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 人工の竹材を日本から輸入手配。到着待ちの間に、下準備、水際の足

場作り、現地作業員にフジ棚建設の技術指導・トレーニング、長屋門辺り

にあった大きな石2個を水際に入れ島影をつくる作業を行った。完成した

フジ棚は、毎年美しい花を咲かせている。 

3. 茶庭の建設 

 待合所から茶屋に向かう遊歩道には、stone yardで手頃な石を買い集め

た。また、山道を下がって水の流れまで、流れにかける石橋、さらに橋を

渡って茶屋までの敷石も買い集めた。 

 石の到着を待ち、公園課の作業員も交えて敷石の作業にかかる。また、

茶庭周辺に日本から買い付けた竹で一面に竹垣を建てまわした。他方、

茶屋の正面玄関も裸同然だったので、敷石、垣根などを設置して形を整

えた。日本で購入した袖垣をつけ蹲（ツクバイ）を据えると、茶庭らしい形

ができた。一方、茶庭内の結界辺りに苔を育てるべく何度も試みたが、当

地の気候のせいかまだ成功していない。 

4.   枯山水の庭 

 茶屋の後ろの池を鬱蒼と囲んで大きく伸びた百日紅は、初夏から夏の

終わりまで白・ピンク・薄紫などの花が、訪れる人の目を楽しませる。その

小高い丘の向こう側は、長年低湿地のまま取り残されていたが、そこに盛

土をし、重機を走らせ整地した上、枯山水の庭を作ることにした。 

 石組みが肝心な枯山水のために再び石屋へ出かけ、 大小の石選びか

ら始めた。丘の上の石組みあたりから下段へ流れる水をイメージしながら

大小の石を組み合わせ、途中、州浜も巡って下流に至る、そんなドライ

ガーデンができたが、これを維持することは簡単ではなさそう。 

5.    冠木門の建設 

 枯山水の正面、Fannin Street 側には鉄のフェンスがあり、その外側には

ハーマンパークの電車線路が走る。それに沿って駐車場があり、かねて

より日本庭園第二ゲート候補地になっていた。第二とはいえ、あえて裏門

の形とせずRice大学の対岸に、目立つ大きな門の形を日本庭園諮問委

員会から中井氏に提案。それが採用されて、日米両地で資材が用意され

た。土台造り、鉄フェンスとの接合などに時間をかけ、2019年に黒塗りの

門が完成、あとは石碑を建てる工事を残すのみとなった。   

(4ページへ続く) 

 

 1914年に設立されたハーマンパークは、ヒューストンの街の中にある540

エーカー（66万坪）の広大な公園です。18ホールのゴルフ場、動物園、自

然科学博物館、Miller Outdoor Theatre等、多くの素晴らしい施設が運営

されています。その中にある日本庭園は、ハーマンパークの北西に作ら

れた6エーカー（7千200坪）程の庭園で、1992年5月4日に開園され、今年

で30周年を迎えます。 

 1990年、ヒューストン開催のG7会議に出席された当時の海部首相が、

建設中の日本庭園に日本政府として四阿（あずまや）を寄贈することを発

表、1991年に秋篠宮殿下のご臨席のもと鍬入れ式が行われました。建築

資金は、ヒューストン市からも出されましたが、日米双方の企業から構成さ

れるJoint Venture として組織されたNPO法人The Japanese Garden Inc.に

よる取り組みにてその大半を拠出しました。資金調達の半分を請け負っ

た日本側は、ヒューストン日本商工会（JBAH）が中心となって募金集めに

貢献されました。こうして出来上がった日本庭園でしたが、その後の運営

は所轄の市が行い、日本側の参画が途絶えたこともあって次第にアメリカ

化し、日本庭園としての風格が失われ始めました。 

 そこで、Hermann Park Conservancy （管理委員会）の中に、JBAH・グ

レーターヒューストン日本人会・日米協会、そしてヒューストン日系米人市

民連盟支部の4団体によるJapanese Garden Advisory Committee（日本庭

園諮問委員会）が設けられ、市のParks & Recreation Departmentや管理

委員会との意見交換、提案の場所ができました。こうして、「日米友好の

証として地元社会が協力して造った日本庭園は、『本物の日本庭園』でな

ければ」という強い思いをもって諮問委員会の仕事がスタート。2006年に

調査を始め、2007年に日本庭園改修工事プロジェクトが開始されました。 

 当地日本庭園のオリジナルデザイナーである中島 健氏は、ローマの日

本文化センターの日本庭園、モントリオール博日本館の庭園、豪州カウラ

の日本庭園、モスクワ市の日本庭園などの設計及び施工に当たった著名

な造園家です。2006年の改修工事にあたり、2000年に亡くなられた中島

氏に代わり、改装工事の指揮をお願いした中井皓允氏は、たまたまイン

ディアナ州立大学へ日本庭園の講義に出かけられた途中ヒューストンに

お立ち寄りいただき現状調査をお願いしたものです。 

 依頼を受け、「美術館のサインのある名画に何人と雖も筆を加えることは

許されないのと同様に中島先生のデザインを変更するような改修はでき

ないが、そのデザインに入っていない部分の改修だけならやりましょう」と

いう約束で、改修案を描いていただき、2007年秋から作業に入りました。 

●改修作業 

1. 正門の整備 

 開園当時、鉄フェンスから長屋門の間は、黒竹のほか多少の樹木が植

えられていたものの、裸の土、他に大きな石が5、6個転がされていた。一

個5～6トンの重さがある石は、Downtownの工事現場で掘り出され、行き

場がなくて日本庭園に捨て去られたという。これらは後で門の外に移し、

日本庭園の標識とした。「日本庭園」の文字は、海部元首相のご揮毫によ

る。（海部元首相は本年１月9日逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申

し上げます。）敷石用に中国から白御影石の板約250枚を輸入手配。 

2. フジ棚の建設 

 長屋門から四阿に向かう右側に大きな池があり、その左側の水際にフジ

棚を作ることにした。 

▼写真1：オカメザクラ 2：紅梅  3：茶室前の紅梅とツツジ 

1 

2 

3 

https://www.jbahoustongulfstream.com/_files/ugd/66ffda_26a7d071d46e46c3b7247e90024af13f.pdf


Gulf    Stream 2 Vol.47 No.6 March 2022 

令和3年度（2021-2022）2月度 商工会理事委員会 議事録 

会員限定 
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（例： ある日の成田 → ヒューストン空港の旅客内訳） 

