
編  集  後  記 

  ハーマンパークの日本庭園は、今年で改修工事が9年目に入りました。今年

は凍えるような寒い日が続く中、日本から来た2名の庭師さんは予定通り作業を

終えました。茶室と木造橋の間は、2つに分かれていた庭を1つにつなぎ、ナナコ

垣を設置して風情を出したそうです。また、昨年千葉市から贈呈された大賀ハス

は、今年の初夏に芽を出し、夏か秋に花を咲かすのではないかと期待されてい

ます。なお、ハーマンパークでは、4月18日と19日の両日、ジャパン・フェスティバ

ルが開催されます。周辺には、博物館も美術館も動物園もあります。ハーマン

パーク周辺にお越しになる機会がございましたら、是非、日本庭園にもお立ち寄

り下さい。 

 また、3月11日には、今年5月下旬に宇宙ステーションに向かう油井宇宙飛行士

の壮行レセプションが、総領事公邸で行われました。現在ヒューストンでは、油井

宇宙飛行士の他、若田宇宙飛行士、及び訓練中の大西宇宙飛行士と金井宇宙

飛行士で、合計4名の日本人宇宙飛行士が活躍しておられます。 

 恒例の補習校の卒園・卒業式は、3月14日に好天に恵まれて行われました。補

習校も児童、生徒数が増えて、ここ数年は式を2部構成で行っているそうです。 

 引き続き、「ガルフストリーム」を宜しくお願い申し上げます。        （白木秀明） 
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Hermann Park Japanese Garden 

 先月号でお知らせしたように、今年も日本から日本庭園庭師を招聘し、岩崎博

司、岩崎大樹両氏が2月19日に到着しました。3月3日までの10労働日のうち7日

間が小雨模様、おまけに凍えるような寒い日が続き、厳しい条件となりましたが、

予定を変更することなく作業を終えました。寒い冬の後には春の開花が早いと言

われる通り、今年は桜が早めに一斉に揃って咲き、また例年より長い間楽しませ

てくれました。開園当時植えられたオカメ桜など、冷たい雨に打たれながらも、3

月一週目まで咲き続けました。そのあとはメキシコ梅やレッドバッドが、園内を白と

ピンクに染めています。ツツジと藤はもう花の芽が半分開き、あと一週間か十日で

咲き始めそうです。今年は桜の開花をお知らせしましたが、藤の開花もお知らせ

します。 

 寒さと雨にもめげず咲き続ける花たちに励まされ、そして毎日お昼のお弁当の

差し入れを続けてくださった沢山のご婦人方や、ディナーにご招待くださった個

人や会社の代表の方々に、感謝しながら仕上げた作業は次の通りです。 

4. フジ棚の前の池の淵両岸に、

黒松5本を加えました。ひょろり

と伸びた黒松を剪定し、1年後

を楽しみに形を整えました。出

来上がると池越しの素晴らしい

景観が楽しめるようになると思

います。地元に黒松はありませ

ん。一般的にほとんど使われ

ることがないからだと思います

が、西海岸から取り寄せるなど

苦労をします。 

5. Sunset Meadowと名づけられ

たハーマンパークのプロジェクトがあります。日本庭園の周辺にある鉄柵を

取り替え、フェンスの外側を大幅に改装するプランです。特にlight railが走

るFannin Streetにはrail station があり、日本庭園に最も近いアクセスとなっ

ています。日本庭園側に二つ目の門を造り、入った中に枯山水の庭園を新

設するプランもあります。フェンス内の日本庭園と外側の改装プロジェクトを

一体としたプランで、そのためハーマンパークが指定する造園会社の代表

と何度も長時間の会合を持ち、現場に立って打ち合わせも行いました。 

 昨年のJapan Festivalの際、姉妹都市千葉市から贈呈を受けた大賀ハス

（※）は、昨年は開花に至りませんでしたが、今年こそは二千年の歴史を秘め

たあの花が見られるのではないかと期待しています。芽を出すのは初夏、花

は夏から秋頃かと思いますが、開花情報はまた改めてお知らせいたします。 

 すでに9年目に入った日本庭園改修プロジェクトの為、今年もご協力いただ

いた総領事館はじめ沢山の方々のご支援、ご協力に対し改めて厚く御礼申し

上げます。 

ハーマンパーク管理委員会 

理事     南  邦夫 

※大賀ハスについては、2014年4月のガルフストリームで詳しくご紹介しています

ので、商工会ホームページ等でご参照いただければと思います。  

 ヒューストン日本商工会は、ハーマンパークの日本庭

園を管理するため、例年、Hermann Park Conservancy

（ハーマンパーク管理委員会）に4,000ドルの寄付を行っ

ています。また、当会は、日本庭園の担当理事（加藤眞

人特命理事）を置き、ハーマンパーク管理委員会との連

絡調整をお願いするとともに、日本庭園の清掃ボラン

ティアの募集や四季折々の開花便り等を頂いて、事務

局を通じてメール配信を行っています。    （編集部） 

 
1. 昨年残された宿題が50項目ほどありま

したが、この一年間でほぼ仕上がり、そ

の出来栄えも年々向上していると評価

（低木の刈り込み、トイレ前の塀の設置、

竹垣設置など）。 

2. 例年通り、主な樹木の剪定、特に黒松

の剪定をおこないました。現地作業員に

とって、黒松剪定は一番の苦手。 

3. 今回最も時間と労力をかけたのは、茶

室と木造橋の間の庭の改装。二つの庭

に分かれていたものを一つに繋ぎ、ナ

ナコ垣（アーチ型の竹の垣根）を設置し

て周辺を引き締めています。従来通路

になっていた場所を掘削機を使って掘

り返し、新しい土を入れるなど土木工事

まがいの大作業となり、広がった新しい

庭には沢山の樹木が加えられました。

是非ご覧いただきたい場所です。 

 

 今年の商工会ソフトボール大会は、4月5日（日）、小雨がぱらつく中、Sportsplexで開催さ

れました。昨年Quarter Finalで引き分け、じゃんけんで敗れたコメッツ（チーム母体はサタ

ケ）が、今年は雪辱を果たし、見事に優勝を飾りました。 

 なお、ガルフストリーム次号では、優勝したコメッツならびに準優勝三井マリガンズ、３位

Sojitz Passionsからのレポートを掲載する予定です。 

＊Wild Cardは得失点差により上位2チームが選出 

予
選
リ
ー
グ 

結
果
一
覧 

【最終順位】 

   優勝：コメッツ 

   二位：三井マリガンズ 

   三位：Sojitz Passions 

＊Quarter final Cは引き分けのた

め、規定によりじゃんけんにて

Semi Final進出チームを決定。 

■Texas Crawfish & Music Festival  

April 24-26 & May 1-3 @ Historic Old 

Town in Spring (130 Spring School 

Road Spring, Texas 77373) 雨天決行。

TICKETS: $10（オンライン）＄15当日

（12歳以下は無料） Parking $7.  

www.texascrawfishfestival.com/ 

■Cinco de Mayo Festival May11&12 

@ Traders Village Free Admission and 

parking for $3. Come enjoy community 

service exhibits, games and activities for 

the kids, fresh fajitas and turkey legs on 

the grill, margaritas and beer, and more. 

http://tradersvillage.com/houston/events 

■Festival of Greece May 14-17 @ 

1100 Eldridge Parkway.  Admission is 

$3 and kids 12 and under free. Free 

admission on Thursday for the entire 

family(4PM-11PM) !   

http://houstongreekfest.com/ 

■Pasadena Strawberry 

Festival  May 15-17＠ Pasa-

dena Fairgrounds (7603 Red 

Bluff Rd, Pasadena, TX 77507). Annual 

Pasadena Strawberry Festival. Three big 

days of excitement and family fun, with 

the warm, country charm of the original 

Strawberry Festival. Advance tickets: 

Adult $10  children:$4(6-11)  

http://www.strawberryfest.org/ 

■Houston Dragon Boat Festival May2 

@Bayou in Houston Down Town.  Free 

admission! They will have plenty of ven-

dors providing food and beverages to 

quench your appetite!  

http://www.texasdragonboat.com/ 

■Houston Barbeque Festival April 

26@ One NRG Park, Houston, TX 77054 

20+ of Houston's best barbecue joints all 

in one place, at one time, for one price. 

This year's festival will feature all of last 

year's list of the who's who of Houston's 

best barbecue. Children 6 and under are 

free. Adult Admission: $50.   

http://houbbq.com/ 

http://www.texascrawfishfestival.com/
http://tradersvillage.com/houston/events
http://houstongreekfest.com/
http://www.strawberryfest.org/
http://www.texasdragonboat.com/default.php
http://houbbq.com/
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 駐妻のヒューストン日記 
 

第127回 柚木 文恵さん 

 
 3年前の5月、三男妊娠8か月の頃、大きなお腹を抱

えながら、長男、次男と共にヒューストンへやって参りま

した。私達にとってはイギリス マンチェスターに続き２

度目の駐在生活です。長男をマンチェスターで、次男

を日本で出産していたので、三男をアメリカで出産する

ことに不安は感じていませんでした。実際、メモリアル

ハーマンでの出産はとても快適でした。イギリスでは1

泊で退院でしたが、2泊して退院できただけでも満足。

入院中の手厚いサービスも受けられ、アメリカでの出産

が一番楽だったように思います。 

 渡米して2か月で出産した後、いよいよ3人息子の子

育て生活が始まりました。住まいはKaty。日本では考

えられない大きな家に、大きな庭、歩いて5分の所には

スライダー付きのプール。こんなに素晴らしい環境で子

育てできる事に感謝しつつも忙しい生活が始まりまし

た。 

 最初は慣れないエレメンタリーとプリスクールの学校

生活に私も戸惑うことばかりでした。慎重派の息子達も

時間こそかかりましたが、少しずつ慣れて楽しんでいけ

るようになりました。今では2人とも大好きなサッカーの

練習や試合を楽しくこなしながら過ごしています。 

 一番心配していた学校生活が落ち着くと、次は私も

時間を持てるようになりました。まずはジム通い。生後4

カ月頃からでも預けられ運動できるなんて日本では考

えられません。お友達とテニスやゴルフをすることもで

き、息抜き出来る機会がたくさんあることで、私も

大らかな気持ちで子育て出来てきたように思い

ます。今年は自分に目標をもって何かを成し遂

げたいという気持ちから、KATYハーフマラソン

にチャレンジしてきました。目標に向い計画し、

努力し、チャレンジすることをつい忘れがちです

が、それができる環境にいる今しかないと、週2

日5マイル走り、目標タイムを達成してきました。

大会に出て驚いた事は女性の方が参加している

人数が多かったこと。アメリカのママさん達のパ

ワーに圧倒されて刺激をもらうことが出来ました。 

 ヒューストンでの生活がとても恵まれていると感

じるのは、食事や気候の面でも実感しています。

マンチェスターではたこ焼きをするのに、2週間

前からタコを魚屋にオーダーしなければ食べら

れませんし、お刺身は全く手に入りませんでし

た。ヒューストンでは一通り手に入るので、食事

 

の面でも大変助かっています。特に我が家の

息子達は和食好きなので有難く思います。 

 そして最後に気候。イギリスのグレーな空、雨

が多い気候の中過ごしたせいもあり、こんなに

も青く広い空と眩しい太陽は人を豊かな気持ち

にさせてくれるものと実感しています。庭でサッ

カーをしたりトランポリンをしたりする子供の遊

び声を聴くだけで、私も幸せな気持ちになりま

す。 

 恵まれた子育て環境についてお話してまいり

ましたが、我が家にとってのヒューストン生活も

後半戦に突入しています。子供にとっても私に

とっても最高の環境で今のこの時期を過ごせる

事に感謝しながら、1日1日の子供の成長を応

援しつつ、見守っていきたいと思っています。 

 

 

