わり、週末は忙しく過ごし

ています。 

【職務内容】 

  他団体対応・日本庭園担当 

【抱負】 

  日本庭園は日米両文化の交流・両国民の友情の

シンボルとして1992年5月に開園されました。その

後、管理運営に日本人が直接関与しなかった時期

があり、日本庭園としての特色が薄れるという危機に

見舞われましたが、2006年以降、ヒューストン日本商

工会、日本人会、日米協会、日系アメリカ人連盟な

ど4団体が協力して本来の日本庭園を復活させるべ

く様々な改修作業を行ってきています。2017年には

開園25周年を迎えます。それに呼応させて、庭園を

より充実したものにしようと枯山水およびFannin 

Street側への第2ゲート（冠木門）などを新設する大規

模な工事が現在進んでいます。工事費用200万ドル

の半分はヒューストン市の予算で手当てされますが、

残り100万ドルは民間の寄付で賄う予定です。これま

で商工会、日米の企業、財団および個人の皆様から

計50万ドルの寄付を賜っていますが、更なるご支援

の下に25周年記念事業の成功を目指したく、それに

少しでも寄与できればと願っております。交通の要衝

ヒューストンにあって、日本庭園が日米文化交流のシ

ンボルとして広く定着するよう微力ながら努力する所

存ですので、よろしくお願いいたします。  

【自己紹介】 

   36年前に初めてヒューストンと関わり、それ以降何

度も縁が切れたと思うとまた引き戻されるという因縁

の様な関係があります。気儘に好きな山歩きを楽し

めないという不満はあるものの、これまでに暮らした

勤務地の中では2番目に好きな街です。 

■ ジャパンフェスティバルのお知らせ  

4/16 

   17 
(Sat & Sun) 

5/15 
(Sun) 

■ 商工会・日本人会共催ピクニック 

  今年も、Jones Creek Ranch Parkでピクニックが開催されます。  

 会場にはバレーボールやバスケットボールコートがあり、大人も子供も楽しめる各種アクティビティ

をご用意しております。さらに昨年同様、ゲームコーナーやインフレイタブル、ペッティングズーなど

のアトラクションもご用意する予定です。また、パビリオンや木陰でピクニックテーブルを囲んでの

BBQをゆっくり楽しんでいただけます。 

 参加申込みなどの詳細は3月下旬以降にご連絡します。  

 開催月日：2016年5月15日（日）＜雨天決行＞  

 開催場所：Jones Creek Ranch Park （7714 FM 359 Richmond, TX 77406-7724） 

  第23回Japan Festivalは“Celebrating Friendship”をテーマとして、 

4月16日（土）11:00-20:00、4月17日（日）11:00-17:00にHermann Parkで 

開催予定です。Japan Festivalは、毎年2万人以上の来場者を迎える 

ヒューストンでも有数の大イベントです。ヒューストン日本商工会は、本年も

「キッズ縁日」の運営を担当します。毎年商工会の会員、ご家族の皆様に

はボランティアとしてご参加いただき、大活躍いただいております。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。 

   特命理事（安全危機管理）堀田宏樹氏（Marubeni America Corporation）は、本年3月中に帰国予定です。これまでのご尽力に心より感謝申し上げますとともに、 

今後のますますのご発展を祈念いたします。後任の特命理事については、次号以降紹介いたします。（編集部） 
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捉え方の一つですが、それとは別に生物学的特性で乳がんを考える

ようにもなりました。 

 乳がん細胞には、エストロゲンという女性ホルモンの刺激によって増

殖するタイプと、女性ホルモンに対する受容体(エストロゲン受容体)以

外に別の増殖シグナルによって増殖するタイプがあります。もちろん、

エストロゲン受容体がありながら別の増殖シグナルも有するハイブリッド

タイプもありますし、増殖因子の一つと言われるHER2(ハーツー)蛋白

を有するタイプもあります。つまり、乳がんはエストロゲン受容体の発現

の有無、HER2蛋白の有無、他の増殖能によってルミナルA乳がん、ル

ミナルB乳がん、トリプルネガティブ乳がん、HER2陽性乳がんの4つの

サブタイプに分けられています。 

 このような分類になったことで、治療ターゲットが明確になりました。例

えばルミナルA乳がんであれば、エストロゲン受容体陽性なのでホル

モン療法を行いますが、増殖能に乏しいので抗がん剤治療は特殊な

状況でない限り行いません。ルミナルB乳がんは、エストロゲン受容体

陽性で増殖能も高いので、基本的にホルモン療法と抗がん剤治療を

行います。エストロゲン受容体やHER2蛋白を持たないトリプルネガ

ティブ乳がんは、エストロゲン受容体陰性なので、抗がん剤治療を行

います。現在はこのグループはさらに細分化され、さらなる治療ター

ゲットの研究が進められています。増殖能が高いとされるHER2陽性乳

がんは、抗がん剤に加えてトラスツズマブといった抗HER2療法が適応

されます。 

 そして、現在は日本でも多くの施設でサブタイプに従って術前薬物

療法が行われるようになりました。施設によっては手術を先行すること

が多いところもありますが、術前治療はここ数年間でかなり普及してき

ました。術前薬物療法で、がんが消失してしまうこともあります。トリプル

ネガティブでは35%程度、HER2陽性乳がんでは45%以上の症例で、

がんが消失したというデータもあります。逆に消失しなかった原因は何

かということで、さらなる研究が進められています。 

 今の乳腺治療の柱は薬物療法で、手術は付加的なものに変わりつ

つあるのが現状です。腫瘍内科や乳腺内科といった薬物療法の専門

家はますます求められる時代になっています。 

 