 この日のA社の成田-ヒューストン線のある日の利用客は200人でした。

そして接続タイプ別に分けて4種類のパターンの旅客流動がありました。

①純粋に成田→ヒューストンのみを旅程とした旅客（この区間を「ローカ

ル」と呼ぶ）が50人、②成田→ヒューストン→オーランドなど北米都市や中

南米を旅程とした旅客（同「ビヨンド」）が50人、③バンコク等アジア都市・

国内→成田→ヒューストンを旅程とした旅客（同「ビハインド」）が60人、そ

して④アジア・国内→成田→ヒューストン→オーランド等北米都市・中南

米を旅程とした旅客（同「ブリッジ」）が40人である。北米・中南米への「ビヨ

ンド」のヒューストンからの接続先としては、ユナイテッド航空の拠点空港

から250都市を結ぶ路線網を構築する。また、「ビハインド」の地点としてア

ジアではシンガポール、バンコク、マニラ、ジャカルタ、ホーチンミン等や

日本国内など含まる。「ビヨンド」「ビハインド」「ブリッジ」をまとめて接続需

要と呼ぶ。 

【Origin （出発地）からDestination （最終到着地）までの需要】 

 以上の例からわかりますように、1つの便にはさまざまな接続タイプの旅

客が混在していて、この便では何らかの接続旅客が実に全体の約3/4以

上を占めるほど多様性がありました。搭乗率を向上させるにはローカル区

間に限定されない販売区間を提供し、選択肢拡充によって接続旅客を増

やすことにも配慮した「重層的」かつ「ベストミックス（組み合わせ）」な取り

組みが必要です。こうした接続の多様性は、グローバルなネットワークを

構築する航空会社が新規路線やスケジュールを決定する上で行う需要と

収支予測の重要な要素となります。 

 次に、効果的な接続需要の取り込み方法について探ってゆきます。 

（例： 様々な種類の路線ネットワーク： ハブ&スポーク型） 

 ライン型といわれるものはバスなどがとる方式で、単一機材で行けるが、

例えば3番目の地点に行きたいという旅客にとっては利便性が低い。2つ

目のグリッド型は旅客への利便性は高いが、運航するのに多くの生産財

（航空機・人）が必要で生産効率が低く航空会社としてはコストが大きい。

最後のハブ&スポーク型が多くの航空会社でとられている。少ない便数で

効率的に旅客が移動できる。利便性を担保したうえで航空会社としてのメ

リットも大きい。 

 アメリカン航空とユナイテッド航空がそれぞれハブ（拠点）とするテキサス

州のダラスフォートワース（DFW）とヒューストン（IAH）空港はハブ&スポー

ク型ネットワークを構築しています。双方の提携航空会社はこのハブ&ス

ポーク型の拠点空港へ乗り入れ、提携先ネットワークを活用し、乗継便の

選択肢を拡充して接続需要を効率的に取り込んでいます。 

【ハブ空港接続時間帯の集約】 

 ハブ&スポーク型のネットワークを構築するうえで重要となりますのが、拠

点空港における到着便と出発便の集中度の高さです。より多くの離着陸と

短い乗り継ぎを可能とする空港と施設要件など、各種制約をクリアすること

で乗継時間帯構造が実現され、ハブ空港としての機能をさらに高めること

ができます。一日のうち、特定の時間帯に各地からの到着便を集約させ、

更にその直後の時間帯に各地への出発便を集約させることにより、効率

的に乗継便の接続可能地点を増やすことができます。アジアから成田を

経由して北米に向かうにあたり、シンガポールやバンコクなどアジアから成

田到着は午後3時台の時間帯に集中しており、ヒューストンなど北米に向

かう出発便は午後5時台の時間帯に集中しています。 

 最後に、どのような機材を使って飛ばしていくのか、その実例も踏まえ

探ってゆきます。 

【10周年を迎えた「ドリームライナー」ボーイング787は「ゲームチェン

ジャー（競争状況を変える者）」】 

 中型旅客機のボーイング787型機(B787）が2021年11月1日、「ローンチ・

カスタマー」としてB787を世界で初めて全日空（ANA）が定期便として運

航を始めてから10年を迎えました。従来機のようなアルミニウムに代わり、

炭素繊維プラスチック等の複合素材を50%以上取り入れた「軽くて強い」

次世代型革新的旅客機です。ボーイング社と日本企業が約10年にわたる

開発と試験を繰り返し、機体の全部品の35%、主翼や接合部などの重要

な部品が日本企業製であり、まさに「準国産 (Made with Japan)」とも呼べ

る最新鋭機です。 

【B787の特徴】 

1）機体軽量化効果と併せて燃料効率を従来同規模型機よりも20%向上さ

せ、排出ガスは一酸化炭素を約20%、窒素酸化物も約15%削減します。 

2）中型機ながら15,000kmと、超航続が可能となり（成田→ヒューストンは

10,750km）、従来大型機でしか就航できなかった路線（欧米路線）も就航

可能。 

3）窓の大型化、広く高いアーチ型天井、LED照明等による開放感ある客

室設計。 

4）機内の気圧・湿度をより地上に近い状態に設定。 

5）高性能エンジンにより、機内および機外の騒音を低減。 

（4ページへ続く）    

 航空運送業において、いつ（曜日と時間）、どこへ（地点と区間）、どれ

だけ（便数）の座席の飛行機を飛ばすのかということは事業の根幹に関

わる最重要問題です。航空運送計画を決定する上で、1.事業環境、2.旅

客・貨物需要、3.路線収支、4.生産力、5.航空権益、6.経営判断等様々

な要素を考慮する必要がありますが、コロナ禍の厳しい事業環境におい

て、旅客・貨物需要の分析と路線収支の見極めが重要な要素になりま

す。 

 国際移動は2000年の5.4億人から2018年の17.6億人へと約20年間で3

倍以上増えた一方、2019年からの新型コロナウイルス感染症の航空旅客

市場への影響はこれまで経験してきた米国同時多発テロ、SARS流行、

世界金融危機などを凌駕し、前例のない歴史的な需要落ち込みとなりま

した（ICAO（国際民間航空機関）参考）。地域(Regional)やLCC（Low 

Cost Carrier）航空会社が重要視する二都市間ローカル需要に加えて、よ

りグローバルなネットワークとフルサービスを提供する航空会社（FSC

（Full Service Carrier））が重要視するネットワーク戦略の基本である「重

層的」な需要取り込みについて、テキサス州に乗り入れる日米双方航空

会社の実例も踏まえながら探ってゆきます。 

航空会社の路線ネットワーク戦略  

～ コロナ禍におけるネットワーク構築

とボーイング787 ～ 
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 B787は従来の中型機よりも燃費が良く、航続距離が長いのが特徴で

す。B777やB747大型機で多くの乗客を運ばなければ維持が難しかっ

た、北米や欧州等長距離路線に投入しても採算が取りやすくなり、「ゲー

ムチェンジャー」とも呼ばれる要因です。2017年に運航を開始した成田～

メキシコシティ線は、過去には北米西海岸を経由していましたが、B787運

航により直行運航が可能とりました。バンクーバー、シアトル、ブリュッセル

等これまで大型機では参入することが難しく限られた便数でした規模の

マーケットにもB787は適合し、日本から多くの直行便を飛ばすことができ

るようになりました。 

航空会社の路線ネットワーク戦略  

～ コロナ禍におけるネットワーク 

構築とボーイング787 ～ （続き） 

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。 

 Baldwin Risk Partnersは、謂わば、ホールディングス会社で業界における

数々の受賞歴がある専門会社から成るテクノロジーを駆使した急成長中の

総合保険ブローカー・リスクコンサルティング会社です。Global Japanese 

Practiceは、世界中どこでも日系企業の発展に貢献できるよう、Baldwin 

Risk Partners内に設立され、私はこの部門に所属しております。Global 

Japanese Practiceメンバーは、過去大手保険会社・大手ブローカーでの経

験を積み、延べ150年以上もの間、日系企業のアドバイザーとして活躍して

ます。簡単には、企業向けのリスクコンサルティングを起点として、損害保

険（キャプティブ等を含む）・健康保険、福利厚生・人事コンサルティング

等幅広く扱っております。３月にJBAH/JETROを通じ行いました人事セミ

ナーには弊社も参画させて頂きました。  

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。 

 私は、２０１６年１１月に、Los Angeles からヒューストンに来ましたが、

ヒューストンに来てからの２０１７年にはハリケーンハービーで自家用車２

台（内１台は、その一か月前に購入した新車）が水没し全損、昨年は、私

が日本滞在中に起きた寒波で水道管が破裂し部屋が水浸しになったま

まで、更には、その時の修理業者にジュエリーを幾つか盗まれ、水害を起

因した災害に遭遇しました。幸いなことに私の得意分野の損害保険であ

る程度回収できました。 

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  

 趣味のマウンテンバイクで走っていると、邪魔邪魔、ここ山ないよっと言

わんばかりの視線で簡単にロードバイクに追い越され、あまり恵まれた想

いがありませんが、当地でお付き合い頂いている多くのJBAH会員でもあ

る知人・友人に励まされ感謝しております。テキサス州でこの業界の日本

人は私一人で、事務所は、Baldwin Risk Partners 傘下にあるエネルギー

業界を得意としたInsGroup 社、5151 San Felipe Streetに構えておりますの

で、お近くにお越しの際は是非お寄り下さい。 

Baldwin Risk Partners    
 

  正団体会員 代表  小川嘉明 さん 

【最後に】 

 国際線旅客需要の完全回復見通しが2024年以降へと先送りすると言

われる中、拠点空港の機能を最大限活かしながら利便性と効率性の高

いハブ&スポーク型路線ネットワークの構築をこれまで以上に考慮する一

方で、今後の2都市「ローカル」区間需要も人と貨物が従来とは異なる流

動が予測され、柔軟な機材配置含めたネットワーク戦略が求められま

す。ボーイング社や数々の日本企業の先端技術の粋を集め、環境にも

やさしく造り上げたB787は10年経過して全世界で約1,000機が活躍して

います。世界規模でのサプライチェーン維持と国際移動の「活発」な再

開に向けて、B787の更なる活躍が期待されます。 

参考： 

＜B787＞ボーイング社787： 「787 10周年プロジェクト」 

＜ICAO＞ICAO Economic Impacts of COVID-19 on Civil Aviation 

（名川 譲 All Nippon Airways Co., Ltd. ） 

●これからの日本庭園 

1. 日本庭園アプリ 

 ヒューストン市内のいわゆる「映える」撮影場所として人気の高い日本庭園は、歩いて回ると小一時間はかかる

ほどの広さがある。四阿、茶池、大賀ハスの池、枯山水、冠木門など、日本庭園の文化を堪能できるが、景観を

損なうことを恐れて案内板の設置が長い間の懸案となっていた。 

 そこでこの度、庭園内を散策しながら説明を見ることができるアプリを作成することになった。現在ドラフトの段

階であるアプリのホームページは、商工会会員限定で「DRAFT」として公開する。完成したら、日本庭園を訪れ

る際にご利用いただくと、日本庭園が今まで以上に楽しめるに違いない。 

2. 日本庭園30周年記念 

 今年30周年を迎える日本庭園の記念式典を、ジャパンフェスティバルと合わせて行う予定であったが、今年の

ジャパンフェスティバルも残念ながら延期となってしまい、記念式典もお預けとなってしまった。冠木門外の石碑

の完成を待って、30周年記念の式典を開催できることを期待している。 

 日本庭園は石・岩、水、樹木などの要素を持って作られます。海外では内地と同じ資材は入手できません。

ヒューストンの場合、使われている石や岩は赤味がかったsand  stoneがほとんどです。植栽も、必ずしも「日本の

樹」が手に入るわけではありません。中島先生は、「テキサスの日本庭園」と稱されましたが、「本物の日本庭園

をヒューストンへ」という我々の願いは、日本側の造園家や庭師達の支援を始め、当地日本総領事館や日系諸

団体会員の皆さんの強いご協力やご支援のおかげでここまで来ることが出来ました。 

 維持管理、利用の仕方など、まだまだ課題の多い日本庭園ではありますが、ヒューストンの地に根付いたこの

日本庭園を次の30年にますます磨きをかけてつなぐべく、これからも皆様のお力添えをお願いいたします。  

           （日本庭園諮問委員 名川 譲・南 邦夫・佐藤暁子） 

https://www.boeing.com/commercial/787/
https://www.ana.co.jp/group/787_10th/
https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx
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  日本の水際対策措置が徐々に緩和の方向へ向かっており、一時帰国がさ