By 
Kumiko 

No.85 

日   時：  平成27年3月19日（木）11：30～13:15  

場   所：  住友商事社 会議室（10階） 

出席者： 名誉会長、名誉会員、理事委員10名、正会員１名、事務局長 

欠席者： 理事委員11名（うち会長委任 11名） 

司  会：  金子公亮幹事 

１．商工会会長連絡 （髙杉禎会長） 

昨年秋以降の原油価格の下落により仕事面においては痛手を被っているところ

もあるが、生活感覚からすると特に変化は感じられない。ヒューストンの経済状態

を示す指標として、今年1月末までの住宅販売戸数は昨年に比べて6％増加、ま

た自動車の販売台数も10.4%の増加という画期的な成長を示している。しかし、

原油価格はすぐに元に戻るとは考えられないため、数ヵ月後に当地経済の成長

が減速し何らかの影響が広がることが懸念される。引き続き今後の動向に注目し

ていきたい。一方、当会においては、4月から5月にかけて、ソフトボール大会、

ジャパンフェスティバル、テキサス会、古本市、ピクニックと大きなイベントが続く

予定。引き続き皆様のご支援ご協力をお願い申し上げたい。  

２．総領事館連絡  

＊岩田慎也領事より 

3月11日（水）午後7時より公邸にて、5月下旬に国際宇宙ステーション（ISS）への

出発を予定している油井宇宙飛行士の壮行レセプションを開催した。当レセプ

ションには、今回油井宇宙飛行士と共にISSへ向けて飛び立つアメリカ人及びロ

シア人の宇宙飛行士2名も参加し、大変盛況であった。商工会の鈴木副会長、

佐藤副会長、堀田特命理事を含め、総勢約70名のゲストの皆様にご参加頂けた

ことにこの場を借りて感謝申し上げる。現在、ヒューストンにいる邦人宇宙飛行士

は、星出宇宙飛行士が帰国したため、油井宇宙飛行士の他には3名（若田宇宙

飛行士、大西宇宙飛行士及び金井宇宙飛行士）となる。明年5月には、大西宇

宙飛行士がISSに向けて出発予定であり、その際にも同様な機会を設けることが

できないか検討したい。 

＊髙岡望総領事より 

安倍総理大臣の年頭所感におけるメッセージを受け、戦後70年という節目を迎

える年であることから、平和国家としてのこれまでの歩み及びこれからの日本が

目指すことを当地でも発信していくために各地での講演会に取り組んでいる。

San AntonioのUniversity of Texas、DallasのSouthern Methodist Universityに続

き、Houston のRice University においても講演を予定しており、「日本とテキサス

の将来は明るい」という点を併せ強調していきたい。また4月30日にホロコースト

博物館において開催が予定されているLyndon B. Johnson Moral Courage 

Award Dinnerにおいては、商工会の会員企業数社がテーブル購入にご協力い

ただけるとのこと、この場を借りて感謝申し上げる。このイベントへの参加も当地

における日本のプレゼンスをアピールする意味で、大変有意義なものである。 

３．六者交流会関連報告 （猿川秀正会員： 及川毅第一副会長代理） 

11月6日（金）、7日（土）に予定されている当地開催の六者交流会について、他

のゲスト五都市へ連絡し、先ずは日程を確保していただくよう依頼する。過去に

交流会を開催した五都市から情報を入手したところ、エルパソ以外は開催都市

の企業団体（ヒューストンでは商工会）または1企業が1,400ドルから13,000ドルま

での範囲で一部費用を負担していることがわかった。今年当地は、まだ幹事に

て収支案を作成できていないが、原則参加費で賄うもののキャンセル等による直

前の持ち出しに対応するため、1000ドルの予算を申請する予定。宇宙飛行士を

講演者として要請する件は、500名の参加人数条件を満たすことができず申請

が下りなかった。JAXA職員による講演会に切り替えるが、Q&Aセッションでの登

場、司会者との対話形式、記念撮影等、何らかの形で宇宙飛行士に登場しても

らえないか、あらためて交渉する。 

４．2015年ジャパンフェスティバル関連報告  

           （金子公亮幹事： 鈴木一副会長代理）  

4月18日（土）、19日（日）実施予定の同フェスティバルについて、第一回全体会

議が3月12日に日米協会にて行われ、宣伝・告知、イベント、出店、スポンサー

シップ提供についての報告があった。商工会が担当するKids Activity に関して

は、クラレ社内で準備を進めており、4月初旬までにボランティア用マニュアルを

改訂、配布予定。スポンサーシップ提供とボランティア募集に関しては、まだ目

標に達しておらず、引き続き積極的な呼びかけをお願いしたい。その他、ステー

ジやブースにて日本の伝統文化・伝統芸能の実演可能な日本人を募集するに

あたり、主催者側の要望があれば、商工会の全会員向けの依頼案内を配信する

方向で協力することとする。 

５． 第一回宇宙セミナー開催報告   

                           （金子公亮幹事： 酒井純一対外交流特命理事代理） 

去る3月8日（日）にNASAジョンソン宇宙センター（JSC）において第一回宇宙セミ

ナーが実施され、77名（25家族）が参加した。当セミナーでは、午前中にトラムツ

アーを行い、午後からはJAXA職員により、「国際宇宙ステーションの日本の実

験室「きぼう」～これまでやってきたこと、これからやること～」というタイトルで講演が行

われた。子供たちにもわかりやすい実験を取り入れ、国際ステーションでの実験の特

徴、成果、今後の計画について説明し、熱心に聴講いただいた。第二回宇宙セミナー

は、6月に実施予定。 

６．日本庭園関連報告 （加藤眞人他団体対応・日本庭園特命理事） 

日本から来た庭師2名による定期メンテナンスは、3月4日に無事終了した。続いて例年

通り、ジャパンフェスティバルの一週間前に行っているボランティアによる清掃活動を4

月11日（8:00-11:30）に予定している。後日、メールにてボランティア募集の案内を事務

局より配信するので、ぜひご協力いただきたい。商工会から日本庭園に例年4000ドル

を寄付しており、日本のプレゼンスをアピールするためにも、例年通りジャパンフェス

ティバルの開幕式の際に、贈呈のセレモニーができるようフェスティバル主催者側に確

認する予定。 

７．新規入会申請について 【承認事項】 （金子公亮幹事）  

全会一致で下記の正団体会員1社と準会員4名の新規入会が承認された。  

＊正団体会員 
Kintetsu International Express (U.S.A.), Inc. 
＊準会員 

木村 原 ( Kimura Law Office) 

岸 謙太郎  ( TOP Texas) 

大月 基  （BEI Engineers） 

スワガー恵理 （Luxerge, LLC） 

８．委員会・部会関連事項 

①スポーツ委員会  （金子公亮幹事： 薙野太一副会長兼スポーツ委員長代理） 

＊2015年商工会ソフトボール開催について 

4月5日（日）開催予定のソフトボール大会には、19チームが登録済みで、順調に準備

は進んでいる。3月6日実施のキャプテン会議にて組み合わせが確定し、 3月25日ま

でに事務局あてにメンバー表を送付いただく予定。尚、優勝カップの授与は、髙岡総

領事のご出席が叶わず、岩崎主席領事にご対応賜る予定。 

＊第551回テキサス会「総領事杯」開催について 

4月26日（日）にThe Clubs of Kingwoodにて開催予定。3月6日に商工会事務局から案

内状を送付済み。準備の都合上、参加登録はぜひ前広にお願いしたく、社内での周

知にもご協力をお願いしたい。また、賞品の寄付にも皆様のご協力をお願い申し上げ

たい。 

②文化委員会 （藤井一彦文化委員長） 

＊商工会・日本人会共催ピクニック開催について 

5月10日（日）に Jones Creek Ranch Park（前Gordon Ranch）にて開催を予定し準備を

進めているものの、同Ranchの改修工事がまだ完了しておらず、新オーナーのFort 

Bend County との正式な書面での契約書はまだ交わしていない状況。4月10日を目途

に契約ができない場合には、一旦5月10日の開催は見合わせ、開催日程や会場につ

いては別途調整する対応をとることにつき承認された。 

③企画調査委員会 （黒川淳二企画調査委員長） 

＊4月の定期講演会について    

4月15日（水）午後2:15（常任委員会終了後）～3:45 United Way Community Resource 

Center にて講演会を開催予定している。講師にユナイテッド航空の井川啓子氏と赤松

俊之氏をお迎えし、「航空業界の動向およびマイレージプログラム利用による賢い経費

削減術」についてお話いただく。ご案内は近日中に事務局より配信予定。当地で事業

経営に携わる会員の皆様には有益なテーマであり、奮ってのご出席をお願いしたい。 

＊日本語スピーチコンテストについて 

去る3月7日（土）にライス大学において日米協会と総領事館共催の第26回テキサス州

日本語スピーチコンテストが開催され、審査員の一人として参加し、賞状を授与した。 

９．事務局関連事項  （小林浩子事務局長） 

＊会員消息  

3月19日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員629名（正団体会員102社）、準

会員33名。総会員数は、671名。詳細については、別項「会員消息」欄参照。尚、4月よ

り後半期に入るため、後期の会費請求に先駆けて近日中に各会員団体へ正個人会員

の登録人数を確認するメールを配信予定。人事異動に伴う会員消息の情報アップデイ

トとともにご協力いただきたい。 

１０．その他 

＊日本語補習校運営について（増田裕一教育委員長） 

現在補習校が借用している校舎の新しいリースが7月から始まるにあたり、賃貸料が約

2倍強と大幅に値上げされる見込である。生徒数が増えて授業料による収入は増えるも

のの、教員数も増えて支出も増加することから、このままでは数年後に収支が赤字に突

入する可能性がある。よって、授業料の値上げや商工会からの支援金増額を検討する

必要が出てきた。また、今後SBISDが賃貸料の交渉や必要な教室数確保に硬直的な

反応を示した場合には、他の学区への校舎移転も考慮に入れて検討する予定。 
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今すぐ知りたいこんな表現 

－ レストラン編 －  

英 語 文 例 集 

「英語圏での生活が初めてで自信がない」、「自分の言いたいことをどのように表現す

ればよいのかわからない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃることでしょう。英語

の苦手意識を軽減するために、実際に役立つ表現をマスターしましょう。今回はレスト

ランでの会話。美味しいと評判のお店に出かける時に、少しでもスムーズに会話ができ

ればより楽しい時間を過ごせるはず。その参考になる表現を集めてみました。 

今夜はロブスターのグリルがとても良いです。 

The grilled lobster is very good tonight. 

 

⑫ステーキの焼き方は如何なさいますか? 

How would you like your steak?  

レア（ミディアムレア、ウエルダン）でお願いします。 
 I’d like mine rare (medium-rare / well-done), please. 

 

⑬取り分けるためのお皿をください。このお料理を分けたいので。 
 May I have some extra plates? We want to share this. 

 

⑭お味は如何ですか? 
How do you like this? 

とても美味しいです。お薦めいただき、ありがとう。 
This is really tasty. I love this. Thank you for your recommendation. 

 

⑮私の注文した料理がまだ来ません。 

もうずいぶん待っているのですが。 

これは私が注文したものとは違います。 
My order hasn’t come yet. I’ve been waiting for a long time.  

This is not what I ordered. 

 

⑯お肉をもうちょっと焼いていただきたいのですが。 
  I would like the meat to be cooked a little more. 
 

⑰デザートはいかがですか? 
Would you care for dessert?  

お願いします。 

いえ、お腹がいっぱいになったので今回はパスします。 

（いえ、結構です。） 
  Sure. / Well…. I think we are full and we’ll pass. (No, thanks.) 
 

⑱お会計をお願いします。このカードが使えますか? 

Can I have the check, please? Can I use this card? 

お支払いはまとめてよいですか？それとも別にしますか？ 
Together or separate? 

会計は別でお願いします。（割り勘にしましょう。） 
We would like to pay separately. (Let’s spilt the check.) 

 

⑲この前ご馳走になったので、今晩は私が払います。 
 I’ll take care of the bill tonight, as you treated me last time. 

 

⑳これを持ち帰ることができますか? 
 Can I have a to-go-box? 

 

*to-go-box: 食べきれなかったお料理などの持ち帰り用の箱 

 

☆ 知っておきたい味の表現☆ 

*甘い sweet/sugary 

*辛い hot/spicy 

*苦い bitter 

*塩辛い salty 

*すっぱい sour/tart/acidic/vinegary 

*こってりした heavy/rich 

*脂っこい oily 

*あっさりした light/plain 

*さっぱりした light/refreshing/not too heavy 

*水っぽい watery 

*パサパサした dry 

*パリパリした crispy 

*コクがある full-bodied/rich 

*風味がある savory/tasty/flavorful 

①この近くにお薦めのレストランはありますか。  

この近くでまだ開いているレストランはありますか？ 
Could you recommend a nice restaurant nearby?   
Are there any restaurants still open near here? 

 

②明日の晩、6時に6名でテーブルを予約したいのですが。 

I’d like to make a reservation for six at 6:00 PM for tomorrow evening. 

6時は予約でいっぱいです。 

Sorry, there is no table available at six. 

どのくらい待つでしょうか？ 

How long is the wait? 

15分か20分だと思いますが。 

I suppose it’s 15 or 20 minutes. 

 

③窓際の席を二つお願いします。 

Can we have a table for two by the window? 

かしこまりました。こちらへどうぞ。 

Certainly. This way, please. 

 

④子供がいるので隅の方の席をお願いします。 
We have children with us, so could we have a table in a corner? 

 

⑤本日お客様の担当をする、ジャックです。こちらがメニューです。 

I’m Jack and I’ll be serving your table today. Here is the menu.  

お飲み物を先にいたしましょうか? 

 Can I start you off with a drink? 

ええ、ありがとう。ハウスワインの白をください。 

Yes, thanks. We’d like to have a bottle of house wine white, please. 

 

⑥メニューを見せてください。子供用のメニューがありますか? 
 Can I have a menu, please? Do you have a kids menu? 
 

⑦ご注文はお決まりですか? 

Are you ready to order? 

はい、お願いします。 / いえ、もう少しし待ってください。 
Yes, please.  / No. We need a few more minutes. 

 

⑧コーヒーはこのコースに含まれていますか？ 

 Is coffee included in this course menu? 

 
⑨卵のアレルギーがあります。卵を使わないお料理はありますか? 

 I’m allergic to eggs. Do you have any dishes that don’t use eggs? 

 

⑩これをください。 
I’ll have this. / I’ll try this.  

  ドレッシングはサイドで（かけないで）お願いします。 

I would like my salad dressing on the side, please. 

 

⑪お薦め料理はありますか。 
 Do you have any recommendations? 

 

Gulf    Stream 

会員消息 ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞ 

 や将来性・成長性の高い企業が多く、この地で弊

社もお客様と一緒に成長できればという願いで昨

年12月にヒューストンに念願の事務所を開設しま

した。 

今後は弊社のNYとLAのデータセンターを活か

したプライベートクラウドやデータバックアップ、DR

対策、コンサルティングを中心にITサービス事業

を展開してまいります。 

＜主なサービス＞ 

・IT包括技術サポート、日本語ヘルプデスク 

・各種クラウドサービス提供 

・高速インターネット回線（10M～300M）の提供 

・ネットワークセキュリティー（VPN、不正侵入防止

装置等） 

・基 幹 業 務 シ ス テ ム（会 計・ERP・EDI・CRM・

SharePoint）の構築・開発 

・各種ITコンサルティング（システム最適化、情報

セキュリティー、コンプライアンス、DR・BCP対策） 

2014年 に 日 系 企 業 と し て は 初 め てAT&Tの

Solution Providerに認定されました。 

MultiNet International Inc.  