これからの考え方 ～Precision Medicine～ 

 ここ最近は、遺伝子発現解析の技術や研究が目覚ましいです。つま

り、がん組織の遺伝子配列を網羅的に解析して、どの遺伝子に欠陥が

生じているのかの全体像を把握することが可能なのです。サブタイプ

の考え方はこの遺伝子発現解析から導き出されたものでした。今後

は、新たな治療ターゲットがさらに明確になり、薬剤開発が進んでいく

ことで、乳がん治療はさらに細分化されていくことになるかもしれませ

ん。 まさにオバマ大統領が昨年発表した“Precision Medicine”へと進

んでいます。次世代シーケンスといった遺伝子発現解析により得られ

た膨大なデータから、患者をサブグループに分類し、それに対応する

医療と予防法の確立が、“Precision Medicine” が目指す目標です。世

界的に“Precision Medicine”を目指す研究が進められているため、こ

れからのがん診療、特に乳がん診療に関しては、さらに劇的な発展が

みられそうです。 

第137回 
 

    こんなに変わった！乳がんの考え方  

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。 

前回の原野謙一先生から乳腺外科がご専門の松沼亮一先生にバトンが移りました。  

 皆さん初めまして。2015年11月より、浜松医科大学乳腺外科から、ベイ

ラー医科大学のブレストセンターに研究留学で来ております。日本では昨

年から芸能人の乳がんの話題が多く取り上げられ、駆け込み乳がん検診

のような現象が多くの検診施設で一時期起こりました。また、米国の人気女

優アンジェリーナ・ジョリーさんが乳がん予防のために受けた両側乳房切除

で話題となった遺伝性乳癌については、日本でも多くの関心が今もなお寄

せられています。日本の疫学では乳がんは1994年より女性の癌罹患率の

トップとなり、年間の罹患者数は60,000人を超え、死亡者数も10,000人に上

り、国全体で取り組むべき重要な悪性腫瘍になっています。乳がん治療も

年々進歩し10年前と比べると劇的に変わっています。今回は多くの注目を

浴びている乳がんですが、どのように変わり、どのような考え方のもとに治

療が行われているかをお話ししたいと思います。 

 

一昔前の考え方 

 皆さんはステージ(病期)という言葉は聞いたことがありますか？ステージと

は乳がんの大きさ、リンパ節転移の有無と部位、遠隔転移の有無で決定さ

れるがんの進行度分類を言います。ステージ0からステージ4まであり、ス

テージが上がるにしたがって再発する割合や死亡する割合が高くなってい

きます。例えば、日本乳癌学会がまとめたステージ１の5年後生存率は

96％ですが、ステージ4では42％程度となっております。 

 確かにステージは病気の進行度やそれに伴う予後を反映しますが、治療

による効果は反映していません。つまり、ステージ1だから手術だけで十分

とはいえませんし、ステージ4だからできるだけ強い抗がん剤をたくさん使っ

たほうがよいといったことはありません。 

 一昔前は乳がんと診断されればまず手術をして、進行度を判断し、腫瘍

組織の顕微鏡検査(病理検査)結果に従って薬物治療を決めていくという

流れでした。薬物治療も、今日ほど多様化したものではないものの、抗が

ん剤治療をおこなうかどうかは施設によって、また担当する医師によって違

うということがありました。まさにさじ加減の時代です。この時代の日本は、

腫瘍内科また乳腺内科や乳腺科という薬物療法の専門家が今ほどいな

かったので、一般外科医が乳腺領域といった専門外も担当することで乳腺

診療が成り立っていました。 

 