らに容易になると思われます。日本での滞在を終えてアメリカへ戻る（帰国す

る）際には、国際線搭乗1日前以内のPCR検査陰性証明書を搭乗手続きで提

示する必要があります。2月号では、復路用の陰性証明を入手できるFDA 承

認のセルフ検査キットをご紹介しましたが、今回は体験談を通して2つの検査

機関をご紹介致します。（編集部） 
 

1月末帰国のＡさん 

 木下グループで、アメリカに戻る前日にPCR検査を受けました。木下グルー

プは、主要空港で展開されているため利便性が良く、他の検査施設よりは格

安（1,900円～7,900円程度）と言われています。 

 木下グループでは4種類の検査方法があり、いずれも完全予約制（希望日

の5日前から可能）となっています。事前にサイトで受けたい検査の空き状況

を確認して予約を取ります。 

 2022年1月末の時点において、アメリカは陰性証明カードが発行される検査

であれば入国が許可されます。木下グループでは、クイック検査やエキスプレ

ス検査でも陰性証明カードが発行されるため、フライトスケジュールと相談し確

実に陰性証明カードを手にできる検査を選ぶことをお勧めします。カードの余

白に自分で生年月日とサインを追記して提示したら搭乗が可能となります。 

 私は木下グループで「精度が高い」と記載のあるPCR検査を予約しました。

「4時間で結果が出る」と書かれていますが、結論としては検査をしてから19時

間後に陰性結果がメールで送られてきました。検査を受ける時間に落とし穴

があり、15時までに実施した検査なら同日の20時までに結果が届くとあります

が、私は長蛇の列に並んだうえ、事前登録が必須となるアプリの情報登録に

時間を費やしてしまい、予約した時間より遅い15時半に検査キットを受けとりま

した。検体提出窓口へキットの検体を提出したところ、「翌日中に結果が来る」

と係員に告げられました。翌朝のフライトに間に合うか不安になりましたが、完

全予約制のため、クイック検査やエキスプレス検査を諦めて結果が届くのを待

ちました。翌朝、結果が届かないため、アメリカ帰着便にギリギリ間に合うフライ

トに変更して、朝一番の時間枠でクイック検査の予約を取り、直ぐに検体を提

出してなんとかアメリカ帰着便のフライトに間に合いました。 

 航空会社に聞いたところ、アメリカ以外の国ではクイック検査やエキスプレス

検査は認可されていないそうです。ご自身が搭乗される直前まで、入国時に

必要とされる条件を逐次確認されることをお勧めします。 

※検査場が空いていても予約がないと検査を受けられないためご注意くださ

い。 
 

2月中旬帰国のBさん 

 医道五十三次クリニックで、アメリカへの帰国のためのPCR検査を受けまし

た。このクリニックは、航空会社のサイトにも東京都内の検査機関として紹介さ

れており、知人も実際にアメリカ渡航時に利用して無事渡航できたことを確認

していたので安心かと思いました。同クリニックには、1週間前に予約を取り、

24時間以上前に15,000円をクレジットカードで決済

（当日の場合は券売機のようなところで現金で支払

い）しました。HPには13:30までに検査した場合には

当日結果通知とありましたので、帰国便の24時間前

でもある（気持ち的に）11時に予約を入れました。ク

リニックの場所は品川で、北品川駅から徒歩2分ほ

どでした。 

  検査時には、結果の受け取りは午後6時以降にな

ると言われましたが、実際には午後3時過ぎに証明

書が添付された（パスワード付き）メールを受け取り

ました。 

   私はJAL便利用のため、前日にVeriFLYという新型コロナウイルス感染症関

連デジタル証明書アプリに登録を済ませ、受け取った陰性証明をアップロード

しておきました。こちらに登録しておくと、アメリカ入国時の宣誓書や陰性証明

などを一元化できて、空港チェックインカウンターでの手続きもアプリのみの確

認で簡単でした。念のため、陰性証明は携帯の写メと印刷した紙で提示でき

るように持参していましたが、アメリカでの入国手続きの際にも一切確認されま

せんでした。 

    ANAの場合は、ANA Travel Readyという同様のアプリがあり、利用されると

便利かと思います。 

  成田空港の店舗は、書店、レストラン等もほとんど開いておらず閑散としてい

ました。皆様が渡航される頃には徐々に店舗も再開していることを願っており

ます。 
 

（※本記事の情報は3月15日現在のものです。ご自身の帰国に合わせて最新情報を

必ずご確認ください。) 

   2月12日、本校5年生を対象に第5回 ANA航空教室が開催されました。

今回も昨年度同様、本校にお越しいただくことはできませんでしたが、名

川支店長、機長、副操縦士、整備士、客室乗務員、空港グランドスタッフの

方々とオンラインでつながり、

安全で安心な運航のための取

り組み、情報の活用、及び環境

保全についてお話を伺いまし

た。 

 はじめに、山崎整備士より安

全運航のための航空整備の役

割について教えていただきまし

た。航空整備士は「飛行機のドクター」として飛行機が安全に飛ぶための

点検や、修理・管理を行なっていると、児童たちに分かりやすく説明してく

ださいました。フライト前は必ず機体の点検が行われ、整備士の許可がな

いと飛行機が飛ぶことはできないそうです。運航中もパイロット・客室乗務

員の方々が常に飛行機の状態を管理しているので、「飛行機は世界で一

番安全な乗り物なので、安心して搭乗してください」とのことでした。他にも

飛行機が飛ぶ原理についての講義があり、児童たちにとって楽しい科学の

学習時間ともなりました。 

 続いて、川村機長、小野機長、野田副操縦士の3名様から、パイロットに

なられた理由や経歴、安全で安心な運航、環境保全についてお話があり

ました。安全に運航するための工夫のひとつとして、フライト中にタブレット

端末を使用し、最新の気象情報や、揺れの少ない航路を選ぶために、各

地の管制官や同じ区域を飛んでいるパイロットから情報を得ているそうで

す。また、地上により近い気圧と湿度を保つことができる最新鋭の機材の

導入により、機内でも快適に過ごすことができるようになっているとのことで

した。昨今の環境問題に対しても、天ぷら油などの廃食油を原料とした新

しい燃料の使用や、二酸化炭素の排出量削減など、最新の技術を導入し

た取り組みについて興味深いお話を聞くことができました。 

 最後に、客室乗務員の三国谷チーフパーサーから新型コロナ感染が広

がる中での感染予防対策と、乗客が機内で安心して過ごすためのIT技術

を活用した取り組みについてご説明がありました。機内は3分に1回という速

さで空気が循環するシステムにより常に清潔な環境が保たれているそうで

す。接客時はマスク・手袋・ゴーグル着用し、感染予防に努められていま

す。また、客室乗務員の方々もIT技術を活用し、機材の不具合や、遅延に

よる乗客対応など地上と連絡を取りながら、目的地に到着後スムーズに動

けるような体制をとっているとのことでした。 

 今回の航空教室では、乗客を安全で安心、かつ快適に目的地まで案内

するために様々な努力がなされていることを知りました。また、今までで一

番心に残ったフライトなど、素敵な体験や楽

しいお話もたくさん伺いました。児童たちが

話に耳を傾け、熱心にメモをとり、講演終了

後には互いに感想を伝え合う姿を見て、こ

のような素晴らしい機会を設けていただきま

したことにあらためて感謝いたしました。コロ

ナ禍の厳しい状況の中、航空業界で働く皆

様には大変なご苦労があると思いますが、

日本の翼として今後の更なるご活躍を願っ

ております。 

         （ヒューストン日本語補習校5年担任） 

ヒューストン補習校ANA航空教室
～「安全で安心な運航のための取り組み」 ～ 

医道五十三次クリニック  
ビル入口 

https://www.jbahoustongulfstream.com/_files/ugd/66ffda_2d58d106aa2c4acca6d131ec4796e0ed.pdf
about:blank
about:blank
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 ヒューストン日本商工会の恒例行事、ソフトボール大会が3年ぶりに開催され、常連から再結成、初