ITに関するご相談がございましたらお気軽に声をお

掛け下さい。  
 

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。 

 親切で礼儀正しい人が多いと思います。車も他

の米国都市と比べて大きなSUVやピックアップトラッ

クが多く、米人がテキサスサイズと言っていたのには

笑いました。あまりに道路工事が多く、GPS情報と実

際の道路が違うので道を間違う事もありますが、同

時にヒューストンの勢いを感じます。 

日本人コミュニティーの結束が強い事や活動が活

発な事には驚きました。NYではこのように楽しそうな

コミュニティー活動は少なく、とても素晴らしい事と思

います。  

あと、基本的に私は食いしん坊ですので食べ物

が気になるのですが、ヒューストンはBBQやCajun料

理が多いので幾つか試しましたが、最高ですね。最

初はCraw Fishなどは「えーっ、ザリガニ？」幼少の

時に地元の池で捕まえたザリガニを思い出し少し抵

抗ありましたが、慣れれば何ともないですね。 

 

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。 

夏はBBQに凝ってます。会社のBBQ大会で技術

者に料理の味に負けてから研究をしてますが、奥が

深くまだ修行半ばという感じです。最近は郊外の自

然の中でキャンプをしたり、マウンテンバイクをする

事を楽しみにしてます。昨年は何度か熊やタヌキや

鹿に遭遇し、アメリカの大自然に感動しました。冬、

NYにいる時は下手ですが息子とスキーとスノボをし

ています。NYに来られる際は是非声をお掛け下さ

い。 

 

  

新村 賢 さん 

ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

１．会社（親会社and/or当地現地法人）の業務内容等に

ついて簡単にご説明ください。  

マルチネットは1994年にNYで設立されたITサービス

会社です。設立当初は通信業界の規制緩和を狙い、日

米の通信事業、北米の電話会社へ日本向けの電話回

線を卸売する事業が始まりでした。 ヒューストン地域で

はエネルギー、鉄鋼、化学関連の日系企業のお客様に

長年に渡りご愛顧いただいており、プロジェクトがある

毎、出張しておりましたが、社会的に重要なインフラ事業

執筆者の新村さんは、後列の右から3番目 

■よろしく！～新規入会です 
●正団体会員入会 

・Texel-Seikow U.S.A.,  Inc.                   

 4404 W. 12th St. Houston, TX 77055 

        正個人会員：和田隼忠 

・Kintetsu International Express (U.S.A.), Inc.        

 500 Route 17, Suite 209, Hasbrouck Heights, NJ 07604  

        正個人会員：根本真樹子 

 

●準会員入会 

・酒井健司（CBRE, Inc.）                    

 2221 Rosecrans Avenue, Suite 100 El Segundo, CA 90245 

・木村原（Kimura Law Office）                   

 12910 Memorial Drive, Houston, TX 77079 

・岸謙太郎（TOP Texas）                              

 400 N. Saint Paul Street, Suite 599, Dallas, TX 75201 

・大月基（BEI Engineers）                              

 3741 Red Bluff Road, Suite 200, Pasadena, TX 77503 

・Swager 恵理（Luxerge, LLC）                              

 

●正個人会員入会 

・Chiyoda International Corp.       小西克浩（麻紀） 

・Osaka Gas USA Corporation      伊藤優  

・Sojitz Corporation of America        中島彬匡 

・Toho Titanium America Co., Ltd.       彦坂耕二 

 

●配偶者登録 

・Nissan Chemical America Corp.                      竹原志実 

 

■さようなら！～残念ながら退会です 
●正個人会員退会 

・Nissan Chemical America Corp.                       堀賢一              

・Toho Titanium America Co., Ltd.           野元伸敏 

 

●配偶者退会 

・Nissan Chemical America Corp.                       馬場有希子              

 

■替わりました～メモのお願い 
●住所&FAX番号変更（電話番号、その他変更なし） 

・Toyota Tsusho America, Inc. 

（新）5847 San Felipe St. Suite 2300, Houston, TX 77057       

（新）FAX: 713-871-1129 
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 癌治療の現状 

Gulf    Stream 4 Gulf    Stream 9 

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。 

前回の大塚正久先生から消化器・乳腺甲状腺外科がご専門の田上聖徳先生にバトンが移りました。 

 鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科

の田上聖徳です。2014年6月からベイ

ラー医科大学の「Center for Cell and 

Gene Therapy」で研究留学中です。日

本では消化器癌を専門にしております

が、大学院時代に癌の遺伝子治療の研

究を行っていた縁で、こちらでは遺伝子

治療と免疫療法を併用した新規癌治療

の開発を目指して研究をさせて頂いて

おります。今回は癌と診断された際に、

どのような治療法の選択肢があるのかと

いう観点から癌治療の現状と、また今後

どのような展開が期待されているのかに

ついて書いてみようと思います。 

 多くの場合、ある日突然癌と診断され

ます。検診で見つかったり、何となく体

の不調を訴えて来院したり、時には予期

せぬ出血で救急車で来院され癌が発覚することもあります。患者さんやご家

族にとっては正に晴天の霹靂で、いくらお金を払っても良いから治したいと思

う場合や、もう高齢だから本人には知らせたくないという場合など、さまざまな

状況があります。しかしどのような状況でもその方にあった適切な治療がなさ

れなければなりません。そこで大切なことは、本人が(難しければ家族が)、病

気がどの程度すすんでいるのか、その進み具合に合った標準的な治療法、

そしてその治療に伴う副作用について、しっかり説明を受け理解することで

す。専門の担当医から十分な説明を受けることが最も大切です。その上で最

も適切な治療を選択することが望まれます。 

 現在癌の標準的な治療法は、「外科手術」、「放射線治療」、「化学療法（抗

癌剤）」の三つです。多くの場合どのようにこれらの三つの治療法から選択さ

れるかと言うと、癌が早期で、転移もなく、周囲への広がりもひどく無ければ、

まず手術や放射線治療等の局所治療が選択されます。診断された時点であ

る程度進行しており、転移がある場合や、周囲組織へ浸潤が見られる場合

は、癌細胞は血流やリンパの流れにのって全身に散らばっている可能性があ

るので抗癌剤等による全身的治療が必要となります。当然臓器や癌の種類

によって治療の適応は様々ですが、この三大治療の大まかな現状を説明し

たいと思います。 

外科手術 

 白血病などの血液の癌を除いて、固形癌においては比較的早期の癌であ

れば、手術療法で根治することができます。既に転移があるような進行癌に

対しては手術療法のみでは根治は望めません。かつては他の臓器への転移

や浸潤も広く切除する拡大手術が行われていましたが、手術そのものに伴う

命の危険や、再発を起こす可能性が高いことなどから、近年では手術、放射

線、化学療法を組み合わせた「集学的治療」を行うことが多くなりました。また

早期の癌では、機能温存の観点から、できるだけ切除範囲を少なくする「縮

小手術」も行われています。 

 内視鏡下手術：腹腔鏡や胸腔鏡と呼ばれる内視鏡を用いて行う手術です。

内視鏡と手術器具を小さな穴から入れて行うので、傷が小さく、痛みも少な

く、術後の社会復帰も早いという利点があります。早期の胃癌、大腸癌で広く

行われていますが、臓器や癌の種類によってはその適応はまだ検討されて

いる段階です。 

 ロボット手術：アメリカで開発された内視鏡手術支援ロボット「ダヴィンチ」

は、医師が3Dの立体画像を見ながら遠隔操作で手術をすることを可能にし、

また実際の人間の手の動きに近い操作が可能であるため内視鏡下手術で

難しい手技も容易に可能となりました。現在泌尿器科領域を中心にアメリカ

で広く普及していますが、日本でも導入が進んでいます。  

放射線治療 

 X線やガンマ線，電子線などの電磁波を癌細胞へ照射することによって，

癌細胞を死滅させる治療法です。現在は定位放射線療法と言って、複数の

角度から、他の臓器•組織を避け、腫瘍にのみ放射線を当てるようにする試

みがなされています。また手術の前または手術後に放射線治療を加えるこ

とによって、手術の切除範囲を縮小したり、再発を予防することもできます。

直腸癌で手術前に放射線治療を行い切除範囲を小さくすることで肛門機

能を温存できたり、また乳癌では術後に再発予防に放射線治療を加え、乳

房温存を可能にすることもあります。近年では陽子や炭素の原子核を治療

に用いる「陽子線治療」，「重粒子線治療」とよばれる治療法も話題になって

います。体の中での線量のピークを調整することができるので、従来の放射

線療法よりも、よりピンポイントに癌細胞のみに当てることができると言われ

ています。 

化学療法 

 抗癌剤を投与する治療法のことを言います。手術、放射線治療は癌に対

して直接的、局所的な治療法ですが、化学療法は全身的な治療になりま

す。全身に癌細胞が散らばっている進行癌や白血病などの血液の癌は化

学療法のみで治療します。また手術•放射線治療と併用して切除範囲を減

らしたり、再発を予防したりします。薬は点滴だけでなく飲み薬のものもあり

ます。最近では多くの施設で化学療法を外来通院で行うことができるように

しています。また分子標的治療薬という新たな薬剤の開発が進み、多くの薬

剤が標準治療として認可されてきており、従来の抗癌剤との併用も行われ

ております。分子標的治療薬が従来の抗癌剤と違うのは、癌細胞の浸潤や

増殖、転移に関わる分子のみをターゲットにするところです。これによって正

常細胞への影響が少ないため副作用も通常の抗癌剤よりも少なくなると考

えられていましたが、現在では間質性肺炎や皮膚障害、出血など従来の抗

癌剤とは違う副作用が起こることが分かっています。 

免疫療法 

 標準治療として確立しているこの三大治療以外で話題になっている治療

として癌の免疫療法があります。免疫療法も患者さんの体の癌に対する免

疫を誘導するものや、抗体などを投与する受動免疫療法と呼ばれるもの、ま

た癌細胞に特異的なリンパ球を培養して作成し投与する養子免疫療法など

色々ありますが、今その治療効果が確認され、期待されているのが抗体療

法です。特に抗CTLA-4抗体や抗PD-1/PD-L1抗体による免疫チェックポイ

ントを標的とした抗体療法は、近年の臨床試験で良い結果が報告されてい

ます。本来免疫細胞は癌細胞を攻撃する力を持っていますが、癌細胞は免

疫細胞から攻撃されないように身を守ろうとする仕組みがあります。これを免

疫逃避と言いますが、これらの薬剤は癌細胞が免疫細胞に攻撃されにくく

なっている原因の分子を阻害し、免疫細胞が再び癌細胞を攻撃できるよう

にすると考えられています。アメリカでは新たな癌治療薬として承認され期

待されていますが、一方でその性質から自己免疫疾患を引き起こすという

副作用も報告されています。 

 現在の大きな流れとしては、手術でも薬による治療でも、出来るだけ患者

さんの体に負担がかからずに効果の高い治療技術の開発と、上であげた治

療法の組み合わせによる「集学的治療」による治療効果の向上であると思

います。また、ここでご紹介した標準治療として確立していない新たな治療

法は、まだ研究中であり、このような治療を選択する場合は慎重な判断が必

要です。 

 以上簡単ではありますが癌治療の現状をまとめてみました。皆様の癌治

療に対する理解の一助になれば幸いです。 

次回は北海道大学から来られた産婦人科が専門の三田村卓先生にお願い

しております。先生は現在MD Anderson Cancer Centerへ留学中です。どのよ

うなお話になるか私も楽しみです。  

 2015年3月11日（水）、髙岡望総領事の主催により、本年5月下旬に第44･45次長

期滞在クルーとして国際宇宙ステーションに向かう油井亀美也宇宙飛行士、Kjell 

Lindgren宇宙飛行士（米）及びOleg Dmitrievich Kononenko宇宙飛行士（ロシア）の

壮行レセプションが総領事公邸において開催されました。 

  同レセプションには、当地米航空宇宙局（NASA）関係者、当地で訓練中の大西

卓哉宇宙飛行士及び金井宣茂宇宙飛行士、酒井純一宇宙航空研究開発機構

(JAXA)ヒューストン駐在員事務所長、ヒューストン日米協会幹部、当地日本人会幹

部と共に商工会から鈴木副会長（クラレ）、佐藤副会長（東芝）、堀田特命理事（丸

紅）が参加しました。 

 レセプションの冒頭、髙岡総領事より、人類の発展のためにフロンティアで活躍さ

れる宇宙飛行士の使命に敬意を表するとともに、若き外務事務官として国際宇宙ス

油井宇宙飛行士 

壮行レセプション 

 ベイラー医科大学 研究員 田上聖徳 

 

テーション・ミッションへの日本の参加決定に直接携わっていたことに触れ、本件ミッションへの日本の参加は正しい決断であったこと、ロシアが国際

宇宙ステーションにおいて重要な役割を担っていることは、当時は想像し難く、喜ばしいことである旨述べました。また、油井宇宙飛行士よりは、今回

のレセプションの開催につき深く感謝する、2009年に訓練を一緒に行ってきた仲間であるLindgren 宇宙飛行士と今回はコマンダーとして3度目の

ISSに向かうKononenko宇宙飛行士はベストチームであり全力を尽くしたいとの挨拶がありました。 

 レセプションには70名近い出席者があり、多くの出席者が3名の宇宙飛行士と記念撮影を行う等終始和やかな雰囲気の下に開催され、印象に残る

レセプションとなりました。 

NASA関係者  

米国務省ヒューストン地域事務所長（左から4人目） 

髙岡総領事（右から2人目）、 

在ヒューストンロシア総領事（右端）と宇宙飛行士たち 

左からKononenko宇宙飛行士（ロシア）、油井宇宙飛行士、 

Lindgren宇宙飛行士（米）  
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 自宅で使用する吸入デバイスについて(第４回） 

 

Center for Allergy and Asthma of Texas 

米国アレルギー免疫専門医 

小川リール好子  

 そろそろ春らしい気候となって参りました。先月の3

月号の私の記事に可愛らしい写真がいつの間にか挿

入されているのを見て、「ん？」と手が止まりました。 

 

 写真から想定するに、3歳前後のお子さんでしょう

か。眉間にしわを寄せて、小さな手でインへーラーを小さなお口にくわえよう

と真剣な様子がいじらしいですね。ただ読者の皆様の中でインへーラーを

お使いのお子様がこの男の子のような使い方をしているようでしたらば、適

切な使用方法ではないので、この記事をよりよく読んで参考にしていただけ

ればと思います。 
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 この写真のように就学前のお子

様の場合、口から鼻まで覆うマスク

を使用すれば、テクニックの心配

はいらなくなります。手もあくので、

5分位吸入している間に塗り絵をし

たりおもちゃで遊んだりして退屈せ

ずに済みます。 

 