今の考え方 ～解剖学から生物学へ～ 

 ステージとは、腫瘍の大きさや広がりの程度から乳がんを分類する、いわ

ば解剖学的に乳がんを考えています。しかし、ステージは重要な乳がんの

 次回は肝胆膵外科ご専門の山下俊先生です。 

 先生とは、3月のソフトボール大会に向けて一緒に練習に励んで

います。先生のバイタリティーはもちろんのこと、何よりも積極的に

一番声を出しているので先生なしにはチームはまとまらないと感じ

ています。そんな何事にも手を抜かない先生の姿勢にはいつも感

銘を受けます。次回の号では、先生のご専門の興味深いお話が聞

けるはずですので楽しみにしています。  

ベイラー医科大学研究員 松沼亮一  

 ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。  

 英国ロンドンに親会社があり、1828年設立、120カ国以上に進出して

いる国際ブローカーです。“ブローカー”というと、日本人の皆様は、咄

嗟に“悪徳ブローカー”を連想され余り良い印象は持たれませんが、こ

の業界発祥の英国、欧州・米国では、ブローカー制度から始まってお

り、“悪徳”のイメージはありません。 

 また、皆様には馴染みが薄い社名でしょうが、古くはタイタニック号の

事故処理を担い、最近ではシカゴの高層ビルSears Towerが弊社の名

前を使ったWillis Towerとなりました。 

 米国では、リスクマネージメント・福利厚生、年金分野のコンサルタン

ト・アドバイザー、損害保険・健康保険ブローカー業務を行っていま

す。日本にも古い歴史があり、日本の船舶会社の保険取り扱いのため

1898年に一時進出しておりました。今年初め、Towers Watson 社と合

併し、この業界ではトップ規模となりました。 

 ヒューストンには、弊社の事務所はありますが、日本人を配置してい

ませんので、ロスアンジェルスから出張ベースで度々訪問する予定で

す。 

 その際は、何卒宜しくお願い申し上げます。  

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。 

 最初にヒューストンを訪れたのは、もう20年近く前のことで、その時

は、NM州AlbuquerqueからFort Worth -Dallas-Houston-New Orleansと

ドライブし、ヒューストンでは、ジョンソン宇宙センターに感激した記憶が

あります。最近は、数回訪れていますが、会員の皆様にはエネルギー

産業、特に石油・天然ガス産業に関わる企業が多く、サンベルト中心

都市のひとつとして発展している様子を肌で感じました。  

３．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

 LAでは、JBAHと同じような組織のJBASCのダウンタウン部会役員と

して10年近く活動しており、時間が許せば、JBAHのお手伝いをしたい

と思っております。 

 私的なことですが、4人居る子供の内、長女はデトロイト、その他3人

は東京におり、今は妻と二人で暮らしています。休日は、ハイキング・

マウンテンバイク・釣りなどをしていますが、一度ゆっくりとバッファロー・

バイユーに沿って、サイクリングをしたいと思っております。  

会員消息 ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞ ②今年度当初は、借用校舎の大幅な値上げと教員の増員による人件

費増加により、収入は約92万ドル、支出は約99万ドルの赤字予算を想

定していたが、12月までのデータに基づく着地見込みでは、年度末収

支が約数万ドルの黒字、または損益無しとなることが予想される。 

③現在、130万ドルの預貯金があるため、設備投資等、その有効的な

使い方について検討している。 

④生活・情報委員会 （大内裕子 生活・情報委員長） 

＊「テキサスでの子育ての楽しみ方」セミナー開催結果報告 

 去る1月29日10:00より、三水会センター会議室にて同セミナーが開

催され、子供連れのお母様方、ボランティアスタッフも含めて約30人が

参加した。講師のカルデロン智子先生には、チャイルド・ケアを含む異

国での子育てに役立つ情報やアドバイスについてお話いただき、セミ

ナー後の茶話会では引き続き質疑応答や参加者同士の交流を図るこ

とができた。「お助けマップ」の子育て関連ページへのアクセスやス

クールに関する問い合わせが多かったことから、「お助けマップ」のボ

ランティアが中心となり、同セミナーの企画・運営を行った。 

７．事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

＊会員消息  

 2月17日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員659名（正団体

会員 107社）、準会員35名で、総会員数は703名である。 

８. その他     

＊日本庭園関連報告 （加藤眞人 特命理事） 

 2月8日にHermann Park Conservancy（HPC）にて日本庭園のミーティ

ングが開催され、25周年記念事業について報告があった。 日本庭園

内部の土木工事は予定通り進んでおり、この先順調に進捗すれば4月

4日に完了予定で、ジャパンフェスティバルにも間に合う見込みであ

る。また、2月23日から3月12日の間、日本から庭師、石工の方々が庭

園の整備と枯山水の造園に携わるために訪れる予定。 

 
 

★よろしく！～新規入会です  
●正団体会員入会 

・PricewaterhouseCoopers LLP 
 1000 Louisiana Street, Suite 5800, Houston, TX 77002 

   常任委員：吉田健之（治子） 

 

●正個人会員入会（カッコ内、配偶者名） 

・Kuraray America, Inc. 廣瀬航（幸江） 

・Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. (MCFA) 全慧星 

 

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

●正個人会員退会 

・Kuraray America, Inc.          河田知明/野中曜（貴子）/吉田健太郎（泰子） 

・Yokogawa Corporation of America 山崎大 
 

●配偶者退会 

・Kuraray America, Inc. 杉田みゆき 
 

●替わりました～メモのお願い 
●常任委員交代  

・Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. (MCFA)  

    (旧) 安田聡介（千代） → （新）内田隆二（輝実） 
 

●住所変更 

・Marubeni-Itochu Tubulars America Inc.  