参加まで全21チームが栄冠を競い合います。大会に向けた各チームの意気込みをご紹介します。 

チーム名 
前回大会成績 

チーム母体 
大会に向けてのコメント 

JAXAダイナボアーズ 
優勝 

企業横断チーム 

優勝を経験した黄金期のメンバーは既に帰任し、今大会は選手集めから活動開始です。まず

は1勝を目指して頑張ります。 

Astros(アストロズ) 
準優勝 

企業横断チーム 

オリンピック年(2012、2016)での優勝に続き2020の東京オリンピック年での優勝を狙っていまし

たがコロナで大会が延期となってしまいました。しかし2022の北京オリンピック年ということで再

度奮起しますかね？ 

三菱 Red Diamonds 
3位 

三菱商事グループ 

この2年間で守備の要のキャプテンを始めとする主力の大部分が帰任するなど大幅にメン

バーが入れ替わっていますが、若手新戦力の台頭等によりスタメン争いが激化しています。

某本邦球団のBiｇ Bossも言うようにレギュラーは全くの横一線、持ち前のUnityの力で今年こ

そ悲願の優勝を目指します！ 

コメッツ 
4位 

企業横断チーム 

これまでのコメッツはあまちゃんでした。ファイトが足りず、まんぷくのあまりに「内野ゴロにも走

らんか！」とヤジを受けるようなひよっこ。言うなれば半分青いチーム。けれど、今年は不動の

ショートマッサンのラストイヤー？ということで、体力はおしんでいられない。そう、優勝はコメッ

ツがごちそうさん！当日のエールもカムカムエブリバディ！ 

Osaka Takoxans 
ベスト8 

大阪ガス 

大阪ガスの企業チームです。今年は特に「しっかり引き付ける」、「丁寧な送球」、「アキレス腱

の状態」の3つを意識し、安全第一で頑張ります。 

FC JAPAN 
ベスト8 

企業横断チーム 

2003年創立、週末のサッカーを活動の中心とするチームですが、本ソフトボール大会に毎年

参加しています。3年ぶりの開催でメンバーも刷新されており、チームの実力は未知数です

が、優勝目指して頑張ります！ 

Clear Lake United 
ベスト8 

企業横断チーム 

前回大会の主力のほとんどがチームを去るなか、新たなメンバーを加え、やや若返った（?）

CLUです。大会に出られずに去った仲間のためにも、初めて参加するメンバーのためにも、ま

ずは目の前の1勝を確実に！！ 

ハリケーンズ 
ベスト8 

企業横断チーム 
今年も最低でもベスト8を目標に頑張ります。 

Rookies 
予選リーグ敗退 

企業横断チーム 

日本製鉄を母体として構成したチームです。メンバーは大きく入れ替わり、ボールを握るのは

何年振り？という感じでスタートしました。楽しみながら、まずは1勝！ 

ロードランナーズ 
予選リーグ敗退 

企業横断チーム 

2年振りにチームメンバー招集。今年はお互い選手不足のMedsと連合で参戦します。シニア

の選手中心ですが老骨にムチ打って優勝狙って頑張ります！ 

Izakaya Wa 
予選リーグ敗退 

企業横断チーム 

久しぶりの大会に今まで以上に気合が入っています。選手層も厚くなり、レギュラー獲得にみ

な必死に練習しています。今年こそトロフィーをとれるよう勝ち進みたいと思います。 

三井マリガンズ 
予選リーグ敗退 

三井物産グループ 

意気込みが強すぎて、この文字数では想いが伝えきれません。 

プレーで魅せます。記録より記憶に残るプレーを。 

住友ダッシュ 
予選リーグ敗退 

Sumitomo Corporation of Americas 

久々の大会開催でメンバーの顔触れも様変わりしていますが、ヒューストン再任組、新戦力、

往年の名選手等々、個性豊かなメンバーでチーム一丸、上位進出を目指します。 

JERA Hunters 
予選リーグ敗退 

JERA Americas Inc. 

絶対、かなわない！ 絶対、とどかない！ 絶対、実現できない！  

絶対、なんて誰が決めた？ 

「CO2が出ない火をつくる。」 

JERAは、クリーンなプレーで1勝に挑戦します！！！ 

Gastros 
予選リーグ敗退 

東京ガスアメリカ 

昨年12月に本社硬式野球部が都市対抗野球大会で悲願の初優勝。この勢いをヒューストン

でもそのままに優勝目指して戦い抜きます！Go Gastros!! 

カネカ塁球部 
予選リーグ敗退 

KANEKA North America LLC 

2年ぶりの活動再開。練習量と実戦勘の不足は否めませんが、昨年のウォーキングイベントで

見せた足腰の強さと根性でどこまでカバーできるか！？ 

ENEOS ブルーボネッツ 
予選リーグ敗退 

企業横断チーム 

JXTGオイラーズからチーム名を刷新して臨みます。前回大会から大幅なメンバー変更、本年

の目標はソフトボールを皆様と楽しむことが第一です。願わくば悲願の初勝利を！ 

うっかり紅忠兵衛 
再結成 

企業横断チーム 

長らく参戦できておらずでしたが、この度同じ屋根の下（同じビル）・源流を辿ればそもそもファ

ミリー！な2社で結成した合同チームで戦います。キュートなチーム名にアツいハートでGo! 

うっかり紅忠兵衛！ 

CYD Newbees 
再結成 

Chiyoda International Corporation 

全員が初めて参加するためチームメンバーの力量も未知数ですが、建設プロジェクト同様

チームワークとSafety First で明るく元気に頑張ります！ 

Storms 
初出場 

企業横断チーム 

ソフトボールが好きなメンバーで結成した、初出場のチームです。新チームでもやる気は十

分!勝ちには拘り、初出場・初優勝を目指して大会にStorms旋風を巻き起こします!! 

INPEX Roughnecks 
初出場 

INPEX Americas, Inc. 

ようやく初出場の望みが叶いました！まずはユニフォームを揃えるところからチーム作りを始め

ます。初心者中心の少人数チームですが、安全第一に楽しみます！ 
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加治屋百合子さん 