てはいかがでしょうか。作り方をお知りになりたい方

は、どうぞスタッフまでお声をかけてください。5月

は、夏休み前の最後の開催になります。たくさんの

お友達が、聞きに来てくれることを楽しみしていま

す。 

 

 あそぼーかいと読み聞かせの会が

同日開催と なった3月7日土曜日、キッズ

ルームは、入りきれないほどのたくさんのお

友達で、いっぱいになりました。最初は、「き

んぎょが にげた」の大型絵本。まんまるの

かわいいきんぎょさんが、お部屋の中を自由

に泳ぎまわってかくれんぼ。逃げるきんぎょ

さんを、お友達みんなの目や手も大忙しで

追いかけました。ロングセラーのこの絵本

は、毎回大人気です。次は、山寺の小僧さ

んと狐の知恵くらべのお話、「ずいとんさ

ん」。さて、どちらが勝ったのかな。次は、五

味太郎さんの「なにしているの？」。とてもユ

ニークな絵で表現してあり、なんだろう？と考

えさせられます。答えもユニークで、ひかりや

空気の勉強をしたり、ばらばらになったり、寝る

勉強で寝てしまう・・・楽しいお話です。最後

は、みんな大好き「はらぺこあおむし」。大型絵

本いっぱいに描かれた鮮やかな蝶が、さなぎ

から変身する場面は迫力満点、わっーと歓声

が上がりました。この絵本は、小さいお子さん

も喜ぶ仕掛け絵本です。三水会センターの図

書館にもありますので、是非手にとってみてく

ださい。 

  会の終わりに、スタッフが絵本の表紙カバー

をリサイクルして作ったエコバックをプレゼント

しました。絵本をもっと身近に感じて、どんどん

大好きな絵本を増やしてほしいという思いで作

りました。簡単に作ることができますので、ご自

宅でも、お子さんの大好きな絵本で作ってみ

 

 ピーカンキッズ今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞ 

5月5日（火） 10時30分～ 

5月9日（土） 9時30分～ 

6月7月8月はお休み 

 

＜読み聞かせの会＞ 

5月2日（土） 9時30分～10時00分  

乳幼児から就学前のお子さんを対象にした絵本 

（古本市開催のため 一回のみとなります） 

6月7月8月はお休み 

 変更がある場合もございます。三水会センター

内のポスターやヒューストンなびでもご確認くだ

さい。 

 スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ち

の方やお問い合わせは、次のアドレスまでご連

絡下さい。お待ちしております。  

 

あそぼーかい   

mama.asobokai@gmail.com 
 

読み聞かせの会  
houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

Business Seminar  

 

 

各部門入賞者 氏名（在学校名 参加地区大会） 

スピーチ: 朗読部門 

1位 Heeyong Huh (Smith H.S. Dallas)  

2位 Jaein Kim (Cinco Ranch H.S. Houston) 

3位 Shelly Gonzalez (Creekview H.S. Dallas) 

高校オーロラ予選部門 

1位 Bilal Pazir (Churchill H.S. San Antonio) 

2位 Joowon Lee (L.V. Berker H.S. Dallas) 

3位 Claire Nesbitt (Johnson H.S. San Antonio)  

大学部門 

1位 Miki Wang (Baylor University Dallas) 

2位 Hyein Jeon (University of Incarnate Word 

San Antonio)  

3位 Stratton Gains  (UT Austin Austin)  

オープン部門 

1位 Julia Holz (JASH Houston) 

詩暗唱部門・初級 

1位 Amanda Rosario Claudi (Johnson  H.S. San 

Antonio) 

2位 Fiona Yeung (Bellaire H.S. Houston) 

3位 Andrea Lopez (Churchill H.S. San Antonio)  

詩暗唱部門・中級 

1位 Gabriel Saucedo (Johnson  H.S. San Antonio) 

2位 Bernice Tsao (Bellaire H.S. Houston)  

3位 Frida Pacheco (Turner H.S. Dallas)  

スキット部門 

1位 Bellaire H.S. Houston (Mario Barrera  Des-

mond Davis  Emely Montiel  Elena Nichols) 

2位 LASA H.S. Austin (Isabela Contreras  Mica 

Mangibin Ella Pettichord)  

3位 Richardson H.S. (Alfred Chou、 Kevin Hol-

lingsworth、 Adam Mola、 Austin Nguyen) 

ヒューストン日本人会奨学金 ($1,000) :  

Bilal Pazir (Churchill H.S, San Antonio)  

オーロラ日本語スピーチコンテスト全米大会

(5/2015)  出場資格獲得: 

Bilar Pazir (Churchhill H.S. San Antonio)   
Joowon Lee (L.V. Berker H.S. Dallas)   

日本行き往復航空券: 

Miki Wang (Baylor University)  

Kata Robata 食事券 ($150):  

Julia Holz (JASH Houston)   

 第26回テキサス州日本語スピーチコンテ

ストが去る3月7日土曜日、ライス大学へリ

ングホール (Herring Hall) に於いてヒュー

ストン日米協会及び在ヒューストン日本国

総領事館の共催により開催されました。大

会にはヒューストン日本人会、ヒュースト

ン日本商工会、テキサス州日本語教師会

等、各日本団体から多大なるご支援とご協

力を頂きました。各地区予選（オースティ

ン、ヒューストン、ダラス、サンアントニ

オ）を勝ち抜いた本大会出場者、保護者、

引率教師、一般聴衆が一堂に参集し、220席

を有する会場をほぼ埋め尽くす大盛況の大

会でした。 

 本大会はスピーチ4部門が大会前半に、大

会後半にスキット、課題詩初級、課題詩中

級の3部門を併せ、計7部門の発表と審査が

行われました。スピーチ部門はスピーチ朗

読から始まり、高校スピーチ全米オーロラ

大会出場者選考部門、大学部門、オープン

部門の発表がありました。前半は午後12時

から3時半まで3時間半、さすが本選に出場

する競技者だけあって内容の優れたスピー

チが発表されました。スピーチ発表者が審

査員と日本語で行う質疑応答では審査員を

うならせる場面もあり、競技者の日本語能

力の向上が確実に見られた大会でした。大

会後半では4地区の課題詩暗唱部門予選入賞

者が全員参加し、またスキット部門参加者

数が増えたこともあり、終了予定時間を超

えて午後 5 時全競技が終了しました。 

 大会後、スピーチコンテスト授賞式及び

レセプションは同会場に於いて、在ヒュー

ストン日本国総領事館より岩崎首席領事を

お迎えし、ヒューストン日本人会、ヒュー

ストン日本商工会、ヒューストン日米協会

等各支援団体代表の方々のご出席のもとで

行われました。大会参加者全員が授賞式に

臨み、各団体を代表する方々より各部門入

賞者にトロフィーと賞状が授与されまし

た。特別賞は昨年同様、本年度もヒュース

トン日本人会から日本人会奨学金千ドルが

高校スピーチ全米オーロラ大会出場者選考

部門の1位入賞者に、ヒューストン日米協会

から日本行き往復航空券が大学スピーチ部

門の1位入賞者に、JETAATよりオープン部

門1位入賞者にKata Robata食事優待券が授

与されました。本大会が無事にそして成功

に終了できたのも、偏に在ヒューストン各

団体からのご理解と資金面でのご支援、ボ

ランティアの皆様のご協力の賜物であり、

心より感謝申し上げます。また各団体を代

表し、審査員をお引き受け下さった方々の

ご協力に深く感謝申し上げます。今後とも

引き続きご支援、ご協力頂けますよう、宜

しくお願い申し上げます。 

 以下、入賞された方々には今後も継続し

て日本語と日本文化を学習し、日米両国の

架け橋となり日米文化の交流と相互理解に

尽力されるよう、心より祈念いたします。

また入賞された生徒学生のご家族、日本語

教育に携わる教師の方々の日々の努力に感

謝いたすと共に、その努力の成果に心から

お喜び申し上げます。おめでとうございま

す。 

 

大会HP:  

http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/en/

archive/2015/150307_SpT.html  

佐藤裕子 

ライス大学人文学部外国語センター日本語科 

ヒューストン日米協会スピーチコンテスト委員会  

 そして小学校以上の小児、成

人で、スペーサーなしでも上手く

インへーラーを使える場合は、こ

の絵のように親指と人差し指でイ

ンへーラーを持った上、人差し指

を押して薬を口の中に噴射しま

す。 

喘息の吸入薬は実に色々な種

類が存在し、使い方もそれぞれ

なのですが、自分でお薬を吸い

込まなくてはならないものが多い

のです。幼少の患者さんであった

り、成人でも喘息の発作が激しく

上手く吸うことができなかったりす

るときは、ネブライザーという機械

を使うと楽に吸引できます。ネブ

ライザーは薬剤が液状のものを

噴霧にする機械で、煙のような蒸

気をマスクやマウスピースを用い

て吸入します。 

また4-5歳のお子様で上手くでき

る 場 合 は、右 の 写 真 の よ う に ス

ペーサーという器具を使うことで、

ネブライザーのように電源を心配

することなく簡単に携帯できるイン

へーラーをより効果的に使うことが

できます。 

 いずれにしましても、医師の指示のもと適切な器具を選んで使われる

ことをお勧め致します。 



 生粋の、しかもちょっと古い部類の日本人である私としては、食

事には野菜が必須。アメリカ人の野菜不要の身体とは、身体の

造りが違うようで、毎週かなり大量の野菜を買っています。 

 ところが、年度末にさしかかり、忙しくて行きつけのアジア系

スーパー（うちから遠い）に行けなかった日がありました。 

「うわ～～～、野菜がないっ!!」 

と、半狂乱の私に、次男坊は、 

「一週間くらい大丈夫だよ。」 

と言い放ちました。が、一緒に近くのアメリカ系のスーパーについ
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 ⑧ アメリカボウフウ 