   （新）750 Town & Country Blvd., Suite 300, Houston, TX 77024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior Vice President,  

Japan Global Practice Group 

小川嘉明 Willis Tower, formerly Sears Tower, 
in Chicago. 
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ソフトボール大会 

チーム紹介 
チーム名 昨年成績／チーム母体 コメント 

コメッツ 
優勝 

サタケ 
「俺、この大会で連覇ができたら、プロポーズしようと思うんだ。」レフトKさんの夢を叶える為、純愛集団コメッツはもう

止まらない。笑・幸・酒の三拍子揃ったチームワークは今年も健在。  

三井マリガンズ 
準優勝 

三井物産 

昨年は熱い声援に支えられ決勝に進出するも最後は力負けで涙の準優勝。この悔しさを胸に1月から毎週練習に励

んでいます。野球経験のある新戦力も補強し先ずは予選突破を目指します。 

双日パッションズ 
3位 

双日 
左打者の主砲・杉本選手、三遊間を守り攻守の要である中村選手・柿仲Jr.選手を抱え、戦力は昨年にも劣りません。

どこにも負けないパッションを胸に、優勝目指して頑張ります! 

JAXAダイナボアーズ 
4位 

JAXA 

今年は大会前に主砲が突然帰任する誤算もありましたが、新メンバーを数名加えチーム力は昨年よりアップしていま

す。チーム一丸となって悲願のカップを目指します。 

イーグルス 
ベスト8 

企業横断チーム 

今年もクリーンアップは元甲子園エース、元踊る大捜査線、ボリビアのエース、そしてCAとのコンパに向け夜の素振り

が日課の若造若干一名が主体のチームで予選突破! 

アストロズ 
ベスト8 

企業横断チーム 

昨年はジャンケンで敗退し悔しい思いを致しました。今年はジャンケンに勝って上を狙いたいと思います。1番打者か

ら7番打者まで４番打者のようなもの、向かうところ敵無し、かな? 

丸紅VT 
ベスト8 

丸紅 

結成3年目。今年は、カンパニーカラーの赤Tシャツを脱ぎ捨てユニフォームを新調し、ベストドレッサー賞と優勝の二

冠達成を狙っています。 

FC Japan 
ベスト8 

企業横断チーム 

今年のFC Japanは少数精鋭で、例年通り俊足を活かした攻守が武器です。昨年、一昨年と2大会連続でベスト8止ま

りなので、今年は優勝を目指します! 

住友ダッシュ 
予選リーグ敗退 

住友商事 

1点の重みを痛感した昨年の予選L敗退。その悔しさをバネに、今年は若手を中心に新戦力も加わり、覇権奪回を目

指します。 

東芝 
予選リーグ敗退 

東芝 

最多勝のグライシンガーと打点王のラミレスが抜けた2008年のスワローズですが、その苦境を乗り越え昨年、見事に

セリーグ優勝を果たしました。同じく、4番とエースが抜けた今年の東芝は“チャレンジ”の年。スワローズに続けるか? 

Osaka Takoxans 
予選リーグ敗退 

大阪ガス 
昨年の覇者コメッツさんを一瞬だけ追い詰めた(?)いてまえ打線は、新戦力を迎えパワーアップ。冗談と野次が飛び交

う独自のチームワークを武器に、まずは予選突破を狙う! 

サンポーニャ 
予選リーグ敗退 

伊藤忠グループ等 
他企業様並びに伊藤忠グループ会社で結成された名門チームですが、毎年惜しくも?予選敗退し涙を呑み続けてい

ます。今年は、有力選手の帰任で戦力ダウンの部分もあれば、新たに新戦力の加入もあり、一味違う!･･･かも。 

ハリケーンズ 
予選リーグ敗退 

Nippon Restaurant と常連客 
日本レストラン従業員と常連客で構成されたチームです。去年は予選敗退と不甲斐ない成績で終わりましたので、今

年はレストランでのスカウトに注力し、若手を勧誘し、チームの若返りを図りました。今年こそ決勝トーナメント進出。 

ユーティリティーズ 
予選リーグ敗退 

中部電力 
蝶のように舞い、蜂のように刺す。血の滲むような練習成果は・・・今年こそ花開く時。優勝目指して戦いぬきます。 

Izakaya WA 
予選リーグ敗退 

企業横断チーム 
レッドドラゴンズは今年からIzakaya WAというチーム名に変更しました。我がチームは居酒屋 和、NOAC、案浦不動

産などの異業種混合チームです。個性を生かして今年こそ予選突破! 

三菱 Red Diamonds 
予選リーグ敗退 

三菱商事 
昨年は悲願の優勝を目標に掲げ、厳しい練習を重ねましたが、逆に3年ぶりの予選敗退となりました。今年は特に目

標を定めず、みんなで試合を楽しみたいと思います。 

カネカ 
予選リーグ敗退 

カネカ 
昨年の悔しさを胸に肉体改造と猛練習でここまで順調にチームを仕上げてきました。今年こそは久々の予選リーグ突

破を果たし、その先もできれば勝ち進みたいと思っています! 

Clear Lake United 
予選リーグ敗退 

企業横断チーム 
日頃の練習のおかげで守備力は向上してきました。連打が出て勢いに乗れば、決勝トーナメント進出、悲願の優勝も

夢ではない? 

ロードランナーズ 
予選リーグ敗退 

企業横断チーム 

若手からシニアまで色んな分野のメンバー・家族が集まった明るいチームです。今季は補習校ソフトで活躍中の女子

メンバー数名の獲得に成功。強さに可愛らしさが加わった成長中のチームです。目標は決勝T進出! 