●カナダ、そしてニューヨークへ 

―カナダ、ニューヨークへのいきさつは？ 

 「ローザンヌ国際バレエコンクール」はNHKで毎年放送されていて、母が録

画をしてくれていたので、日本に帰る度に楽しみに観ていました。そんな中、

上海舞踊学校を卒業する2年程前より、同世代の日本人の子が出場している

のを観て私もこのコンクールに出場したいという夢を抱くようになりました。 

 15歳になり学校にコンクール出場の話をしたところ、このコンクールではひ

とつの学校からの参加人数は4名までと決められており、留学生の私にその

枠を与えてしまうと中国人の生徒が3人しか出場することができなくなってしま

うため、初めは無理だと断られてしまいました。そんな中、学校からの提案で

学校内で選抜会を開き、上位4名に参加枠を与えることになりました。私はそ

の権利を勝ち取ってコンクールに出場できることになりました。 

 コンクール出場について、他の3人は中国人で国立の学校からの参加であ

るため、経費全額を国が負担し、国を背負っての出場でした。賞を持ち帰る

こと以外は考えられないような環境でした。結果、私を含め3名が受賞しまし

た。終了後のインタビューでは「私は、賞を取るために来ました」と迷いなく伝

えていました。あの時は、私も学校を代表して出場していると子供ながらに

思っており、それ以外の発言は考えられなかったのです。今考えると、他に

受賞した日本人の方は「賞が取れるとは思いませんでした。嬉しいです」と謙

虚に語っていたので、私の発言にインタビュアーの方はとても驚かれていた

と思います（笑）。 
    
―コンクールの後はどうされたので
すか？ 
 ローザンヌでは、審査方法が毎年

改訂されていますが、私が出場した

年は、今のような順位を伝える形式

ではありませんでした。私は、奨学金

を得て留学をすることができる「ロー

ザンヌ賞」を受賞し、名だたるバレエ

学校のリストを頂きました。 

 中国では諸外国のバレエ情報は

少なく、どこがいいか迷っていたの

で、ローザンヌの事務局の方と相談し、上海のバレエ環境とは違う全寮制の

カナダナショナルバレエスクールを推薦していただき、留学先に決めました。 
  
―カナダの学校はいかがでしたか？ 
 生徒にストレスを与えないことが方針でした。上海では毎週体重を測り、少

しでも太ると先生に注意を受けていましたので、まず学校に体重計が配置さ

れていないことに驚きました。また、中国では練習漬けの毎日が当たり前でし

たが、週末にはスタジオが閉鎖されてしまうため、バレエの練習をしたいのに

自由にできないことが焦りとなり、逆に大きなストレスになっていました（苦

笑）。 

 入学時は技術レベルではなく、年齢に見合ったクラスに編入したことにも

悩み、英語もろくに話せなかったのですが、電子辞書を持って校長先生のと

ころに行き、バレエをもっと学びたい、上のクラスに編入したいと自分の気持

ちを一生懸命伝えました。今考えると度胸があるなぁと思いますが、長年中国

でのスパルタ教育を受けていた当時の私は、何が普通かの判断がなく、厳し

い練習を求め必死だったのです（笑）。その後、先生方が私の技術レベルを

確認し、認めていただき、一番上の学年のクラスで学べるようになりました。

レッスンも増えて、満足したのでストレスはなくなりました（笑）学校は全寮制で

したが、サインイン・サインアウトはあっても、門があるわけではなく、門限の時

間内には自由に郊外に出ることができました。近隣にあるアイスクリームショッ

プでアイスを買ったり、友達と食事に出かけたりと、今まで体験したことのない

寮での生活を楽しんでいました。 

お陰で私がこれまでの人生の中で一番ぽっちゃりと太り、身長が伸びた時

期でもありました。 

―ローザンヌの事務局の判断は正し

かったというわけですね。 

 正しかったかどうかは分かりません

が、トロントにいたことがAmerican Bal-

let Theatre （ABT）に入団するきっかけ

に繋がったのは確かです。でも、当初

はヨーロッパに行きたい思いもありまし

たので、人生何があるかわかりません

ね。 

 寮のルームメイトがとても積極的に話

をしてくれたので、英語が自然と上達していきました。 

ABTのオーディションのきっかけは、卒業生がバレエ団のオーディションを

受けに行くのを知り、良い機会だと思い同行したことです。ニューヨークへ

オーディションを受けに行った時は、あらゆる人種の人がいっぱいいて

ニューヨークには少し怖いイメージを持ちました。しかし、実際にニューヨーク

に住んでみたら活気にあふれ、たくさんの刺激を受けることができる大好きな

シティになりました。 

2001年にジュニアカンパニーに入団した1週間後に9・11がおこりました。あ

の日、スタジオに行く途中で地下鉄を降りると、多くの人が同じ方向を見てい

る異様な雰囲気でした。何事かとその方向を見ると、ツインタワーのひとつか

ら煙が上がっていて…衝撃的でした。その時はテロだと分かっていなかった

ので火事だと思いました。スタジオに行ったら、ダンサー達はその話をしてい

るのですが、早口のアメリカ人の英語についていけず詳細を把握することが

できませんでした。その後、バレエ団の監督より、「今日はもうみんな安全な

場所に帰っていい、ツインタワーに飛行機が衝突してテロが起きている」と伝

えられました。地下鉄もバスも全てが止まってしまい、バレエ団から住んでい

たアパートまで60ブロックくらい歩いて帰りました。 

私は当時、携帯電話を持っておらず、家族と連絡が取れたのは1日半後で

した。母はテレビで惨事を知り、連絡が取れないので地図でツインタワーか

らスタジオやアパートへの距離を調べていたそうです。私の安否が分から

ず、確認が取れるまではいたたまれない気持ちだったと聞きました。 

テロから1週間ほどは、町のすべてがシャットダウンされていた状態が続き

ました。 
   
―それ以来ずっとマンハッタンに住んでいらしたのですか？ 
 ジュニアカンパニーは最長2

年在籍できますが、メインカン

パニーに入団できる保証はな

く、入団できなかったダンサー

は、他のバレエ団へオーディ

ションを受け、移らなければなり

ません。私は、ジュニアカンパ

ニーに入り3ヶ月後にABTより

入団のお話をいただいたので

とても嬉しかったです。マン

ハッタンには13年住んでいまし

た。 
  
―百合子さんはトップのトップということですね。 

 いいえ、まだまだです。入団するにはもちろん才能と技術が必要となります

が、その時にどういうダンサーを求めているか、タイミングも重要となることが

大きいです。ちなみに、私が入団して12年くらい日本人は私ひとりしかおりま

せんでした。 
  
―ABTにいた時に、一番印象に残っている作品は何ですか？ 
 いろいろ作品があるので一つに絞るのは難しいですね…。 

 ABTでは、2～3年に1度「日本公演」がありました。在籍中はカンパニーメ

ンバーとして4回日本ツアーに加わり、初めは立っているだけの役でしたが、

来日の度に階級が上がる姿を日本の皆様、そして家族に観ていただけたこ

とがとても嬉しく、自らの成長に繋がるものとなっていました。（Part3に続く)           

▲ABT日本公演記者会見 

▲ABTメトロポリタン劇場にて恩師イリーナとリ

ハーサル 

▲ローザンヌ国際バレエコンクール 審

査員として 

2月号に掲載した「在留宝人」加治屋百合子さんのお話の中編（Part2）です。 

前回のお話：加治屋さんは、幼稚園の時に習い事の一つとしてバレエに出会い、10歳で上海国立バレエ学校

へ入学しました。中国人に交じって寮生活をしながらバレエの練習をする中で、どんどんバレエにのめりこんで

いきます。                                                       （佐藤暁子） 

ヒューストンバレエ プリンシパル （Part 2） 

https://www.jbahoustongulfstream.com/_files/ugd/66ffda_2764f158ba6545968930b31db79ff29d.pdf
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  今回は、私たちの安全な生活を脅かす可能性のある身近な犯罪手口

の最新の傾向と、その対策を紹介します。  

        (在ヒューストン日本国総領事館) 

1  触媒コンバーターの盗難 
➀ 発生状況   

 車両底部のパーツで、排ガスに含まれる汚染物質を浄化する装置であ

る触媒コンバーター(catalytic converter) の盗難が、近年、世界的に多発

しています。ヒューストン（当地）においても2018年頃から被害が出始め、

とりわけ2020年頃から急増傾向が顕著になっています。同パーツに希少

金属が含まれており、転売すれば高額で取引が可能であることが背景に

あるとされています。ちなみに、昨年（2021年）末には、総領事館付近の

駐車場においても連続発生しました。 

➁ 犯行手口と被害額 

  

 主に路上や商業施設の駐車場に駐車中の車両が標的になっており、

ジャッキで車両を持ち上げ、車両底部に潜って電気ノコギリ等で同パー

ツ部分を切断すれば、約3分で犯行が完結します。また、警戒役を車両

の周囲に立たせ、白昼堂々と、人通りのある場所で敢行される場合もあり

ます。被害に遭った場合の修繕コストは、概算で3,000ドルから10,000ドル

に達するとのことです。 

➂ 対策 

• 監視カメラ設置の駐車場等警備が厳重な場所に駐車することを心がけ

る。 

• ヒューストン警察は、予防策として、同部品に車両番号を削る、蛍光ペ

イントで塗装するなどの固有のマーキング措置が有効であると指摘。 

• 同部品をカバーするためのシールドを取り付けるなどの方法も検討。 

 

なお、万一、犯人と現場で鉢合わせなっても、自ら対峙することを避け、

まずは警察に通報するなど命を最優先にした対応をお願いします。 

 

2  ロード・レージ（Road Rage） 
➀ 発生状況 

本誌「昨年8月号」でも紹介しましたが、依然として、「Road Rage （「割り

込み」や「追い越し」等交通マナーを起因として生じた怒りによって 暴行・

傷害に発展する事案）」が、高水準で発生しています。 接触行為に至ら

ず身体に実害の伴わないケースもありますが、多くの場合、口論から暴力

沙汰にエスカレートしており、最悪の場合は銃使用の殺人事件にまで発

展するケースも散見されています。 

➁ 対策 

• 現場での心がけ・対策として、以下のような対応が有効とされていま

す。 

• 相手と視線を合わせない 

• 相手の「怒り」に対して「怒り」で応じない。 

• 攻撃的なジェスチャーは避ける。 

• 相手を刺激する「クラクション」は避ける。 

• 早急に警察に通報する。 

 

3  様々な形態の詐欺 
➀ 発生状況 

最近、当地においても以下のような詐欺手口が見受けられています。 

• PCR検査の申込みと称してソーシャルセキュリティ番号やクレジット

カード番号等の個人情報の入手を意図した手口。 

• 駐車場の料金所付近に「支払手続」と称して、偽のQRコードを読み込

ませ、架空請求につながるアプリに誘導する手口。 

• ほかにも「口座凍結」を示唆する連絡が前触れもなく届く等、依然とし

て様々な形態による詐欺が横行しています。 

➁ 対策 

• 個人情報の提供は先方が信頼できるかを冷静に判断。相手を容易に

信じない。 

• QRコードをスキャンする場合は、元の画像の上に貼られた偽物ではな

いか、必ず確認。 

• いきなりの電話でも、相手のペースに乗らない（周囲の人に相談すると

冷静な対応ができる場合があります）。 

• 平素から職場や家庭で当地治安にかかる最新情報を共有する等防犯

意識の高揚を図る。 
 

 

「慣れ」こそが最大の敵 
赴任当初は、安全対策に留意していて

も、当地での生活に慣れてくると次第に安全

対策への気配りがおろそかになる場合ありま

す。念入りに安全対策を準備したにもかかわ

らず、半年間も危険な目に遭わなかった、な

どの状況になると、自然と気が緩むこともある

でしょう。安全対策をおろそかにすると、それ

だけ危険な場面に遭遇する可能性が高まり

ます。普段から治安にかかる情報収集を欠

かさず、定期的に安全対策を見直すなど気

を引き締める機会を持つことが自分の身を守

ることにつながります。 

ヒューストンにおける最新治安情勢と対策 
～最近特に注意すべき３つの犯罪手口～ 

YouTube動画 「具体的な対策（ヒューストン警察作成）」 

https://www.youtube.com/watch?v=yTaS4lL0pWw   

赤丸囲い部分が触媒コンバーター 

about:blank
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拡大版 連載「週末の過ごし方」 

 週末の過ごし方シリーズ、前回に続いてクッキング・調理器具編をお届

けします。今回はお馴染みのオーブンとインスタントポットを使った

料理を取材しました。 

 

オーブンで簡単！手作りグラノーラ 
   
 アメリカの家には必ずといっていいほど備わっている大きなオーブン。

オーブンで朝ごはんの定番、グラノーラを簡単に手作りできるのをご存じ

ですか？食物繊維が豊富でヘルシー、市販のものよりお安く作れるのも

魅力です。 

 

まずは基本機能のおさらいから 
  
 摂氏（℃）ではなく華氏（℉）の温度

表示にはもう慣れましたか？だいた

い摂氏×2が華氏と覚えておくとよい

でしょう。調理モードはBake以外に

Broil機能があり、これは上から食品を加熱する方法で焼き色をつけるの

で、魚のグリルなどに使えます。 

 その他の機能にセルフクリーニングがあります。セルフというと、勝手に

掃除してくれるの？と思いがちですが、これはオーブン内のゴミを高温

で焼き切るもので、クリーニング後に拭き掃除が必要になります。かなり

高温になるのでオーブンから目を離さず十分に換気に注意しましょう。  

 

さて本題、グラノーラの基本材料 
  
 ・オーツ（ロールドオーツまたはオールドファッションタイプ） 

 ・メープルシロップ、またはハチミツ、 アガベシロップ 

 ・ココナッツオイル、またはベジタブルオイル 

 ・お好みのナッツ、ドライフルーツ類 

 ・塩（ナッツに塩がついてる場合不要）  

  

 食物繊維が豊富なオーツ麦にはコレス

テロールを下げる働きがあり、食後の血

糖値が上がりにくく、腹持ちがよいのも

魅力です。 

 
 