   （アメリカ人には“パースニップ”と言ってあげて）  

ヒューストン日本語補習校 

平成２６年度 

 3月14日、ヒューストン日本語補習校、卒園・卒業式が行われました。

今年の春は例年に比べて雨が多い日が続きますが、この日は好天に

恵まれました。ここ数年は補習校の児童・生徒数も増え、今年も二部構

成の式となりました。 

 前半の卒園式では幼稚部星、宙、月組合わせて42名に卒園証書が

手渡され、来賓代表の髙岡在ヒューストン日本国総領事、山崎校長先

生から、「一年生ではたくさんの友達を作って、漢字や算数をしっかり勉

強して下さい」とのお言葉を頂きました。そして卒園生全員で「みんな友

達」を合唱しました。一年前の入園時に比べてずっとお兄さん、お姉さ

んになった頼もしい姿に心が和みました。 

 後半の卒業式では、小学部35名、中学部22名、高等部6名に卒業証

書、修了証書が授与されました。校長先生から「宮本武蔵が残した『我

以外皆我師』という言葉から、自ら学ぶ姿勢で一歩を踏み出して欲し

い」との式辞を、総領事からは「補習校での勉強、培った友情、様々な

人々との交流、育んだ家族との絆を糧に更なる成長を願う」との祝辞を

頂きました。中学二年島崎 奏南さんの「補習校で学んだこ

とや思い出をこれからの道しるべとして下さい」とした送辞に

応じ、高等部油井 香奈さんの「夢を夢で終わらせない」、小

学部吉田 颯人君の「中学で理科を学ぶことが楽しみ」、甲

斐 水葵さんの「学校行事で学んだ団結、友情を大切に未

来に向かって行きたい」、中学部五十嵐 晴君の「卒業生そ

れぞれ進む道は異なるが、補習校の思い出を胸に頑張っ

て行く」との決意や思いのこもった答辞がありました。最後に

いきものがかりの「YELL」を卒業生全員で合唱して式を締

めくくりましたが、別れと旅立ちを唄った歌詞が式の雰囲気

と合ってとても印象的でした。感謝と祝福にあふれたすばら

しい式となりました。 

 卒園・卒業の皆さん、ご家族の皆さん、本当におめでとう

ございました。               （補習校運営委員） 

ヒューストンのスーパーマーケットで売られている、目にはすれど

もどうも手が出しづらい、食べ方が分からない、といった日本人に

とって「珍しい様々な国の食材」に挑戦した体験のご紹介です。 

白一点、そこにはまさに「白いニンジン」が。 

「何だこりゃ？」 

 手にとって名前を見ると“Parsnip”と書いてあ

りました。 

「ニンジンじゃないジャン。」 

 とはいえ、珍しかったので買おうかな、と思

い、値段をみると、隣のニンジンの2倍の値

段。 

「え～、高いよ！不味かったらどうするの？」 

「まあまあ、一回くらい買って試してみたら？」 

 またもや息子に説得されて、やっぱり買ってしまいまし

た。 

 家に帰って、袋を開けたとたん、辛い匂いがツンと鼻に刺

さりました。（辛くて食べられなかったらどうしよう）と、私は既

にドキドキ。 

 手に取ると、形はまさに絵にかいたようなニンジン形。どう

やって食べようか、と少し考えて、ニンジンに似ているの

で、バターで炒めるグラッセ風にすることにしました。これオ

ンリーで料理して不味いと悲しいので、ニンジンをお供に

することに。 

 ニンジンと同じようにピーラーで皮を剥くと、ちょっとひっ

かかってゴボウのような感触でした。輪切りにしてみると、中

にゴボウのような芯がくっきり入っています。匂いが辛かっ

たので、ちょっとなめてみました。この時点では特に辛くは

なかったので、ひと安心。ニンジンもおそろいの形に切っ

てきてくれて、（私が）食べられそうな野菜を一緒

に物色してくれました。一般的に、アジア系の

スーパーに比べて、アメリカ系のスーパーは、野

菜の種類が少ないように感じます（私が行ってい

るところだけだったらごめんなさい。）ブツブツ文

句を言いながら、野菜売り場を歩いていく私。 

「ほらね、やっぱりあんまりなかった。」 

 野菜売り場はもうすぐ終わり。そこまでで、私の

カートには、ケール、アスパラガス、コリアンダー

（バクチー）が入っていました。その時、 

「あ、あれ買ってみたら？」 

と、息子が指差した先は、ニンジン売り場。 

「ニンジン、うちにあるよ。」 

「違うよ、ホラ、白いニンジンだよ。」 

「え、白いニンジン？」 

 白地に赤く、は日の丸ですが、オレンジの中に

て、バターの溶けた片手な

べに投入。 

 ほんの少し水を入れて、

時々かき混ぜながら中火

で蒸し炒め。だんだん火が

通ってくると、あらら、白い

方は縁が崩れだしていま

す。ゴボウのような硬さを想

像していたので意外でし

た。全体に火が通ったところで、醤油をたらしクレイジーソ

ルトを振って出来上がり。 

 さて、お味は…。おおっ！と、これまた予想を裏切る食感

と美味さ。サツマイモの６０パーセントくらいの甘みがあり、

ニンジンよりジャガイモに近い食感でした。息子に食させる

と、「サツマイモ？」と聞いてきたくらい。 

 よかった、美味しくて。ニコニコしながら、次の週に再度購

入。ポテトのようだったので、今度はチップスにしてみまし

た。ところが、揚げてみると、苦味がしゃしゃり出てきて、「美

味しい！」とは、ちょっと言い難い味になってしまいました。

そこで、半分残ったものは、最初のグラッセ風にして、美味

しくいただきました。 

 このパースニップは、もともと古くからローマやギリシャで

食されていたそうです。ヨーロッパに渡ってからは、サトウキ

ビが発見されるまで砂糖の基にしていたという事で、あの甘

みに納得。アメリカには18世紀に持ち込まれたそうですが、

日本ではアメリカボウフウ（＊）と呼ばれているそうで

す。春に植え、収穫は初霜のころで、冬に近づくほ

ど甘みが増すという、のんびり成長するセリ科の野

菜です。葉と茎から出る汁に触わると光線過敏症に

なり、赤く腫れたりかぶれたりするので、葉つきのも

のは避けたほうが良さそうです。パースニップは、

糖分と線維が多く、マグネシウム、葉酸、カリウム、

ビタミンCとKなども豊富で、老化防止の効果がある

そうです。生でも食べられますが、調理して食べる

のが一般的です。ニンジンが苦手な方も、これなら

いけますよ！ 

 ＊ボウフウは、「防風」で中国東北部から華北原

産のセリ科の植物で漢方薬に使われるが、パース

ニップとは別属。 

■ 第551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 

 第551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。参加資

格は商工会、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： 2015年4月26日（日） 午前8時より  ＜小雨決行＞  

開催場所： The Clubs of Kingwood 

        （1700 Lake Kingwood Trail, Kingwood, TX 77339）          

■ 商工会生活・情報委員会主催 「古本市」 開催のご案内 

 生活・情報委員会が上記のとおり、古本市を開催することになりました。三水会セン

ターにて午前のみ開催を予定しており、午前10時より整理券を配布する予定です。 

 なお、三水会センター図書館では本や雑誌、絵本などのご寄付を随時受け付けて

おりますので、ご家庭で読み終わったまま置いてある本がございましたら、是非図書館へご寄付くださ

い。また、今回の古本市では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け

るように、日本語教材（辞書、教材、漢字ドリル、使いかけの国語ノートなど）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しますので、該当するものがございましたら、併せてご寄付を

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： 2015年5月2日（土）   10:30～12:00 

開催場所： 三水会センター  会議室   

■ 商工会・日本人会共催ピクニック 

 今年も、Jones Creek Ranch Park（前称：The Gordon Ranch）でピクニック

が開催されます。会場の運営が変わり名前が新しくなりました。巨大バウン

シングアトラクションやふれあい動物園、ポニーライドなどに加え、大人も参

加可能な各種アクティビティをご用意しております。場内設置のプレイグラ

ウンドやバレーボールコート、バスケットボールコートもご自由にご利用頂

けます。また、パビリオンや木陰ではピクニックテーブルを囲んでのお食事

やBBQなどもゆっくり楽しんでいただけます。 

 詳細は、別途お送りいたします開催案内をご参照ください。  

開催月日： 2015年5月10日（日）＜雨天決行＞ 

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

パースニップ全体 

パースニップ輪切り 
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 自宅で使用する吸入デバイスについて(第４回） 

 

Center for Allergy and Asthma of Texas 

米国アレルギー免疫専門医 

小川リール好子  

 そろそろ春らしい気候となって参りました。先月の3

月号の私の記事に可愛らしい写真がいつの間にか挿

入されているのを見て、「ん？」と手が止まりました。 

 

 写真から想定するに、3歳前後のお子さんでしょう

か。眉間にしわを寄せて、小さな手でインへーラーを小さなお口にくわえよう

と真剣な様子がいじらしいですね。ただ読者の皆様の中でインへーラーを

お使いのお子様がこの男の子のような使い方をしているようでしたらば、適

切な使用方法ではないので、この記事をよりよく読んで参考にしていただけ

ればと思います。 
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 この写真のように就学前のお子

様の場合、口から鼻まで覆うマスク

を使用すれば、テクニックの心配

はいらなくなります。手もあくので、

5分位吸入している間に塗り絵をし

たりおもちゃで遊んだりして退屈せ

ずに済みます。 

 

てはいかがでしょうか。作り方をお知りになりたい方

は、どうぞスタッフまでお声をかけてください。5月

は、夏休み前の最後の開催になります。たくさんの

お友達が、聞きに来てくれることを楽しみしていま

す。 

 

 あそぼーかいと読み聞かせの会が

同日開催と なった3月7日土曜日、キッズ

ルームは、入りきれないほどのたくさんのお

友達で、いっぱいになりました。最初は、「き

んぎょが にげた」の大型絵本。まんまるの

かわいいきんぎょさんが、お部屋の中を自由

に泳ぎまわってかくれんぼ。逃げるきんぎょ

さんを、お友達みんなの目や手も大忙しで

追いかけました。ロングセラーのこの絵本

は、毎回大人気です。次は、山寺の小僧さ

んと狐の知恵くらべのお話、「ずいとんさ

ん」。さて、どちらが勝ったのかな。次は、五

味太郎さんの「なにしているの？」。とてもユ

ニークな絵で表現してあり、なんだろう？と考

えさせられます。答えもユニークで、ひかりや

空気の勉強をしたり、ばらばらになったり、寝る

勉強で寝てしまう・・・楽しいお話です。最後

は、みんな大好き「はらぺこあおむし」。大型絵

本いっぱいに描かれた鮮やかな蝶が、さなぎ

から変身する場面は迫力満点、わっーと歓声

が上がりました。この絵本は、小さいお子さん

も喜ぶ仕掛け絵本です。三水会センターの図

書館にもありますので、是非手にとってみてく

ださい。 

  会の終わりに、スタッフが絵本の表紙カバー

をリサイクルして作ったエコバックをプレゼント

しました。絵本をもっと身近に感じて、どんどん

大好きな絵本を増やしてほしいという思いで作

りました。簡単に作ることができますので、ご自

宅でも、お子さんの大好きな絵本で作ってみ

 

 ピーカンキッズ今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞ 

5月5日（火） 10時30分～ 

5月9日（土） 9時30分～ 

6月7月8月はお休み 

 

＜読み聞かせの会＞ 

5月2日（土） 9時30分～10時00分  

乳幼児から就学前のお子さんを対象にした絵本 

（古本市開催のため 一回のみとなります） 

6月7月8月はお休み 

 変更がある場合もございます。三水会センター

内のポスターやヒューストンなびでもご確認くだ

さい。 

 スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ち

の方やお問い合わせは、次のアドレスまでご連

絡下さい。お待ちしております。  

 

あそぼーかい   

mama.asobokai@gmail.com 
 

読み聞かせの会  
houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

Business Seminar  

 

 

各部門入賞者 氏名（在学校名 参加地区大会） 

スピーチ: 朗読部門 

1位 Heeyong Huh (Smith H.S. Dallas)  

2位 Jaein Kim (Cinco Ranch H.S. Houston) 

3位 Shelly Gonzalez (Creekview H.S. Dallas) 

高校オーロラ予選部門 

1位 Bilal Pazir (Churchill H.S. San Antonio) 

2位 Joowon Lee (L.V. Berker H.S. Dallas) 

3位 Claire Nesbitt (Johnson H.S. San Antonio)  

大学部門 

1位 Miki Wang (Baylor University Dallas) 

2位 Hyein Jeon (University of Incarnate Word 

San Antonio)  

3位 Stratton Gains  (UT Austin Austin)  

オープン部門 

1位 Julia Holz (JASH Houston) 

詩暗唱部門・初級 

1位 Amanda Rosario Claudi (Johnson  H.S. San 

Antonio) 

2位 Fiona Yeung (Bellaire H.S. Houston) 

3位 Andrea Lopez (Churchill H.S. San Antonio)  

詩暗唱部門・中級 

1位 Gabriel Saucedo (Johnson  H.S. San Antonio) 

2位 Bernice Tsao (Bellaire H.S. Houston)  

3位 Frida Pacheco (Turner H.S. Dallas)  

スキット部門 

1位 Bellaire H.S. Houston (Mario Barrera  Des-

mond Davis  Emely Montiel  Elena Nichols) 

2位 LASA H.S. Austin (Isabela Contreras  Mica 

Mangibin Ella Pettichord)  

3位 Richardson H.S. (Alfred Chou、 Kevin Hol-

lingsworth、 Adam Mola、 Austin Nguyen) 

ヒューストン日本人会奨学金 ($1,000) :  

Bilal Pazir (Churchill H.S, San Antonio)  

オーロラ日本語スピーチコンテスト全米大会

(5/2015)  出場資格獲得: 

Bilar Pazir (Churchhill H.S. San Antonio)   
Joowon Lee (L.V. Berker H.S. Dallas)   

日本行き往復航空券: 

Miki Wang (Baylor University)  

Kata Robata 食事券 ($150):  

Julia Holz (JASH Houston)   

 第26回テキサス州日本語スピーチコンテ

ストが去る3月7日土曜日、ライス大学へリ

ングホール (Herring Hall) に於いてヒュー

ストン日米協会及び在ヒューストン日本国

総領事館の共催により開催されました。大

会にはヒューストン日本人会、ヒュースト

ン日本商工会、テキサス州日本語教師会

等、各日本団体から多大なるご支援とご協

力を頂きました。各地区予選（オースティ

ン、ヒューストン、ダラス、サンアントニ

オ）を勝ち抜いた本大会出場者、保護者、

引率教師、一般聴衆が一堂に参集し、220席

を有する会場をほぼ埋め尽くす大盛況の大

会でした。 

 本大会はスピーチ4部門が大会前半に、大

会後半にスキット、課題詩初級、課題詩中

級の3部門を併せ、計7部門の発表と審査が

行われました。スピーチ部門はスピーチ朗

読から始まり、高校スピーチ全米オーロラ

大会出場者選考部門、大学部門、オープン

部門の発表がありました。前半は午後12時

から3時半まで3時間半、さすが本選に出場

する競技者だけあって内容の優れたスピー

チが発表されました。スピーチ発表者が審

査員と日本語で行う質疑応答では審査員を

うならせる場面もあり、競技者の日本語能

力の向上が確実に見られた大会でした。大

会後半では4地区の課題詩暗唱部門予選入賞

者が全員参加し、またスキット部門参加者

数が増えたこともあり、終了予定時間を超

えて午後 5 時全競技が終了しました。 

 大会後、スピーチコンテスト授賞式及び

レセプションは同会場に於いて、在ヒュー

ストン日本国総領事館より岩崎首席領事を

お迎えし、ヒューストン日本人会、ヒュー

ストン日本商工会、ヒューストン日米協会

等各支援団体代表の方々のご出席のもとで

行われました。大会参加者全員が授賞式に

臨み、各団体を代表する方々より各部門入

賞者にトロフィーと賞状が授与されまし

た。特別賞は昨年同様、本年度もヒュース

トン日本人会から日本人会奨学金千ドルが

高校スピーチ全米オーロラ大会出場者選考

部門の1位入賞者に、ヒューストン日米協会

から日本行き往復航空券が大学スピーチ部

門の1位入賞者に、JETAATよりオープン部

門1位入賞者にKata Robata食事優待券が授

与されました。本大会が無事にそして成功

に終了できたのも、偏に在ヒューストン各

団体からのご理解と資金面でのご支援、ボ

ランティアの皆様のご協力の賜物であり、

心より感謝申し上げます。また各団体を代

表し、審査員をお引き受け下さった方々の

ご協力に深く感謝申し上げます。今後とも

引き続きご支援、ご協力頂けますよう、宜

しくお願い申し上げます。 

 以下、入賞された方々には今後も継続し

て日本語と日本文化を学習し、日米両国の

架け橋となり日米文化の交流と相互理解に

尽力されるよう、心より祈念いたします。

また入賞された生徒学生のご家族、日本語

教育に携わる教師の方々の日々の努力に感

謝いたすと共に、その努力の成果に心から

お喜び申し上げます。おめでとうございま

す。 

 