Meds 
初出場 

医師 

遂にガリ勉・運動音痴軍団が立ち上がる!! Texas Medical Centerで研究生活を送る医師達の遅れてきた青春、一世

一代のスポーツ下剋上。果たしてアウトが取れるのか?? バットに球は当たるのか?? 

Rookies 
初出場 

新日鉄住金 

チーム名の如く初出場です。新日鐵住金の駐在員を中心として結成。平均年齢高く、特に投手含めた内野手平均年

齢49才。まずは1勝を目指しますが、体力がもつか。今年はEnjoy Softball ! 

Gastros 
初出場 

東京ガス 

Gastrosは、東京ガスアメリカの駐在員を中心に構成された今年初めて参加するチームです。野球、ソフトボール経験

者はほとんどいません。怪我無く、エンジョイすることを目標に頑張ります! 

千代田 

インターナショナル 

初出場 

千代田化工建設 
初出場です。名門校OBOGは特にいませんが、各々の抜群の運動神経でソフトボール大会に千代田旋風を巻き起こ

したいと思います。横浜ブルーを胸にまずは初勝利を! 

■ 2016年 商工会ソフトボール大会開催のお知らせ 

 今年度の商工会ソフトボール大会も前年度と同様、ピクニックとは別の日に開催されることが決定しまし
た。この大会はHouston Sportsplexの6面をフルに使っての一日開催となります。 

開催月日：2016年3月27日（日）＜雨天の場合は5月1日に順延＞   

開催場所：Houston Sportsplex （12631 S. Main St., Houston, TX 77085） 
               www.houstonsportsplex.com  