混ぜて、焼いて、冷まして3ステップで完成！ 
  
 1. オーツとシロップ、オイルを混ぜ合 

     わせ、300度のオーブンで15分焼 

     く。 

 2. さらにナッツとドライフルーツを混ぜ 

  て再度オーブンで15分。まんべんな 

  く焼き色がつくように、途中様子を見 

  て混ぜましょう。 

 3. 冷ましてから保存容器へ。 
 

アレンジの幅が広いのが魅力 
  
 今回は、ピスタチオ、クランベリー、レーズン、アプリコット、かぼちゃの

種を使用。お好みでシナモンやバニラエッセンス、ココナッツフレークを

加えると風味が広がります。デーツもおすすめ食材で、小さくカットしてあ

る袋詰めが便利です。牛乳やヨーグルトの他に、豆乳やアーモンドミルク

で頂いてもいいですね。週末やお休みの日に作り置きして、ヘルシーに

1日をスタートしてみませんか。 

インスタントポットって、 

      要は圧力鍋ですか？ 
  
 続いて近年大人気のインスタント

ポットをご紹介。「インスタントポッ

ト」とはブランドの名前で、Pressure 

Cooker（電気圧力鍋）です。この電

気圧力鍋が本当に優秀。色々な機

能が付いていて、最近ではエアー

フライヤーの機能も付く物もありま

す。 

 

様々なメニューを時短調理 
  
 ご飯を炊く事はもちろん、カレーやシチューの煮込み料理、コロッケの下

準備にじゃがいもを蒸してみたり、お豆の煮物、おでんも短時間で作れて

しまいます。茹で卵は、お湯で作るものより殻がスルッと剥けたりして楽チ

ンです。 

 

多機能インスタントポット 
  
 機種にもよりますが、機能を見ると圧力調理、炒める、煮込む、スロー

クック、蒸す、炊飯、ヨーグルト、計7つものモードがあります。圧力鍋として

の機能のほか、スロークックモードで煮込みやスープなどタイマーでほっ

たらかし調理もできます。蒸し機能ではカボチャもほくほくに仕上がると

か。ヨーグルトモードでは、温度管理ができるので納豆も作ることができま

す。 

 

インスタントポットひとつで完了！ 

             ミートソースパスタ 
  
 今回は、そんなマルチな機能を使って、炒め

る、圧力調理で煮る、そして茹でるという工程

がインスタントポットひとつでできる！筆者も感

動したミートソースパスタをご紹介します。 

 

 1. ニンニクをオリーブオイルで炒めて、香りを 

      出す。香りが出てきたら、みじん切りにした 

      玉ねぎ、人参、セロリ、マッシュルーム、ナ 

      スなどお好きな野菜を入れて炒める。 

 2. 野菜がしんなりしたら、牛ひき肉を入れて 

      色が変わるまで炒める。 

 3. マリナラソースかトマト缶をひと瓶orひと缶 

   いれる。空いた容器いっぱいに水を入れ 

   投入。コンソメ、砂糖、ケチャップ、塩で味 

   をつける。 

 4. パスタを茹でずに半分におり、方向を変え 

   ながら入れる。 

 5. PressureモードのHighで、パスタの指定の 

     茹で時間、圧力をかける。 

 

使い方はまさにあなた次第 
  
 ざっと駆け足でご紹介しましたが、ライフスタイルや好み、用途で使い方

は自分次第で様々に広がりそうです。新しい機能やレシピに挑戦していく

のが楽しそうですね。                              

  

                                        （編集部） 

第5回 クッキング・調理器具編 その2  
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検査により輸血でHCVに感染することはほぼなくなり、現在日本でHCV

に新たに感染することは極めてまれになっています。また、かつては難治

性であったHCVに対する治療はここ数年で劇的に進歩し、現在ではほぼ

全例でウイルスが排除できるようになりました。ウイルスが消失すれば肝臓

の炎症がおさまり、癌の発生も抑えられることが期待できるため、日本で

は今後HCV感染者の減少に伴い、肝細胞癌の発生も減少することが予

想されます。 

 一方、アメリカではHCVは今なお感染拡大を続けており、年間5万人以

上が新たにHCVに感染しています。これは主に薬物乱用が原因と考えら

れています。またHCVに対する治療を受けるには、当然ながら自身が感

染していることを知ることが必要ですが、アメリカでは感染者の4割程度は

自身が感染していることを知りません。これには医療制度の問題など、ア

メリカ特有の問題も関わっているようです。従来1945～1965年生まれの

「baby boomers」とよばれる世代が患者の3/4を占めていましたが、現在で

は「millennials」とよばれる1981～1996年生まれの若い世代の割合が増え

ています。HCVに感染してから発癌するまでは何十年も要するため、今

後はbaby boomers世代、その後にはmillennials世代が肝細胞癌を発症

することが予想され、アメリカでは当面増加傾向が続くものと考えられま

す。 

 

・日本でもアメリカでも増加する脂肪肝による肝癌 
 脂肪肝はその名の通り肝臓に脂肪が沈着した状態です。肝炎ウイルス

やアルコール等によっても生じますが、これらの要因がなくても脂肪肝が

生じることがあり、非アルコール性脂肪性肝疾患（nonalcoholic fatty liver 

disease; NAFLD）と呼んでいます。NAFLDは病態が殆ど進行しない非ア

ルコール性脂肪肝（nonalcoholic fatty liver : NAFL)と、炎症を伴い肝硬

変・肝細胞癌へと進展し得る非アルコール性脂肪肝炎（nonalcoholic 

steatohepatitis : NASH)に分類され、NASHは肝細胞癌の重要な原因の

一つとして近年注目されています。日本での有病率はNAFLDが成人の2

割程度、NASHは1～2%程度と考えられており、ごくありふれた疾患で

す。NAFLDは肥満と関連しており、肥満大国アメリカではさらに有病率が

高く、成人の4割程度がNAFLD、1割程度がNASHと言われています。ア

メリカの肥満の背景にはファストフード・炭酸飲料などの高カロリーな食生

活、運動の機会が少ないことなどがあります。特に車社会のヒューストンは

この傾向が強く、過去には肥満率が全米ワースト1であった時期もあり、肥

満による脂肪肝、肝細胞癌には注意が必要です。NASHによる肝細胞癌

は日米ともに増加傾向にありますが、特にアメリカでは肝細胞癌の20～

50%程度はNASHが原因とされています。アメリカでは肥満人口がさらに

増加していることから、今後NASHによる肝細胞癌の発生も増加すること

が予想されます。 

 

 このように、アメリカの肝癌にはHCVと脂肪肝が重要ですが、その背景

には戦争、薬物乱用、医療制度、生活様式といった社会的要因が深く関

与しており、政治・社会的介入が可能であると考えられます。肝癌による

死亡を減らすためには、新たな治療法の開発のみならず、肝癌が増加し

ていること、およびその原因について広く啓蒙していくことが重要であると

考えられます。 

 昨年12月に大阪大学消化器内科より来ました牧野祐紀と申します。日

本では主に肝臓癌（肝癌）の研究をしていましたが、MD Anderson Can-

cer Centerでは膵臓癌の研究を行っています。肝臓と膵臓は異なる臓器

ですが、発癌のメカニズムや癌の増大進展機序には共通する面も多く、こ

れまでの肝癌研究の経験を活かしていきたいと考えています。 

 こちらに来てからアメリカにおけるがんの統計について調べてみると、肝

癌の動向が日米で異なることに気付きました。日本では2000年代前半を

ピークに肝癌の新規罹患数・死亡者数は減少傾向が続いていますが、ア

メリカでは新規罹患数・死亡者数とも一貫して増加しており、2040年頃に

は死亡者数が膵癌に次ぐ第3位になると予測されています。私は大学卒

業後、消化器内科医として十数年来日本の臨床現場におりましたが、卒

業当初に比べて肝癌の症例が非常に少なくなったことを実感していまし

た。それだけにアメリカのこの状況は意外であり、その原因について考察

してみたいと思います。 

 

 ・肝癌の種類と原因 
 肝癌には肝細胞癌と胆管細胞癌の2種類があり、前者が約95％を占め

ます。後者は日米ともに近年やや増加傾向にありますが頻度は少なく、

統計に大きく影響するのは前者であると考えられます。 

 肝細胞癌はほとんどの場合、元々肝臓に何らかの要因を持つ人に発生

します。その要因はウイルス肝炎、アルコール、自己免疫性肝疾患、脂肪

肝など様々ですが、いずれも肝臓に炎症を引き起こし、やがて肝臓は焼

け野原のように瘢痕化して硬くなり（肝硬変）、癌が発生しやすい状態に

なります。このうち、特に重要な要因である、C型肝炎と脂肪肝について記

載したいと思います。 

 

 ・日本で減少しアメリカで増加するC型肝炎 
 日米ともに肝細胞癌の原因として最も多いのはC型肝炎ウイルス（HCV; 

hepatitis C virus）です。HCVは血液を介して感染するウイルスで、肝臓に

炎症を惹起して（C型肝炎）長い年月をかけて肝細胞癌を引き起こしま

す。HCVが発見されたのは1989年ですが（この発見が2020年のノーベル

医学生理学賞に繋がったのは記憶に新しいところです）、薬物乱用による

注射針の使い回しや輸血などにより、日米とも20世紀半ば以降に急速に

感染が拡大したものと考えられています。薬物の乱用は特に戦争を背景

にして広まったと言われています。しかし、HCVの発見後はスクリーニング
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今月号は朴正勝先生から消化器内科がご専門の牧野祐紀先生にバトンが移りました。  