大会HP:  

http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/en/

archive/2015/150307_SpT.html  

佐藤裕子 

ライス大学人文学部外国語センター日本語科 

ヒューストン日米協会スピーチコンテスト委員会  

 そして小学校以上の小児、成

人で、スペーサーなしでも上手く

インへーラーを使える場合は、こ

の絵のように親指と人差し指でイ

ンへーラーを持った上、人差し指

を押して薬を口の中に噴射しま

す。 

喘息の吸入薬は実に色々な種

類が存在し、使い方もそれぞれ

なのですが、自分でお薬を吸い

込まなくてはならないものが多い

のです。幼少の患者さんであった

り、成人でも喘息の発作が激しく

上手く吸うことができなかったりす

るときは、ネブライザーという機械

を使うと楽に吸引できます。ネブ

ライザーは薬剤が液状のものを

噴霧にする機械で、煙のような蒸

気をマスクやマウスピースを用い

て吸入します。 

また4-5歳のお子様で上手くでき

る 場 合 は、右 の 写 真 の よ う に ス

ペーサーという器具を使うことで、

ネブライザーのように電源を心配

することなく簡単に携帯できるイン

へーラーをより効果的に使うことが

できます。 

 いずれにしましても、医師の指示のもと適切な器具を選んで使われる

ことをお勧め致します。 



第１２６回 
 

 癌治療の現状 

Gulf    Stream 4 Gulf    Stream 9 

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。 

前回の大塚正久先生から消化器・乳腺甲状腺外科がご専門の田上聖徳先生にバトンが移りました。 

 鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科

の田上聖徳です。2014年6月からベイ

ラー医科大学の「Center for Cell and 

Gene Therapy」で研究留学中です。日

本では消化器癌を専門にしております

が、大学院時代に癌の遺伝子治療の研

究を行っていた縁で、こちらでは遺伝子

治療と免疫療法を併用した新規癌治療

の開発を目指して研究をさせて頂いて

おります。今回は癌と診断された際に、

どのような治療法の選択肢があるのかと

いう観点から癌治療の現状と、また今後

どのような展開が期待されているのかに

ついて書いてみようと思います。 

 多くの場合、ある日突然癌と診断され

ます。検診で見つかったり、何となく体

の不調を訴えて来院したり、時には予期

せぬ出血で救急車で来院され癌が発覚することもあります。患者さんやご家

族にとっては正に晴天の霹靂で、いくらお金を払っても良いから治したいと思

う場合や、もう高齢だから本人には知らせたくないという場合など、さまざまな

状況があります。しかしどのような状況でもその方にあった適切な治療がなさ

れなければなりません。そこで大切なことは、本人が(難しければ家族が)、病

気がどの程度すすんでいるのか、その進み具合に合った標準的な治療法、

そしてその治療に伴う副作用について、しっかり説明を受け理解することで

す。専門の担当医から十分な説明を受けることが最も大切です。その上で最

も適切な治療を選択することが望まれます。 

 現在癌の標準的な治療法は、「外科手術」、「放射線治療」、「化学療法（抗

癌剤）」の三つです。多くの場合どのようにこれらの三つの治療法から選択さ

れるかと言うと、癌が早期で、転移もなく、周囲への広がりもひどく無ければ、

まず手術や放射線治療等の局所治療が選択されます。診断された時点であ

る程度進行しており、転移がある場合や、周囲組織へ浸潤が見られる場合

は、癌細胞は血流やリンパの流れにのって全身に散らばっている可能性があ

るので抗癌剤等による全身的治療が必要となります。当然臓器や癌の種類

によって治療の適応は様々ですが、この三大治療の大まかな現状を説明し

たいと思います。 

外科手術 

 白血病などの血液の癌を除いて、固形癌においては比較的早期の癌であ

れば、手術療法で根治することができます。既に転移があるような進行癌に

対しては手術療法のみでは根治は望めません。かつては他の臓器への転移

や浸潤も広く切除する拡大手術が行われていましたが、手術そのものに伴う

命の危険や、再発を起こす可能性が高いことなどから、近年では手術、放射

線、化学療法を組み合わせた「集学的治療」を行うことが多くなりました。また

早期の癌では、機能温存の観点から、できるだけ切除範囲を少なくする「縮

小手術」も行われています。 

 内視鏡下手術：腹腔鏡や胸腔鏡と呼ばれる内視鏡を用いて行う手術です。

内視鏡と手術器具を小さな穴から入れて行うので、傷が小さく、痛みも少な

く、術後の社会復帰も早いという利点があります。早期の胃癌、大腸癌で広く

行われていますが、臓器や癌の種類によってはその適応はまだ検討されて

いる段階です。 

 ロボット手術：アメリカで開発された内視鏡手術支援ロボット「ダヴィンチ」

は、医師が3Dの立体画像を見ながら遠隔操作で手術をすることを可能にし、

また実際の人間の手の動きに近い操作が可能であるため内視鏡下手術で

難しい手技も容易に可能となりました。現在泌尿器科領域を中心にアメリカ

で広く普及していますが、日本でも導入が進んでいます。  

放射線治療 

 X線やガンマ線，電子線などの電磁波を癌細胞へ照射することによって，

癌細胞を死滅させる治療法です。現在は定位放射線療法と言って、複数の

角度から、他の臓器•組織を避け、腫瘍にのみ放射線を当てるようにする試

みがなされています。また手術の前または手術後に放射線治療を加えるこ

とによって、手術の切除範囲を縮小したり、再発を予防することもできます。

直腸癌で手術前に放射線治療を行い切除範囲を小さくすることで肛門機

能を温存できたり、また乳癌では術後に再発予防に放射線治療を加え、乳

房温存を可能にすることもあります。近年では陽子や炭素の原子核を治療

に用いる「陽子線治療」，「重粒子線治療」とよばれる治療法も話題になって

います。体の中での線量のピークを調整することができるので、従来の放射

線療法よりも、よりピンポイントに癌細胞のみに当てることができると言われ

ています。 

化学療法 

 抗癌剤を投与する治療法のことを言います。手術、放射線治療は癌に対

して直接的、局所的な治療法ですが、化学療法は全身的な治療になりま

す。全身に癌細胞が散らばっている進行癌や白血病などの血液の癌は化

学療法のみで治療します。また手術•放射線治療と併用して切除範囲を減

らしたり、再発を予防したりします。薬は点滴だけでなく飲み薬のものもあり

ます。最近では多くの施設で化学療法を外来通院で行うことができるように

しています。また分子標的治療薬という新たな薬剤の開発が進み、多くの薬

剤が標準治療として認可されてきており、従来の抗癌剤との併用も行われ

ております。分子標的治療薬が従来の抗癌剤と違うのは、癌細胞の浸潤や

増殖、転移に関わる分子のみをターゲットにするところです。これによって正

常細胞への影響が少ないため副作用も通常の抗癌剤よりも少なくなると考

えられていましたが、現在では間質性肺炎や皮膚障害、出血など従来の抗

癌剤とは違う副作用が起こることが分かっています。 

免疫療法 

 標準治療として確立しているこの三大治療以外で話題になっている治療

として癌の免疫療法があります。免疫療法も患者さんの体の癌に対する免

疫を誘導するものや、抗体などを投与する受動免疫療法と呼ばれるもの、ま

た癌細胞に特異的なリンパ球を培養して作成し投与する養子免疫療法など

色々ありますが、今その治療効果が確認され、期待されているのが抗体療

法です。特に抗CTLA-4抗体や抗PD-1/PD-L1抗体による免疫チェックポイ

ントを標的とした抗体療法は、近年の臨床試験で良い結果が報告されてい

ます。本来免疫細胞は癌細胞を攻撃する力を持っていますが、癌細胞は免

疫細胞から攻撃されないように身を守ろうとする仕組みがあります。これを免

疫逃避と言いますが、これらの薬剤は癌細胞が免疫細胞に攻撃されにくく

なっている原因の分子を阻害し、免疫細胞が再び癌細胞を攻撃できるよう

にすると考えられています。アメリカでは新たな癌治療薬として承認され期

待されていますが、一方でその性質から自己免疫疾患を引き起こすという

副作用も報告されています。 

 現在の大きな流れとしては、手術でも薬による治療でも、出来るだけ患者

さんの体に負担がかからずに効果の高い治療技術の開発と、上であげた治

療法の組み合わせによる「集学的治療」による治療効果の向上であると思

います。また、ここでご紹介した標準治療として確立していない新たな治療

法は、まだ研究中であり、このような治療を選択する場合は慎重な判断が必

要です。 

 以上簡単ではありますが癌治療の現状をまとめてみました。皆様の癌治

療に対する理解の一助になれば幸いです。 

次回は北海道大学から来られた産婦人科が専門の三田村卓先生にお願い

しております。先生は現在MD Anderson Cancer Centerへ留学中です。どのよ

うなお話になるか私も楽しみです。  

 2015年3月11日（水）、髙岡望総領事の主催により、本年5月下旬に第44･45次長

期滞在クルーとして国際宇宙ステーションに向かう油井亀美也宇宙飛行士、Kjell 

Lindgren宇宙飛行士（米）及びOleg Dmitrievich Kononenko宇宙飛行士（ロシア）の

壮行レセプションが総領事公邸において開催されました。 

  同レセプションには、当地米航空宇宙局（NASA）関係者、当地で訓練中の大西

卓哉宇宙飛行士及び金井宣茂宇宙飛行士、酒井純一宇宙航空研究開発機構

(JAXA)ヒューストン駐在員事務所長、ヒューストン日米協会幹部、当地日本人会幹

部と共に商工会から鈴木副会長（クラレ）、佐藤副会長（東芝）、堀田特命理事（丸

紅）が参加しました。 

 レセプションの冒頭、髙岡総領事より、人類の発展のためにフロンティアで活躍さ

れる宇宙飛行士の使命に敬意を表するとともに、若き外務事務官として国際宇宙ス

油井宇宙飛行士 

壮行レセプション 

 ベイラー医科大学 研究員 田上聖徳 

 

テーション・ミッションへの日本の参加決定に直接携わっていたことに触れ、本件ミッションへの日本の参加は正しい決断であったこと、ロシアが国際

宇宙ステーションにおいて重要な役割を担っていることは、当時は想像し難く、喜ばしいことである旨述べました。また、油井宇宙飛行士よりは、今回

のレセプションの開催につき深く感謝する、2009年に訓練を一緒に行ってきた仲間であるLindgren 宇宙飛行士と今回はコマンダーとして3度目の

ISSに向かうKononenko宇宙飛行士はベストチームであり全力を尽くしたいとの挨拶がありました。 

 レセプションには70名近い出席者があり、多くの出席者が3名の宇宙飛行士と記念撮影を行う等終始和やかな雰囲気の下に開催され、印象に残る

レセプションとなりました。 

NASA関係者  

米国務省ヒューストン地域事務所長（左から4人目） 

髙岡総領事（右から2人目）、 

在ヒューストンロシア総領事（右端）と宇宙飛行士たち 

左からKononenko宇宙飛行士（ロシア）、油井宇宙飛行士、 

Lindgren宇宙飛行士（米）  
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今すぐ知りたいこんな表現 

－ レストラン編 －  

英 語 文 例 集 

「英語圏での生活が初めてで自信がない」、「自分の言いたいことをどのように表現す

ればよいのかわからない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃることでしょう。英語

の苦手意識を軽減するために、実際に役立つ表現をマスターしましょう。今回はレスト

ランでの会話。美味しいと評判のお店に出かける時に、少しでもスムーズに会話ができ

ればより楽しい時間を過ごせるはず。その参考になる表現を集めてみました。 

今夜はロブスターのグリルがとても良いです。 

The grilled lobster is very good tonight. 

 

⑫ステーキの焼き方は如何なさいますか? 

How would you like your steak?  

レア（ミディアムレア、ウエルダン）でお願いします。 
 I’d like mine rare (medium-rare / well-done), please. 

 

⑬取り分けるためのお皿をください。このお料理を分けたいので。 
 May I have some extra plates? We want to share this. 

 

⑭お味は如何ですか? 
How do you like this? 

とても美味しいです。お薦めいただき、ありがとう。 
This is really tasty. I love this. Thank you for your recommendation. 

 

⑮私の注文した料理がまだ来ません。 

もうずいぶん待っているのですが。 

これは私が注文したものとは違います。 
My order hasn’t come yet. I’ve been waiting for a long time.  

This is not what I ordered. 

 

⑯お肉をもうちょっと焼いていただきたいのですが。 
  I would like the meat to be cooked a little more. 
 

⑰デザートはいかがですか? 
Would you care for dessert?  

お願いします。 

いえ、お腹がいっぱいになったので今回はパスします。 

（いえ、結構です。） 
  Sure. / Well…. I think we are full and we’ll pass. (No, thanks.) 
 

⑱お会計をお願いします。このカードが使えますか? 

Can I have the check, please? Can I use this card? 

お支払いはまとめてよいですか？それとも別にしますか？ 
Together or separate? 

会計は別でお願いします。（割り勘にしましょう。） 
We would like to pay separately. (Let’s spilt the check.) 

 

⑲この前ご馳走になったので、今晩は私が払います。 
 I’ll take care of the bill tonight, as you treated me last time. 

 

⑳これを持ち帰ることができますか? 
 Can I have a to-go-box? 

 

*to-go-box: 食べきれなかったお料理などの持ち帰り用の箱 

 

☆ 知っておきたい味の表現☆ 

*甘い sweet/sugary 

*辛い hot/spicy 

*苦い bitter 

*塩辛い salty 

*すっぱい sour/tart/acidic/vinegary 

*こってりした heavy/rich 

*脂っこい oily 

*あっさりした light/plain 

*さっぱりした light/refreshing/not too heavy 

*水っぽい watery 

*パサパサした dry 

*パリパリした crispy 

*コクがある full-bodied/rich 

*風味がある savory/tasty/flavorful 

①この近くにお薦めのレストランはありますか。  

この近くでまだ開いているレストランはありますか？ 
Could you recommend a nice restaurant nearby?   
Are there any restaurants still open near here? 

 

②明日の晩、6時に6名でテーブルを予約したいのですが。 

I’d like to make a reservation for six at 6:00 PM for tomorrow evening. 

6時は予約でいっぱいです。 

Sorry, there is no table available at six. 

どのくらい待つでしょうか？ 

How long is the wait? 

15分か20分だと思いますが。 

I suppose it’s 15 or 20 minutes. 

 

③窓際の席を二つお願いします。 

Can we have a table for two by the window? 

かしこまりました。こちらへどうぞ。 

Certainly. This way, please. 