 毎年熱戦が繰り広げられるソフトボール大会です。ご家族やお知り合いとご一緒に観戦・応援を宜しくお

願いします。さて、今年度の大会はどんな試合展開となるか乞うご期待！ 

日  時： 平成28年2月17日（水）11：30～  

場  所： 住友商事社 会議室（10階） 

出席者： 理事委員14名、正会員1名、事務局長 

欠席者： 理事委員  5名（うち会長委任4名、代理委任1名） 

司  会： 木村健洋 幹事 

１．商工会会長連絡 （本多之仁 会長） 

①本日のデロイト社のレポートによると、調査した500社のうち175社の石油

ガス企業が現在、潜在的に倒産するリスクを抱えている。我々当地日系企

業においても債権の不良化により注意が必要になってきつつある。 

②シェール開発のROYALTY収入の預金依存度の高かった地場銀行の預

金高が落ち込んでいる。これを受けて、地場の中小金融機関は大手に吸

収されていくという見方も出始めている。 

③昨日、ドーハにてサウジ、ロシア、カタール、ベネズエラ4カ国会合が実施

され、4カ国以外の主要産油国の追随を条件に原油生産の1月水準での凍

結で合意した。しかし、市場は、減産を期待していたことと、イランが同意す

ると思えぬことから失望し、前日比3.6ドル安（32.18ドル）で収束した。但し、

サウジらがこういう会合を持とうとしだしたことは、若干の明るい材料であると

考えられる。 

④ヒューストンの不動産事情を見ると、先月と1年前の同月を比較するに販

売状況は同レベル、平均の販売価格もほぼ同じだが、市場に出た売り物件

数は15％以上増えている。SINGLE FAMILY用物件の在庫高は月数にし

て2.5ヶ月から3.5ヶ月に増加しており、これらが今後住宅ビジネスにどういう

影響を与えていくか見守りたい。  

⑤ZIKA熱が流行しており、これまでに米国の16州で63名の感染が報告さ

れている。ハリスカウンティーでは7例、うちヒューストン市内で3例が確認さ

れている。ヒューストンの3例は、コロンビア、ホンジュラスに旅行歴のある患

者であった。2007年のヤップ島、13年のポリネシア、14年のイースター島、

昨年はブラジル、コロンビアを含む南米で流行し、地理的拡大を見せてい

る。 

⑥本年1月1日から、テキサスでもライセンス保持者による銃の露出携帯

(open-carry gun law)が承認されている。現在露出携帯を禁止しているのは

DC、NY、IL、NC、FL、CAの6州。なお、個人所有の建物、土地等ではそ

れぞれの当事者が露出携帯を禁じることは認められている。ちなみに、3月

1-20日に当地で開催されるロデオでは、露出携帯は禁止となっている（お

そらくその他危険物含め、通常のSECURITY CHECKがあると理解）。 

⑦アメリカ渡航時のビザ免除プログラムが改訂され、2011年3月1日以降に

イラン、イラク、スーダン、シリアに渡航歴ある場合は、ビザ免除プログラム

参加国でも通常ビザの申請が必要となった。滞在期間が90日以上となる場

合にはB1ビザが必要となり、一回取得すれば10年間有効である。面談予

約に3週間、取得に1週間、合計4週間ほど掛かっている模様。これらの国

に行ったことがある人のデータ集め、あるいはスクリーニングがこの改訂の

本来の目的ではないかと推察される。               

２．会計幹事報告 （峯山裕二 会計幹事）  

＊JBAH とJBAH Foundationの寄付について  

 本日現在受け取っている3件の寄付依頼に関しては、いずれも本年度予

算として計上されており、昨年10月の常任委員会ですでに承認済みであ

る。よって、JBAHからは日米協会のスピーチコンテスト（$300）への寄付、そ

してJBAHFからはHouston Independent School District ($1,000)とMD An-

derson Cancer Center($1,000) への寄付を執行することを当委員会で報告

する。また、定例となっているMuseum of Fine Arts, Houston ($1,000) への

寄付も依頼状を受け取り次第、同様に寄付を執行する予定。寄付の選定

先等については当会の課題であり、ぜひご意見をいただきたい。 

３. ジャパンフェスティバル関連報告  （藤井一彦 特命理事） 

 今年4月16日・17日に開催予定の同フェスティバルについて、土曜日の

開催時間を11:00 – 20:00 と変更すること（昨年度は、10:00-19:00）、前夜祭

は開催しないこと、チケットに代わって現金でのやりとりを行うことがJapan 

Festival of Houstonで行われたミーティングで決定された。商工会の主幹事

会社としては、当会が担当する「キッズ縁日」のコーナーに関しては、子供

が参加すること、複数の出し物があることから、チケットの販売を独自に行う

必要があると考えている。また、現金の管理も課題となっており、幹事会社

の一社がシフトを組んで管理する方向で検討している。ボランティアとスポ

ンサーシップの依頼は、後日、事務局を通して配信予定なので、ぜひご

協力いただきたい。 

４．第一回宇宙セミナー開催案内 （久留靖史 特命理事） 

 本年度第一回の宇宙セミナーを3月26日（土）9:30-14:30にスペースセン

ターヒューストンにおいて開催する。本企画は、午前中のトラムツアーに始

まり、昼食をはさんで親子・グループ単位で参加していただく参加・体験型

イベントの組み合わせで行う予定である。募集人数は、70名程度とする。

開催案内は、おって事務局より配信するので、奮ってご参加いただきた

い。 

５．正団体会員新規入会申請について 【承認事項】 （木村健洋 幹事）  

 定款第二条第二項に従い、下記の正団体会員一社の入会申請を全会

一致で承認した。 

＊PricewaterhouseCoopers LL P 

代表者・申請者： 吉田健之（よしだ  けんじ）氏 

６.委員会・部会関連事項 

①企画・調査委員会 （黒川淳二 企画・調査委員長）  

＊メキシコビジネスセミナー開催案内 

 商工会とJETROの共催で、2月26日（金）14:00-15:30にNorris Confer-

ence Centers at Westchaseに於いて同セミナーを開催する予定である。講

師には、 中島伸浩氏（ジェトロ・メキシコ事務所次長）をお迎えし、メキシコ

の経済・産業の現状および今後の見通しにつき、解説いただく。今回のセ

ミナーは、日本人会やさくら新聞を通して非会員にも案内されており、この

機会を通して当会への勧誘にも役立つことを期待する。60人の定員枠

で、本日現在すでに76名の申し込みがあったが、定員枠を増やしてまだ

受付ているので、ぜひお申し込みいただきたい。 

＊４月の定例講演会について 

 4月20日（水）の常任委員会後14:15よりUnited Way of Greater Houston

に於いて講演会を開催する。講師として堂ノ脇伸氏 （米州住友商事会社

ワシントン事務所長）をお迎えし、米国政治の意思決定プロセスと大統領

選の展望について解説いただく。後日、あらためて事務局よりご案内を配

信するので、ぜひご参集いただきたい。 

＊１月の定例講演会「ヒューストン経済セミナー」開催報告 

 去る1月20日（水）、常任委員会後に開催された講演会においては、

Greater Houston Partnership（GHP）より講師をお迎えしてGHPの活動紹介

とともにヒューストン経済の現状と今後の見通しについて解説いただき、60

名弱の皆様にご参加いただいた。 

②スポーツ委員会 

＊ソフトボール大会開催について（薙野太一 第一副会長兼スポーツ委

員長） 

 イースターにあたる3月27日（日）にHouston Sportsplexにおいて、毎年恒

例のソフトボール大会が開催される。今年度は23チームのエントリーがあ

り、昨年度の19チームから4チーム増となっている。2月26日にはキャプテ

ン会議を開催し、準備を進めていく予定である。 

＊第554回テキサス会「総領事杯」開催案内 （山本由久 正会員： 植村

義之 機械・電子部会長代理） 

 同ゴルフコンペは、5月22日（日）に天野総領事をお迎えしてOakhurst 

Golf Club にて開催されることが決定した。案内状および寄付の依頼状

は、事務局を通して3月中旬に配信予定。ご参加、賞品のご寄付にぜひご

協力いただきたい。 

③教育委員会 （増田裕一  教育委員長） 

＊補習校近況報告 

①生徒数の増加と数名の教師の退職に伴い、新年度の人員不足が深刻

となっており、幼稚園は1クラスのみ開設する予定である。現在60数名の入

園希望者がいるため、抽選を行う予定。今後も教員を引き続き募集し、人

員を確保できれば、クラス数を増やして対応することを検討する。 

http://www.houstonsportsplex.com
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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 