 次回はUTHealth Department of Neurologyで研究されている脳神経外

科医の尾崎弾先生です。まだ数えるほどしかお会いしたことがないにも

関わらず、急な執筆依頼を快く引き受けて下さいました。私の中の脳外

科医のイメージを変えてしまうほど、気さくでマイルドな先生です。  

MD Anderson Cancer Center Postdoctoral Fellow 

牧野祐紀  

肝癌；日本で減少しアメリカで増加する理由は？  



 日本語が読めないわけではないのに、絵本は開けるけれど字は読まない子も

いました。一生懸命読み聞かせをしてきたのに、幼稚園の頃から絵本をぱらぱ

らとめくって眺めるだけ。絵本よりドラゴンボールなどの漫画ばかり開いていまし

た。親としては「あぁ、よその子はもうとっくに自分で読んでいるのに。」とやきもき

し、本好きになってくれることを半分諦めていました。けれど、本を開く習慣さえ

できていればいつか読んでくれると信じて、気長に待つことにしました。するとあ

る日突然、そんな日が来ました。きっかけが何だったのかはわかりませんが、た

だその子のタイミングだったのだと思います。本を手にする習慣はあったので、

時間があったら常に読書をするようになりました。相変わらず漫画もたっぷり読

みますが、こちらもやっと、読書好きになってくれたようです。 

実は我が家で絵本の読み聞かせをたくさんしてきた理由はもうひとつありま

す。海外で子育てするにあたり、日本語を100%話せるようになって欲しいという

思いがあったからです。学生時代に日本語教員養成課程（日本語が母語でな

い人に日本語を教える教員になるのための授業）で聞いた話が印象に残って

います。人は言葉を使って思考する。その言葉が足りなければ、概念を作り上

げることができず、思考も深くできず、物事を伝えることも難しくなるというもので

す。我が家の場合は日本語をしっかりと身につけて欲しいと思い、家の中では

100%日本語を使ってきました。家庭内での限られた日本語に加え、絵本や本

の世界で使われる無限の日本語にはずいぶん助けられている気がします。 

理想は親も一緒に楽しむことでしょうが、正直なところ忙しい時に絵本を読ん

で、と言われると後回しにしてしまいます。何度も何度も読み聞かせた同じ本に

飽きてしまうことも多々あります。ですが、絵本を読み聞かせてあげられるのは

子育てのなかでもほんの数年。本を読むことで言葉を育て、絵本の世界を旅

し、人として心の経験が豊かになってくれればと思い、これからもあと少しがん

ばって読み聞かせをしていきたいと思います。そして子どもが大きくなって、お

膝に座って本を読んでもらっていた幸せな時間や気持ちを思い出してくれると

良いなと思います。今気がつきましたが、読み聞かせはもしかすると親が思い

出を作ってもらっているのかもしれませんね。             （下保木真澄） 

我が家の読み聞かせ事情  読み聞かせの会で読む本は、事前にメンバー

が集まり選定します。選定基準というものは明確にはなく、みなそれぞれ自分の

好みで選ぶのですが、文章が美しい本、絵が美しい本、家で読む時には選ばな

い対象年齢より上の少し長い本などを選ぶように気をつけています。ほかにも、

昔から人気がある本、外国の絵本、「きんぎょがにげた」のような、聞いているお

子さんも参加できる遊びの要素がある絵本など、毎回組み合わせを考えて選ん

でいます。長めの本でも、お母さんのお膝の上でみんなが一緒だと意外と集中

して聞いてくれるので、読んでいる我々もとても嬉しくなります。 

読み聞かせのメンバーをしていると、さぞ家でもまじめに良質な本を読み聞か

せているのだろうと思われるかもしれませんが、我が家の場合、全くそんなことは

ありません。アニメ絵本、漫画、ゲームブックなど、何でも図書館で借ります。どん

な本でも、本が家にあるだけで第一段階クリアだと思っているからです。とにかく

本が身近にあれば開いてしまうはずです。図書館に行って本を選ぶワクワクした

気持ち。初めての本も、お気に入りの何度も借りた本もおうちに持って帰る。そ

れだけで嬉しい気持ちになってくれれば本好き街道まっしぐらだと勝手に信じて

疑いません。 

恥ずかしながら、私はあまり子どもの頃に絵本を読んだ記憶がありません。新

興住宅地で近所に図書館がまだなかったので、絵本といえば本好きの祖母が

時折送ってくれるものと、幼稚園や小学校で読み聞かせてもらうものだけでし

た。大きくなってから友人たちと「ぐりとぐら」の思い出話ができず寂しい思いをし

たことがありました。ですので、子どもができて初めて買った本は「ぐりとぐら」。大

人になっても絵本のなんと面白いこと。子どもの時に読んでいたらどれほど楽し

めただろうと思いました。学生時代や大人になってからはわりと読書が好きでたく

さん読んだのですが、いくら大人向けの本を読んでも、絵本を読まなかったその

部分はなかなか埋められないとその時に思いました。子どもという感性豊かな時

代の絵本を通した疑似体験や感動は、大人になってからは得難い。そういう思

いがあり、自分の子どもにはたくさん絵本に触れて欲しくて読み聞かせをしてき

ました。 

我が家でも子ども全員が夢中で絵本を読んでいたかというと、そうでもありませ

ん。本が大好きで、一日中同じ絵本を何回も何回も読んでいる子もいました。自

然と自分で本を読むようになってくれ、しめしめと思ったものです。 

リカのキルトは大胆です。型紙は作らず、印付けもしない、布幅のまま大き

な定規を使い縫い代込みの寸法を一気にカットします。ピーシングもキル

ティングもミシンを使ってあっという間にベッドカバーのような大きさのキルト

が出来上がります。私はこの手法を知った時、目から鱗が落ちました。と共

に大胆で合理的なやり方がとてもアメリカらしいとも感じました。 
アメリカの色鮮やかでモダンなキルトに魅了され、私はまたキルトに夢中

になりました。そしてここは夢中になるのにいい環境なのです。日本にはな

いキルト専門のショップがヒューストン近郊だけでも数店舗もあります。そし

て、世界的なイベントであるインターナショナルキルトフェスティバルもヒュー

ストンで毎年開催されています。 
私は、作ったキルトをインスタに投稿するようになりました。するとそこでま

た世界が広がり、色んな国のキルターさんと出会うことができました。Quilt 

Alongという同じデザインをみんなで一緒に縫いましょうという企画に参加す

ると、他の人の配色や布選びを知ることができ、とても楽しく勉強になりまし

た。その中でとても嬉しい事もありました。私のキルトを雑誌に載せたいと、

キルト雑誌のディレクターの方がDMを

下さったのです。雑誌が刊行されるまで

半信半疑でしたが、私のキルトと拙い文

章がオーストラリアの雑誌に載ったとき

は、本当に感動しました。 
それ以外にも教会のキルティング

ビーに参加して作ったキルトを囲んでお

祈りしたり、ヒューストンではキルトを通し

てたくさんの人に出会い、たくさんの経

験をすることができました。その全てが

宝物です。私はこの3月で約6年の駐在

生活を終え帰国しますが、これからも私

らしいキルトを作り続けたいと思います。 

11 

 みなさんはパッチワークキルトをご存じですか？パッチワークとは、小さな

布を文字通りpatch（継ぎ合わせ）する手芸の技法です。継ぎ合わせて作っ

たキルトトップに中綿（キルト芯）と裏布を合わせ、縫うことで厚みのある生

地が出来ます。これがキルトです。私は10代の頃から本を参考に見よう見

まねで小物を作り始め、その後もハワイアンのベビーキルトを友達にプレゼ

ントしたり、長男の出産前にマザーバッグを作ったり、折に触れて作品を

作っていました。 
 キルトが本場であるアメリカに引っ越し、キルトに興味はあったもののその

頃は子供たちが6歳と4歳でその余裕がありませんでした。特に下の子は午

前と午後に別のschoolに通っており、私は9時半にpreschoolへ送り11時半

に迎え、公園でお弁当を食べさせ12時半に次のPreKにドロップオフ、3時

にピックアップという送り迎えの日々を送っていました。なので日本から持っ

てきていた材料や道具は箱から出されることなく半年が過ぎていました。 
 ちょうどそのころケイティISD主催のadult educationでキルトの講座がある

ことを知りました。が、お昼に送り迎えがあったので10時から2時の講座の

受講を半ば諦めていました。すると、同じようにダブルスクールをしていた

お友達が送り迎えを買って出てくれ、その講座を受講することができまし

た。そこで私のキルト人生が変わりました。 
 日本のキルトは、ピーシングもキルティングも手縫いが主流です。厚紙で

型紙をつくり、布に印をつけ、縫い代をとってカット、その後待ち針で両端

をあわせてから手縫いでピースを縫い合わせます。キルティングもフープと

いう刺繍枠の大きいものをつけ、一針一針手で縫います。なので作品に

よっては完成まで数年かかるようなものもあります。それとは対称的に、アメ
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第209回  早川亜由美   さん 

駐妻のヒューストン日記 

ピーカンキッズ今後の開催予定 *スタッフは随時募集中です。 

あそぼーかい pecan.asobo@gmail.com 

4月8日（金） 詳細はヒューストン日本商工会Facebookページ、ヒューストンなび

にて確認してください。やむをえず中止や予定変更になる場合も同様です。  

読み聞かせの会 houstonyomikikase@gmail.com  

開催日は未定です。HPにてご確認ください。  

mailto:pecan.asobo@gmail.com
https://www.facebook.com/jbahouston
https://hounavi.us/bbs/event.html
mailto:houstonyomikikase@gmail.com
https://www.jbahouston.org/