 

④子供がいるので隅の方の席をお願いします。 
We have children with us, so could we have a table in a corner? 

 

⑤本日お客様の担当をする、ジャックです。こちらがメニューです。 

I’m Jack and I’ll be serving your table today. Here is the menu.  

お飲み物を先にいたしましょうか? 

 Can I start you off with a drink? 

ええ、ありがとう。ハウスワインの白をください。 

Yes, thanks. We’d like to have a bottle of house wine white, please. 

 

⑥メニューを見せてください。子供用のメニューがありますか? 
 Can I have a menu, please? Do you have a kids menu? 
 

⑦ご注文はお決まりですか? 

Are you ready to order? 

はい、お願いします。 / いえ、もう少しし待ってください。 
Yes, please.  / No. We need a few more minutes. 

 

⑧コーヒーはこのコースに含まれていますか？ 

 Is coffee included in this course menu? 

 
⑨卵のアレルギーがあります。卵を使わないお料理はありますか? 

 I’m allergic to eggs. Do you have any dishes that don’t use eggs? 

 

⑩これをください。 
I’ll have this. / I’ll try this.  

  ドレッシングはサイドで（かけないで）お願いします。 

I would like my salad dressing on the side, please. 

 

⑪お薦め料理はありますか。 
 Do you have any recommendations? 

 

Gulf    Stream 

会員消息 ＜敬称略／カッコ内、配偶者名＞ 

 や将来性・成長性の高い企業が多く、この地で弊

社もお客様と一緒に成長できればという願いで昨

年12月にヒューストンに念願の事務所を開設しま

した。 

今後は弊社のNYとLAのデータセンターを活か

したプライベートクラウドやデータバックアップ、DR

対策、コンサルティングを中心にITサービス事業

を展開してまいります。 

＜主なサービス＞ 

・IT包括技術サポート、日本語ヘルプデスク 

・各種クラウドサービス提供 

・高速インターネット回線（10M～300M）の提供 

・ネットワークセキュリティー（VPN、不正侵入防止

装置等） 

・基 幹 業 務 シ ス テ ム（会 計・ERP・EDI・CRM・

SharePoint）の構築・開発 

・各種ITコンサルティング（システム最適化、情報

セキュリティー、コンプライアンス、DR・BCP対策） 

2014年 に 日 系 企 業 と し て は 初 め てAT&Tの

Solution Providerに認定されました。 

MultiNet International Inc.  

ITに関するご相談がございましたらお気軽に声をお

掛け下さい。  
 

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。 

 親切で礼儀正しい人が多いと思います。車も他

の米国都市と比べて大きなSUVやピックアップトラッ

クが多く、米人がテキサスサイズと言っていたのには

笑いました。あまりに道路工事が多く、GPS情報と実

際の道路が違うので道を間違う事もありますが、同

時にヒューストンの勢いを感じます。 

日本人コミュニティーの結束が強い事や活動が活

発な事には驚きました。NYではこのように楽しそうな

コミュニティー活動は少なく、とても素晴らしい事と思

います。  

あと、基本的に私は食いしん坊ですので食べ物

が気になるのですが、ヒューストンはBBQやCajun料

理が多いので幾つか試しましたが、最高ですね。最

初はCraw Fishなどは「えーっ、ザリガニ？」幼少の

時に地元の池で捕まえたザリガニを思い出し少し抵

抗ありましたが、慣れれば何ともないですね。 

 

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。 

夏はBBQに凝ってます。会社のBBQ大会で技術

者に料理の味に負けてから研究をしてますが、奥が

深くまだ修行半ばという感じです。最近は郊外の自

然の中でキャンプをしたり、マウンテンバイクをする

事を楽しみにしてます。昨年は何度か熊やタヌキや

鹿に遭遇し、アメリカの大自然に感動しました。冬、

NYにいる時は下手ですが息子とスキーとスノボをし

ています。NYに来られる際は是非声をお掛け下さ

い。 

 

  

新村 賢 さん 

ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

１．会社（親会社and/or当地現地法人）の業務内容等に

ついて簡単にご説明ください。  

マルチネットは1994年にNYで設立されたITサービス

会社です。設立当初は通信業界の規制緩和を狙い、日

米の通信事業、北米の電話会社へ日本向けの電話回

線を卸売する事業が始まりでした。 ヒューストン地域で

はエネルギー、鉄鋼、化学関連の日系企業のお客様に

長年に渡りご愛顧いただいており、プロジェクトがある

毎、出張しておりましたが、社会的に重要なインフラ事業

執筆者の新村さんは、後列の右から3番目 

■よろしく！～新規入会です 
●正団体会員入会 

・Texel-Seikow U.S.A.,  Inc.                   

 4404 W. 12th St. Houston, TX 77055 

        正個人会員：和田隼忠 

・Kintetsu International Express (U.S.A.), Inc.        

 500 Route 17, Suite 209, Hasbrouck Heights, NJ 07604  

        正個人会員：根本真樹子 

 

●準会員入会 

・酒井健司（CBRE, Inc.）                    

 2221 Rosecrans Avenue, Suite 100 El Segundo, CA 90245 

・木村原（Kimura Law Office）                   

 12910 Memorial Drive, Houston, TX 77079 

・岸謙太郎（TOP Texas）                              

 400 N. Saint Paul Street, Suite 599, Dallas, TX 75201 

・大月基（BEI Engineers）                              

 3741 Red Bluff Road, Suite 200, Pasadena, TX 77503 

・Swager 恵理（Luxerge, LLC）                              

 

●正個人会員入会 

・Chiyoda International Corp.       小西克浩（麻紀） 

・Osaka Gas USA Corporation      伊藤優  

・Sojitz Corporation of America        中島彬匡 

・Toho Titanium America Co., Ltd.       彦坂耕二 

 

●配偶者登録 

・Nissan Chemical America Corp.                      竹原志実 

 

■さようなら！～残念ながら退会です 
●正個人会員退会 

・Nissan Chemical America Corp.                       堀賢一              

・Toho Titanium America Co., Ltd.           野元伸敏 

 

●配偶者退会 

・Nissan Chemical America Corp.                       馬場有希子              

 

■替わりました～メモのお願い 
●住所&FAX番号変更（電話番号、その他変更なし） 

・Toyota Tsusho America, Inc. 

（新）5847 San Felipe St. Suite 2300, Houston, TX 77057       

（新）FAX: 713-871-1129 
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 駐妻のヒューストン日記 
 

第127回 柚木 文恵さん 

 
 3年前の5月、三男妊娠8か月の頃、大きなお腹を抱

えながら、長男、次男と共にヒューストンへやって参りま

した。私達にとってはイギリス マンチェスターに続き２

度目の駐在生活です。長男をマンチェスターで、次男

を日本で出産していたので、三男をアメリカで出産する

ことに不安は感じていませんでした。実際、メモリアル

ハーマンでの出産はとても快適でした。イギリスでは1

泊で退院でしたが、2泊して退院できただけでも満足。

入院中の手厚いサービスも受けられ、アメリカでの出産

が一番楽だったように思います。 

 渡米して2か月で出産した後、いよいよ3人息子の子

育て生活が始まりました。住まいはKaty。日本では考

えられない大きな家に、大きな庭、歩いて5分の所には

スライダー付きのプール。こんなに素晴らしい環境で子

育てできる事に感謝しつつも忙しい生活が始まりまし

た。 

 最初は慣れないエレメンタリーとプリスクールの学校

生活に私も戸惑うことばかりでした。慎重派の息子達も

時間こそかかりましたが、少しずつ慣れて楽しんでいけ

るようになりました。今では2人とも大好きなサッカーの

練習や試合を楽しくこなしながら過ごしています。 

 一番心配していた学校生活が落ち着くと、次は私も

時間を持てるようになりました。まずはジム通い。生後4

カ月頃からでも預けられ運動できるなんて日本では考

えられません。お友達とテニスやゴルフをすることもで

き、息抜き出来る機会がたくさんあることで、私も

大らかな気持ちで子育て出来てきたように思い

ます。今年は自分に目標をもって何かを成し遂

げたいという気持ちから、KATYハーフマラソン

にチャレンジしてきました。目標に向い計画し、

努力し、チャレンジすることをつい忘れがちです

が、それができる環境にいる今しかないと、週2

日5マイル走り、目標タイムを達成してきました。

大会に出て驚いた事は女性の方が参加している

人数が多かったこと。アメリカのママさん達のパ

ワーに圧倒されて刺激をもらうことが出来ました。 

 ヒューストンでの生活がとても恵まれていると感

じるのは、食事や気候の面でも実感しています。

マンチェスターではたこ焼きをするのに、2週間

前からタコを魚屋にオーダーしなければ食べら

れませんし、お刺身は全く手に入りませんでし

た。ヒューストンでは一通り手に入るので、食事

 

の面でも大変助かっています。特に我が家の

息子達は和食好きなので有難く思います。 

 そして最後に気候。イギリスのグレーな空、雨

が多い気候の中過ごしたせいもあり、こんなに

も青く広い空と眩しい太陽は人を豊かな気持ち

にさせてくれるものと実感しています。庭でサッ

カーをしたりトランポリンをしたりする子供の遊

び声を聴くだけで、私も幸せな気持ちになりま

す。 

 恵まれた子育て環境についてお話してまいり

ましたが、我が家にとってのヒューストン生活も

後半戦に突入しています。子供にとっても私に

とっても最高の環境で今のこの時期を過ごせる

事に感謝しながら、1日1日の子供の成長を応

援しつつ、見守っていきたいと思っています。 

 

 

By 
Kumiko 

No.85 

日   時：  平成27年3月19日（木）11：30～13:15  

場   所：  住友商事社 会議室（10階） 

出席者： 名誉会長、名誉会員、理事委員10名、正会員１名、事務局長 

欠席者： 理事委員11名（うち会長委任 11名） 

司  会：  金子公亮幹事 

１．商工会会長連絡 （髙杉禎会長） 

昨年秋以降の原油価格の下落により仕事面においては痛手を被っているところ

もあるが、生活感覚からすると特に変化は感じられない。ヒューストンの経済状態

を示す指標として、今年1月末までの住宅販売戸数は昨年に比べて6％増加、ま

た自動車の販売台数も10.4%の増加という画期的な成長を示している。しかし、

原油価格はすぐに元に戻るとは考えられないため、数ヵ月後に当地経済の成長

が減速し何らかの影響が広がることが懸念される。引き続き今後の動向に注目し

ていきたい。一方、当会においては、4月から5月にかけて、ソフトボール大会、

ジャパンフェスティバル、テキサス会、古本市、ピクニックと大きなイベントが続く

予定。引き続き皆様のご支援ご協力をお願い申し上げたい。  

２．総領事館連絡  

＊岩田慎也領事より 

3月11日（水）午後7時より公邸にて、5月下旬に国際宇宙ステーション（ISS）への

出発を予定している油井宇宙飛行士の壮行レセプションを開催した。当レセプ

ションには、今回油井宇宙飛行士と共にISSへ向けて飛び立つアメリカ人及びロ

シア人の宇宙飛行士2名も参加し、大変盛況であった。商工会の鈴木副会長、

佐藤副会長、堀田特命理事を含め、総勢約70名のゲストの皆様にご参加頂けた

ことにこの場を借りて感謝申し上げる。現在、ヒューストンにいる邦人宇宙飛行士

は、星出宇宙飛行士が帰国したため、油井宇宙飛行士の他には3名（若田宇宙

飛行士、大西宇宙飛行士及び金井宇宙飛行士）となる。明年5月には、大西宇

宙飛行士がISSに向けて出発予定であり、その際にも同様な機会を設けることが

できないか検討したい。 

＊髙岡望総領事より 

安倍総理大臣の年頭所感におけるメッセージを受け、戦後70年という節目を迎

える年であることから、平和国家としてのこれまでの歩み及びこれからの日本が

目指すことを当地でも発信していくために各地での講演会に取り組んでいる。

San AntonioのUniversity of Texas、DallasのSouthern Methodist Universityに続

き、Houston のRice University においても講演を予定しており、「日本とテキサス

の将来は明るい」という点を併せ強調していきたい。また4月30日にホロコースト

博物館において開催が予定されているLyndon B. Johnson Moral Courage 

Award Dinnerにおいては、商工会の会員企業数社がテーブル購入にご協力い

ただけるとのこと、この場を借りて感謝申し上げる。このイベントへの参加も当地

における日本のプレゼンスをアピールする意味で、大変有意義なものである。 

３．六者交流会関連報告 （猿川秀正会員： 及川毅第一副会長代理） 

11月6日（金）、7日（土）に予定されている当地開催の六者交流会について、他

のゲスト五都市へ連絡し、先ずは日程を確保していただくよう依頼する。過去に

交流会を開催した五都市から情報を入手したところ、エルパソ以外は開催都市

の企業団体（ヒューストンでは商工会）または1企業が1,400ドルから13,000ドルま

での範囲で一部費用を負担していることがわかった。今年当地は、まだ幹事に

て収支案を作成できていないが、原則参加費で賄うもののキャンセル等による直

前の持ち出しに対応するため、1000ドルの予算を申請する予定。宇宙飛行士を

講演者として要請する件は、500名の参加人数条件を満たすことができず申請

が下りなかった。JAXA職員による講演会に切り替えるが、Q&Aセッションでの登

場、司会者との対話形式、記念撮影等、何らかの形で宇宙飛行士に登場しても

らえないか、あらためて交渉する。 

４．2015年ジャパンフェスティバル関連報告  

           （金子公亮幹事： 鈴木一副会長代理）  

4月18日（土）、19日（日）実施予定の同フェスティバルについて、第一回全体会

議が3月12日に日米協会にて行われ、宣伝・告知、イベント、出店、スポンサー

シップ提供についての報告があった。商工会が担当するKids Activity に関して

は、クラレ社内で準備を進めており、4月初旬までにボランティア用マニュアルを

改訂、配布予定。スポンサーシップ提供とボランティア募集に関しては、まだ目

標に達しておらず、引き続き積極的な呼びかけをお願いしたい。その他、ステー

ジやブースにて日本の伝統文化・伝統芸能の実演可能な日本人を募集するに

あたり、主催者側の要望があれば、商工会の全会員向けの依頼案内を配信する

方向で協力することとする。 

５． 第一回宇宙セミナー開催報告   

                           （金子公亮幹事： 酒井純一対外交流特命理事代理） 

去る3月8日（日）にNASAジョンソン宇宙センター（JSC）において第一回宇宙セミ

ナーが実施され、77名（25家族）が参加した。当セミナーでは、午前中にトラムツ

アーを行い、午後からはJAXA職員により、「国際宇宙ステーションの日本の実

験室「きぼう」～これまでやってきたこと、これからやること～」というタイトルで講演が行

われた。子供たちにもわかりやすい実験を取り入れ、国際ステーションでの実験の特

徴、成果、今後の計画について説明し、熱心に聴講いただいた。第二回宇宙セミナー

は、6月に実施予定。 

６．日本庭園関連報告 （加藤眞人他団体対応・日本庭園特命理事） 

日本から来た庭師2名による定期メンテナンスは、3月4日に無事終了した。続いて例年

通り、ジャパンフェスティバルの一週間前に行っているボランティアによる清掃活動を4

月11日（8:00-11:30）に予定している。後日、メールにてボランティア募集の案内を事務

局より配信するので、ぜひご協力いただきたい。商工会から日本庭園に例年4000ドル

を寄付しており、日本のプレゼンスをアピールするためにも、例年通りジャパンフェス

ティバルの開幕式の際に、贈呈のセレモニーができるようフェスティバル主催者側に確

認する予定。 

７．新規入会申請について 【承認事項】 （金子公亮幹事）  

全会一致で下記の正団体会員1社と準会員4名の新規入会が承認された。  

＊正団体会員 
Kintetsu International Express (U.S.A.), Inc. 
＊準会員 

木村 原 ( Kimura Law Office) 