 3月、4月と人の異動の多くなる季節となりました。今号では日本語

補習校長を2年間務められた山崎先生の離任のご挨拶があります。 

ヒューストンを去られる方も、「ガルフストリーム」は商工会HPからも

ダウンロードできますので、何かの時に思い出してみてください。ま

た、ヒューストンに新しくいらっしゃる方も、今号にもあるように春のイ

ベントがいろいろ計画されておりますので、ぜひ、様々なイベントに

参加されて、ヒューストンを楽しんでいただければと存じます。 

 さて、今号のガルフストリームは、メキシコビジネスセミナー、商工

会議事録、会社紹介、商工会の特命理事紹介、ジャパンフェスティ

バルの告知、日本語補習校の校長先生の離任挨拶、古本市・ピク

ニック・テキサス会のイベント告知、医療費削減、安全情報、新しく

始まったヒューストンのレジェンド、駐妻日記、ピーカンキッズ、テキ

サスメディカル、個性に富んだソフトボールチーム紹介と大会の告

知、ヒューストン知っとん、Houston Walkerなどになります。 

 先日、昼前の郵便局に預かり郵便物を取りに行って並んでいた

ら、先に郵便を取って帰って行ったはずのおばさんが戻ってきて、

前に並んでいた人に携帯電話を借りて警察に電話をしだしました。

車の窓ガラスを割られて携帯電話も荷物も取られたとのこと。駐車

場には後席の窓ガラスを割られた車がありました。改めて、気を引き

締めさせられる出来事でした。今号には安全情報も掲載されていま

すので、皆様もご参考になさってください。今後とも「ガルフストリー

ム」を宜しくお願い申し上げます。 

 

2016 Shell Houston Open  (Humble, TX) March 30to April 3 
This PGA TOUR event--the 10th oldest tour event--is Houston's largest and most 
prestigious golf event hosting 144 of the world's best golfers competing for $6Mm 

in prize money. Please find more information at http://www.shellhoustonopen.com/ 
 
 
Pearland Craw Fish Festival (On HWY 288 at Discovery Bay & Business Cen-
ter Dr. ) on April 15-17 

Pearland でザリガニ祭り！テキサス人が大好きなザリガニを食べてみませんか？ザ

リガニ以外にもおいしい食べ物やゲームにライブミュージックなど楽しく過ごせる

ファミリーイベントです。Admission $8.00. kids under 12 year-old is free. http://

pearlandcrawfishfestival.com 
 
Japan Festival (Hermann Park) on April 16&17 

待っていました！年に一度のジャパンフェスティバル！子供から大人まで楽しめる

素晴らしいイベント。もちろん商工会会員もボランティアで参加しますので是非遊

びにいらしてください。入場料無料。http://www.houstonjapanfest.org/ 
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メキシコビジネスセミナー  