  私の場合、自分が会議で話す内容の概要を、事前にEメールで相手に送りま

す。これにより、先方と実際に会うときには、すでに相手はこちらが話す内容

を理解している、という何とも好都合な状況になっています。ですから、いきな

り「Have you read my email?」と切り出すだけで、たいてい、先方がそれに対

する自分の意見を言ってくれます。これでこちらの負担がぐんと軽減されるの

です。相手もこちらの英語を長々と聞いているより、疲れないのです。これは

カラオケと一緒です。一生懸命歌われると、こちらもまじめに聞かないといけ

ないと思う。でも、一緒に歌える歌だと楽しいし、関係性も構築できる。英語も

同じです。 

相手を知る 

  ヘタウマ英語を体得するには、事前のやり取りの中で相手を知ることが絶対

条件です。せっかちで結論を急ぐ人に初めからこちらの主張をぶつけると、

「言い合い合戦」になってしまうことが多く、逆にこちらの出方を見ている人に

最初から相手の手の内を聞くような質問ばかりしても通用しません。事前準備

は、情報の伝達だけではなく、相手を知るための策なのです。 

  相手を動かし、相手を知るための「脳内将棋盤」の活用は、丁寧すぎる英語

を話していたころの私にはできませんでした。それは「英語」に意識がいって

しまうからです。しかし、相手を動かせる対話ができるようになると、今の英語

力で、これまでより良好な関係を築けるようになったのです。 

次回はいよいよ最終回。ヘタウマ英語のまとめです！ 

Excuse me…をやめる  

  英語に不安になると日本人はついつい、前置きや説明が多い丁寧な英語

を話そうとします。しかしこれは、自信のなさを露呈するだけでなく、聞いてい

る相手を疲れさせます。特にアメリカ人にとって丁寧な英語は、「よそ行き」の

英語であり、話している相手が「ノンネイティブ」であることを強調するものでし

かありません。 

  そこで私は、思い切って丁寧さを捨てることを試みました。正直、長い会議

で、丁寧な英語に疲れていたというのがきっかけですが(笑)。普段なら、

「Excuse me. Can you explain that again?」 と丁寧に聞き返すところ、「I don't 

get it. Why is that?」 と聞き返すと、これまでとまったく違う流れになったので

す。相手は自分の説明が足りなかったのかと、解説をしてきました。私はそれ

を、ふんふん、とうなずきながら、時折「Is that so?（本当に？）」と一言はさん

だりしたのです。するとどうでしょうか。相手も、熱を入れて話し出し、「Excuse 

me.」と言っていた時にはたどり着けない「対等な関係」を築けたのです。「自

分が目指す英語はこれだ！」と、その時私は痛感しました。仕事で「対等」に

話せるようになるには、いまの英語力でもやり方によっては十分通用するので

す。これがヘタウマ英語3か条の3つ目「丁寧すぎる英語は、思い切って捨て

る」です。 

脳内将棋盤のフル活用 

  前回、会議や交渉の事前準備として、「脳内将棋盤」を活用するお話をしま

した。「脳内将棋盤」とは、プロの棋士が文字通り頭の中に将棋盤を思い描

き、何手も先まで予想をするというものです。しかし、英語における脳内将棋

盤とは、決して相手の一言一言を想定し、それに対する何通りもの英語を準

備するものではありません。ＡＩならまだしも、私たち人間にはそんな準備はで

きるわけもないのです。では、脳内将棋盤を使って、なにをするのでしょう。 

相手を動かす 

  自分が一生懸命英語を話す前に、まずは相手を動かしましょう。そのための

準備は、実際の対話をする前に相手にコンタクトするところから始まります。
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編 集 後 記  

 春を告げる鳥の声が聞こえ始めました。陽光の降り注ぐ穏やかな季節がまた

やってきます。日本における3月は、来る新年度に向けた異動の多い季節でも

あります。新学習指導要領に基づく体制づくりとコロナ禍でのオンライン授業

導入に3年間尽力された、日本語補習校の井手校長が3月12日を最後に離任

されます。私自身も一教員として井手校長より学んだことは計り知れず、大変

有意義な教員生活を過ごさせていただきました。日本での更なるご活躍を祈

念しております。 

 私が初めて手にしたGulf Streamは、2016年の3月号でした。右も左も分から

ない新天地のHoustonで日本語によるコラムを楽しむだけでなく、日本人コ

ニュニティーのイベントや災害時のhow-to情報が詰め込まれた本誌に何度助

けられたことでしょう。本誌は紙ベースから電子データによる配信形態に変わ

り、さらに多くの読者様にお役立ていただいていると思います。当地に新しく

来られた方も、また去られる方も、Houstonの「今」をGulf Streamのリンクより折

に触れて楽しんでいただければ幸甚です。 

 Gulf Streamは一緒に作業して下さる方を随時募集しています。日本で長年

お仕事をされていた方、また当地で新しいことを始めてみたい方。編集委員と

してご活躍されてはいかがでしょうか? 私はレイアウト担当として本誌編集に携

わりましたが、フリー素材を使って記事の内容に合うイラストを探したり、フレー

ムで彩りを加えて記事を引き立たせたり。デザイン要素満載の作業で楽しく活

動させていただきました。文章を書くことが好きな方は記者や校正、配色やデ

ザインが好きな方はレイアウトと担当分けもされています。少しでも興味を持っ

ていただけたら、ぜひ下記メールアドレスまでご連絡ください。 

  皆さま、今後ともGulf Streamをよろしくお願いいたします。                                                    

Gulf    Stream Vol.47 No.6 March 2022 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編集委員および投稿募集中！ 

問い合わせ先： sansuikai@jbahouston.org  

ガルフストリームは、ホームページでも閲覧可能です。 

 https://www.jbahoustongulfstream.com/ 
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仕事に活かす 

 内容は記事執筆時点の情報に基づいています。変更になる場合もあります

ので、お出かけ前に各自で最新の情報を主催者サイト等でご確認ください。 

■開催中 – May 1 POPnology @ Space Center Houston 

SF映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」や「E.T.」などに代表されるポップカルチャー

が科学技術とどのように影響を及ぼしあってきたのかを紹介する展示です。一般入

場料で鑑賞可能です。 

■Mar. 20 – Jun. 5  
Shahzia Sikander: Extraordinary Realities @ Museum of Fine Art, Houston 

パキスタンに生まれ、1995年から1997年までヒューストン美術館の美術教育プログラム

に参加し、現在は国際的に活動中のアーティストShahzia Sikanderの展覧会が開かれま

す。パキスタンの伝統的な細密画と現代美術を融合させた作品群をお楽しみください。 

■Mar. 27 94th Academy Awards @ Dolby Theatre 

ヒューストンでもテキサスでもないですが、皆さんご存知、映画の祭典アカデミー賞の授

賞式がハリウッドで開かれます。濱口竜介監督の「ドライブ・マイ・カー」も4部門でノミ

ネートされており、賞の行方から目が離せません。 

■Mar. 23-27 Houston Fishing Show @ George R Brown Convention Center 

ヒューストンにも釣りが好きな人はたくさんいます。釣り道具やボート、釣りスポットなど

様々な情報が得られる年1回のイベントです。 

■Apr. 8-10 Houston Ballet Nutcracker Market Spring @ NRG Center 

ヒューストンバレエ主催のバザーです。入場料と売り上げの一部はバレエ教育や奨学

金などの活動に充てられます。 

■Apr. 14-17 Disney on Ice  presents Mickey’s Search Party @ NRG Stadium 

みんなの大好きなミッキーマウスがヒューストンにやってきます。氷の上で繰り広げられ

る様々なパフォーマンスをお楽しみください。 

■Apr. 22, 24, 30, May 3, 6, 8 Turandot @ Wortham Theatre Center 

歌曲「誰も寝てはならぬ」と言えば2006年トリノオリンピックの女子フィギュアスケート決

勝で荒川静香選手が金メダルをとったときの曲として記憶している方もいるかもしれま

せんが、もともとはイタリアオペラの巨匠プッチーニの最後のオペラ「トゥーランドット」の

中の曲です。どんなお話なのか、気になる方は劇場に足を運んでみてはいかがでしょう

か。歌詞はイタリア語ですが英訳表示つきです。 

 

内藤博久（準会員） 

 100年の歴史を有する米国の法律事務所Moses & Singer 

LLPにて労働法、企業法務、知的財産権などを専門に扱う

ニューヨーク州弁護士（現在、テキサス州の弁護士資格申

請中）。幅広いネットワークで米国の大手法律事務所と提

携し、日本企業の米国進出を多角的に支援。日本人経営

者を対象としたリーガルセンスを磨くセミナーを実施し、

YouTubeの配信なども行っている。 

 Email：hnaito@mosessinger.com 

 US LEGAL AID FOR LEADERS 

 YouTubeチャンネル 久ラジ  

 個人ブログ  

mailto:sansuikai@jbahouston.org
https://www.jbahoustongulfstream.com/
https://spacecenter.org/exhibits-and-experiences/new-exhibit-popnology/
https://www.mfah.org/exhibitions/shahzia-sikander-extraordinary-realities
https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2022
http://www.houstonfishingshow.com/
https://www.houstonballet.org/about/nutcracker-market/explore/spring-spectacular/
https://www.disneyonice.com/mickeys-search-party/houston-tx-nrg-stadium
https://www.houstongrandopera.org/events-tickets/2021-22-season/turandot/
mailto:hnaito@mosessinger.com
https://www.jpnuslegalaidatwork.com/
https://www.youtube.com/channel/UCm8r_LGEiUg6XwQq466Rzpw?app=desktop
https://hisablog.hatenadiary.com/
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