岸 謙太郎  ( TOP Texas) 

大月 基  （BEI Engineers） 

スワガー恵理 （Luxerge, LLC） 

８．委員会・部会関連事項 

①スポーツ委員会  （金子公亮幹事： 薙野太一副会長兼スポーツ委員長代理） 

＊2015年商工会ソフトボール開催について 

4月5日（日）開催予定のソフトボール大会には、19チームが登録済みで、順調に準備

は進んでいる。3月6日実施のキャプテン会議にて組み合わせが確定し、 3月25日ま

でに事務局あてにメンバー表を送付いただく予定。尚、優勝カップの授与は、髙岡総

領事のご出席が叶わず、岩崎主席領事にご対応賜る予定。 

＊第551回テキサス会「総領事杯」開催について 

4月26日（日）にThe Clubs of Kingwoodにて開催予定。3月6日に商工会事務局から案

内状を送付済み。準備の都合上、参加登録はぜひ前広にお願いしたく、社内での周

知にもご協力をお願いしたい。また、賞品の寄付にも皆様のご協力をお願い申し上げ

たい。 

②文化委員会 （藤井一彦文化委員長） 

＊商工会・日本人会共催ピクニック開催について 

5月10日（日）に Jones Creek Ranch Park（前Gordon Ranch）にて開催を予定し準備を

進めているものの、同Ranchの改修工事がまだ完了しておらず、新オーナーのFort 

Bend County との正式な書面での契約書はまだ交わしていない状況。4月10日を目途

に契約ができない場合には、一旦5月10日の開催は見合わせ、開催日程や会場につ

いては別途調整する対応をとることにつき承認された。 

③企画調査委員会 （黒川淳二企画調査委員長） 

＊4月の定期講演会について    

4月15日（水）午後2:15（常任委員会終了後）～3:45 United Way Community Resource 

Center にて講演会を開催予定している。講師にユナイテッド航空の井川啓子氏と赤松

俊之氏をお迎えし、「航空業界の動向およびマイレージプログラム利用による賢い経費

削減術」についてお話いただく。ご案内は近日中に事務局より配信予定。当地で事業

経営に携わる会員の皆様には有益なテーマであり、奮ってのご出席をお願いしたい。 

＊日本語スピーチコンテストについて 

去る3月7日（土）にライス大学において日米協会と総領事館共催の第26回テキサス州

日本語スピーチコンテストが開催され、審査員の一人として参加し、賞状を授与した。 

９．事務局関連事項  （小林浩子事務局長） 

＊会員消息  

3月19日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員629名（正団体会員102社）、準

会員33名。総会員数は、671名。詳細については、別項「会員消息」欄参照。尚、4月よ

り後半期に入るため、後期の会費請求に先駆けて近日中に各会員団体へ正個人会員

の登録人数を確認するメールを配信予定。人事異動に伴う会員消息の情報アップデイ

トとともにご協力いただきたい。 

１０．その他 

＊日本語補習校運営について（増田裕一教育委員長） 

現在補習校が借用している校舎の新しいリースが7月から始まるにあたり、賃貸料が約

2倍強と大幅に値上げされる見込である。生徒数が増えて授業料による収入は増えるも

のの、教員数も増えて支出も増加することから、このままでは数年後に収支が赤字に突

入する可能性がある。よって、授業料の値上げや商工会からの支援金増額を検討する

必要が出てきた。また、今後SBISDが賃貸料の交渉や必要な教室数確保に硬直的な

反応を示した場合には、他の学区への校舎移転も考慮に入れて検討する予定。 

 



編  集  後  記 

  ハーマンパークの日本庭園は、今年で改修工事が9年目に入りました。今年

は凍えるような寒い日が続く中、日本から来た2名の庭師さんは予定通り作業を

終えました。茶室と木造橋の間は、2つに分かれていた庭を1つにつなぎ、ナナコ

垣を設置して風情を出したそうです。また、昨年千葉市から贈呈された大賀ハス

は、今年の初夏に芽を出し、夏か秋に花を咲かすのではないかと期待されてい

ます。なお、ハーマンパークでは、4月18日と19日の両日、ジャパン・フェスティバ

ルが開催されます。周辺には、博物館も美術館も動物園もあります。ハーマン

パーク周辺にお越しになる機会がございましたら、是非、日本庭園にもお立ち寄

り下さい。 

 また、3月11日には、今年5月下旬に宇宙ステーションに向かう油井宇宙飛行士

の壮行レセプションが、総領事公邸で行われました。現在ヒューストンでは、油井

宇宙飛行士の他、若田宇宙飛行士、及び訓練中の大西宇宙飛行士と金井宇宙

飛行士で、合計4名の日本人宇宙飛行士が活躍しておられます。 

 恒例の補習校の卒園・卒業式は、3月14日に好天に恵まれて行われました。補

習校も児童、生徒数が増えて、ここ数年は式を2部構成で行っているそうです。 

 引き続き、「ガルフストリーム」を宜しくお願い申し上げます。        （白木秀明） 
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Hermann Park Japanese Garden 

 先月号でお知らせしたように、今年も日本から日本庭園庭師を招聘し、岩崎博

司、岩崎大樹両氏が2月19日に到着しました。3月3日までの10労働日のうち7日

間が小雨模様、おまけに凍えるような寒い日が続き、厳しい条件となりましたが、

予定を変更することなく作業を終えました。寒い冬の後には春の開花が早いと言

われる通り、今年は桜が早めに一斉に揃って咲き、また例年より長い間楽しませ

てくれました。開園当時植えられたオカメ桜など、冷たい雨に打たれながらも、3

月一週目まで咲き続けました。そのあとはメキシコ梅やレッドバッドが、園内を白と

ピンクに染めています。ツツジと藤はもう花の芽が半分開き、あと一週間か十日で

咲き始めそうです。今年は桜の開花をお知らせしましたが、藤の開花もお知らせ

します。 

 寒さと雨にもめげず咲き続ける花たちに励まされ、そして毎日お昼のお弁当の

差し入れを続けてくださった沢山のご婦人方や、ディナーにご招待くださった個

人や会社の代表の方々に、感謝しながら仕上げた作業は次の通りです。 

4. フジ棚の前の池の淵両岸に、

黒松5本を加えました。ひょろり

と伸びた黒松を剪定し、1年後

を楽しみに形を整えました。出

来上がると池越しの素晴らしい

景観が楽しめるようになると思

います。地元に黒松はありませ

ん。一般的にほとんど使われ

ることがないからだと思います

が、西海岸から取り寄せるなど

苦労をします。 

5. Sunset Meadowと名づけられ

たハーマンパークのプロジェクトがあります。日本庭園の周辺にある鉄柵を

取り替え、フェンスの外側を大幅に改装するプランです。特にlight railが走

るFannin Streetにはrail station があり、日本庭園に最も近いアクセスとなっ

ています。日本庭園側に二つ目の門を造り、入った中に枯山水の庭園を新

設するプランもあります。フェンス内の日本庭園と外側の改装プロジェクトを

一体としたプランで、そのためハーマンパークが指定する造園会社の代表

と何度も長時間の会合を持ち、現場に立って打ち合わせも行いました。 

 昨年のJapan Festivalの際、姉妹都市千葉市から贈呈を受けた大賀ハス

（※）は、昨年は開花に至りませんでしたが、今年こそは二千年の歴史を秘め

たあの花が見られるのではないかと期待しています。芽を出すのは初夏、花

は夏から秋頃かと思いますが、開花情報はまた改めてお知らせいたします。 

 すでに9年目に入った日本庭園改修プロジェクトの為、今年もご協力いただ

いた総領事館はじめ沢山の方々のご支援、ご協力に対し改めて厚く御礼申し

上げます。 

ハーマンパーク管理委員会 

理事     南  邦夫 

※大賀ハスについては、2014年4月のガルフストリームで詳しくご紹介しています

ので、商工会ホームページ等でご参照いただければと思います。  

 ヒューストン日本商工会は、ハーマンパークの日本庭

園を管理するため、例年、Hermann Park Conservancy

（ハーマンパーク管理委員会）に4,000ドルの寄付を行っ

ています。また、当会は、日本庭園の担当理事（加藤眞

人特命理事）を置き、ハーマンパーク管理委員会との連

絡調整をお願いするとともに、日本庭園の清掃ボラン

ティアの募集や四季折々の開花便り等を頂いて、事務

局を通じてメール配信を行っています。    （編集部） 

 
1. 昨年残された宿題が50項目ほどありま

したが、この一年間でほぼ仕上がり、そ

の出来栄えも年々向上していると評価

（低木の刈り込み、トイレ前の塀の設置、

竹垣設置など）。 

2. 例年通り、主な樹木の剪定、特に黒松

の剪定をおこないました。現地作業員に

とって、黒松剪定は一番の苦手。 

3. 今回最も時間と労力をかけたのは、茶

室と木造橋の間の庭の改装。二つの庭

に分かれていたものを一つに繋ぎ、ナ

ナコ垣（アーチ型の竹の垣根）を設置し

て周辺を引き締めています。従来通路

になっていた場所を掘削機を使って掘

り返し、新しい土を入れるなど土木工事

まがいの大作業となり、広がった新しい

庭には沢山の樹木が加えられました。

是非ご覧いただきたい場所です。 

 

 今年の商工会ソフトボール大会は、4月5日（日）、小雨がぱらつく中、Sportsplexで開催さ

れました。昨年Quarter Finalで引き分け、じゃんけんで敗れたコメッツ（チーム母体はサタ

ケ）が、今年は雪辱を果たし、見事に優勝を飾りました。 

 なお、ガルフストリーム次号では、優勝したコメッツならびに準優勝三井マリガンズ、３位

Sojitz Passionsからのレポートを掲載する予定です。 

＊Wild Cardは得失点差により上位2チームが選出 

予
選
リ
ー
グ 

結
果
一
覧 

【最終順位】 

   優勝：コメッツ 

   二位：三井マリガンズ 

   三位：Sojitz Passions 

＊Quarter final Cは引き分けのた

め、規定によりじゃんけんにて

Semi Final進出チームを決定。 

■Texas Crawfish & Music Festival  

April 24-26 & May 1-3 @ Historic Old 

Town in Spring (130 Spring School 

Road Spring, Texas 77373) 雨天決行。

TICKETS: $10（オンライン）＄15当日

（12歳以下は無料） Parking $7.  

www.texascrawfishfestival.com/ 

■Cinco de Mayo Festival May11&12 

@ Traders Village Free Admission and 

parking for $3. Come enjoy community 

service exhibits, games and activities for 

the kids, fresh fajitas and turkey legs on 

the grill, margaritas and beer, and more. 

http://tradersvillage.com/houston/events 

■Festival of Greece May 14-17 @ 

1100 Eldridge Parkway.  Admission is 

$3 and kids 12 and under free. Free 

admission on Thursday for the entire 

family(4PM-11PM) !   

http://houstongreekfest.com/ 

■Pasadena Strawberry 

Festival  May 15-17＠ Pasa-

dena Fairgrounds (7603 Red 

Bluff Rd, Pasadena, TX 77507). Annual 

Pasadena Strawberry Festival. Three big 

days of excitement and family fun, with 

the warm, country charm of the original 

Strawberry Festival. Advance tickets: 

Adult $10  children:$4(6-11)  

http://www.strawberryfest.org/ 

■Houston Dragon Boat Festival May2 

@Bayou in Houston Down Town.  Free 

admission! They will have plenty of ven-

dors providing food and beverages to 

quench your appetite!  

http://www.texasdragonboat.com/ 

■Houston Barbeque Festival April 

26@ One NRG Park, Houston, TX 77054 

20+ of Houston's best barbecue joints all 

in one place, at one time, for one price. 

This year's festival will feature all of last 

year's list of the who's who of Houston's 

best barbecue. Children 6 and under are 

free. Adult Admission: $50.   

http://houbbq.com/ 

http://www.texascrawfishfestival.com/
http://tradersvillage.com/houston/events
http://houstongreekfest.com/
http://www.strawberryfest.org/
http://www.texasdragonboat.com/default.php
http://houbbq.com/
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