BUS INESS  SEM INAR  

 ヒューストン日本商工会とJETRO共催により、ビジネスセミナーが2016年2月26日(金)に、

Norris Conference Centers at Westchase(会議室名：Magnolia)で、開催されました。JBAH会

員をはじめ、メキシコに関心のある方々が参加されました。 

＜大統領のイニシアチブで改革を推進＞ 

 2012年12月に就任したペニャ・ニエト大統領は、任期6年の折り返し地点を

過ぎたところだ。この間、労働法改正、教育改革、通信改革、財政改革、政

治・選挙制度改革、そしてエネルギー改革と憲法改正を含む大胆な改革を

実行してきた。通信改革では競争促進のために導入された各種政策が奏功

し、通信料金価格は逓減してきている。2015年6月の下院議員中間選挙にて

連立で過半数を維持し、任期中の政治リスクは低くなっている。 

＜エネルギー改革を敢行＞ 

 2013年12月に改正憲法が公布され、翌2014年8月施行法が公布されたエ

ネルギー改革では、石油開発から、精製、輸送、基礎化学、小売販売にわた

る広範な民間開放を謳い、2015年以降ラウンド・ワンと呼ばれる鉱区の民間

入札が始まっている。 

 メキシコはこれまで原油の対米輸出によって多くの外貨を獲得してきたが、

米国シェールオイル、ガス生産の高まりを受けて、特に軽質原油の需要が激

減。メキシコは代替となる輸出先探しに奔走している。これには日本のエネル

ギー調達先多様化戦略とも合致し、2004年～2013年まで0％だった日本の対

墨原油輸入が2014年には対墨総輸入額の5％、2015年は16.5％にまで達

し、一気に両国間にとって最重要貿易品目の一つとなっている。 

 鉱区の民間開放であるラウンド・ワンは現在第3フェーズまで開札が行われ

た。当初フェーズワンでは条件未達の企業が続出し、経験不足に市況のタイ

ミングの悪さも手伝って混乱が見られたが、特に第3フェーズでは全鉱区落札

を達成。勢いを持って第4フェーズの深海油田鉱区の入札が発表されたとこ

ろだ。 

 契約形態はフェーズ1、2が「生産分与契約」、フェーズ3からは「ライセンス

契約」が導入され、いずれも落札企業が生産した原油の持分を「自由に処

分」できる契約形態が導入されている。 

 電力分野では2016年より電力の卸売市場を創設している。これまでは発電

した電力を輸出するか、電力公社（CFE）に売却するか、あるいは自家発電と

して利用することだけが許されていた。今後は、自家発電で余剰電力を抱え

ていた企業が、特に資本関係のない需要者と売電契約を結ぶことが出来る

等、自由度が増すことも考えられる。ただし、大口需要家がこの卸売市場に

参加資格を得るためには、2018年時の調達量の5％を再生エネルギーにて

賄う、ないしは排出権取引のごとくサーティフィケーション（CELs）を市場から

購入・精算することで義務を達成する必要がある。 

 6か所ある製油所の改修案件も発表され、サルファーフリーのガソリン、

ディーゼルやコジェネ案件などが実施される予定だが、民間投資で多くの資

金を調達する模様だ。また、ガソリンスタンドなどの小売市場も開放に向かう。

16年から小売が自由化するが、輸入許可、価格の自由化はそれぞれ16年4

月、18年としており、本格化はそこからだろう。現在でもコンビニ大手やエネル

ギー企業が関心を示している。 

＜経済はふんばりどころ＞ 

 2015年第3四半期（7～9月）の実質GDP成長率は、前年同期比2.6％で、通

年も2.5％となる模様。しかし、原油・非鉄生産を含む鉱業分野の大幅減が続

いている。製造業は自動車分野を中心にプラス成長が続くが、実際には自動

車分野はGDP全体の3％、製造業全体も17％であり、大半は商業分野などの

内需サービス産業（約6割）であることを念頭に入れる必要がある。 

 足元では建設投資が落ち込んでいる。石油価格の影響が財政を通して

公共事業に影響を与えている。また米国景気への懸念から設備機械の投

資もやや減少気味となっている。政府（大蔵公債省）は2016年の成長率見

通しを2.6～3.6％とした。2015年11月1日付で中央銀行が発表した専門家

の見通しアンケートによると、国内外37の民間シンクタンクの2016年GDP

成長率見通し平均は2.79％である。中銀の同アンケートでは、メキシコの

経済成長の阻害要因となり得るものとして上位に挙げられたのは、世界経

済・輸出環境の弱さ、国際金融不安、原油生産・価格、治安問題の未解

決等である。 

＜高級品販売伸びる？＞ 

 国民の所得の伸びは緩やかで、インフレの抑制もある中、若干の購買力

の上昇もみられるが、中間層以下の生活水準の著しい向上がある訳では

ない。ただし、米国からの出稼ぎ送金（郷里送金）は過去最高レベルにあ

り、これらの勤労外所得等も家計を支えている。 

 また、上流層はこれらとは全く無縁に高級ブランド品の販売が好調となっ

ており、メキシコはブラジルをしのぐ中南米最大の高級品市場となってい

る。今後も6％近い勢いで拡大するとみられている。ファッション、アクセサ

リー、高級酒、高級自動車がよく売れている。 

＜進出日系企業は増加するも治安に留意＞ 

 在メキシコ領事館によると、2014年10月時点で進出する日系企業の数は

814社。進出先はメキシコ市が一番多いが、次に多いのは近年注目されて

いるグアナフアト州となった。業種別でも圧倒的に自動車関係が多く、今

後2019年のトヨタ工場操業開始をにらみ、同様の傾向が続いていく模様

だ。 

 日系企業に対するアンケート調査では、メキシコの経営上の懸念で大き

いのは依然として治安だ。車上荒らしが多いので、荷物を（トランクを含め）

車内に残さない、24時間管理の集合住宅に住み、鍵を頻繁に交換する、

深夜にシフト交代をしない配慮等も必要。また、貨物の盗難リスクは全世

界的にみても高い国のひとつ。輸送ルート、運行計画、エスコート手配、

情報統制等の対策が望まれる。また保険料は通常割高になる。 

 生産・販売については、現状進出日系企業の現地調達率は25％程度で

あるが、日系OEMの生産拡大でボリューム感も出てきたことから、徐々に

Tier2,3の進出も拡大してきた。ただし、素材産業のすそ野拡大としてはま

だまだ時間がかかるとみられる。また労務管理については引き続き特有な

制度の理解、従業員の引き留めへの工夫等課題が山積しており、各企業

固有の事情にも即した対応が求められているところだ。 

(講師紹介) 

講師：ジェトロ・メキシコ事務所次長 

中島伸浩（なかじま・のぶひろ）氏 

略歴：96年4月日本貿易振興会（現日本貿  

易 振 興 機 構）入 会。同 リ マ 事 務 所（ペ

ルー）、同サンティアゴ事務所（チリ）、海外

調査部中南米課を経て、12年7月から現

職。東京外国語大学スペイン語科卒。 

http://www.visithoustontexas.com/includes/events/2015-Shell-Houston-Open/26878/419/
http://www.shellhoustonopen.com/
http://pearlandcrawfishfestival.com
http://pearlandcrawfishfestival.com
http://www.houstonjapanfest.org/
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