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編 集 後 記 

毎年恒例のテキサス州六者交流会が、去る11月6日（金）、7日（土）に

ヒューストンで開催されました。今年で記念すべき20回を迎えるこの大きな

イベントは、ダラス、オースティン、サンアントニオ、マッカーレン、エルパ

ソ、そしてヒューストンの六都市の日本商工会、日本人会の皆様の親睦を

深めるために行われる交流会で、毎年六都市持ち回りで開催されていま

す。この六者交流会、もともとは1996年にダラス、エルパソ、ヒューストンの

三者交流会からスタートし、その後2001年にマッカーレンが参加、2003年

にオースティンとサンアントニオが参加し現在に至ります。今回、参加者総

数は126名となり、各イベントで大いに親交を深めました。 

 

初日は、会場となるヒルトン・ポストオークに集合、バスでNASAジョンソ

ンスペースセンターへと向かいました。ここは、1961年に有人宇宙飛行プ

ログラムの中枢センターとして開所、NASAが全米に持つ9つのフィールド

センターの1つで、現在は国際宇宙ステーション（ISS）プログラムの拠点、

本部が置かれ、ISSの運用管制が行われています。今回、宇宙航空開発

研究機構（JAXA）様に全面的なご協力を頂き、若田光一宇宙飛行士によ

る講演会及びトラムツアーによるNASAが誇る最先端施設の見学会が行

われました。講演会には金井宇宙飛行士もご出席頂きました。若田宇宙

飛行士は皆様ご存知の通り、日本人初となるISSでの船長（コマンダー）と

なられ、過去3回のミッションを含めた宇宙滞在期間の合計は347日8時間

33分と日本人宇宙飛行士では最長となります。講演は、「ISS長期滞在と

リーダーシップ」というタイトルで、豊富なご経験とリーダーシップに基づく

貴重なお話を伺うことができました。参加者の皆様からのご質問にも丁寧

に受け答え頂き、講演内容もさることながらそのお人柄に参加者の皆様も

親しみを持たれ、宇宙をより身近に感じる非常によい機会となりました。講

演会のあとはトラムツアーによる国際宇宙ステーション運用管制室、宇宙

飛行士訓練施設の見学が行われました。 

 

NASAスペースセンター訪問後、ホテルに戻り懇親ディナーパーティが

行われました。本多之仁ヒューストン日本商工会会長による開会の辞、続

いて髙岡望総領事によるご挨拶と乾杯のご発声を頂き懇親会がスタート。

懇親会では開始前から閉会後も皆様相互交流、名刺交換を活発にされ

ておりました。その後、恒例の各都市による近況報告のプレゼンテーショ

ンとなり、ヒューストン、オースティン、エルパソ、マッカーレン、サンアントニ

オ、そして最後に来年の開催都市となるダラスから各都市の今年のトピッ

クス、企業紹介、観光名所、スポーツチーム、日本人会及び商工会の活動、

日本語補習校について等々の様々なお話しを頂きました。テキサス各都市

は近年日本からの企業進出、駐在員の増加が著しく、日本と各都市の往来

が活発になっています。これに伴い各航空会社は日本との直行便を就航・就

航予定しており、今回、ユナイテッド航空様、全日本空輸様、日本航空様か

らそれぞれ日本往復の航空券をご提供頂き、クイズによる航空券抽選会が行

われ大いに盛り上がりました。クイズはヒューストンにちなんだ二者択一問題

（実際は殆ど関係ありませんでしたが）を数題出題、残り5名となったところで

最後「地球と月の初の月面着陸を果たしたアポロ11号はケネディ宇宙セン

ター発射から月面到着迄何時間掛かったか」（答えは102時間45分40秒）とい

う問題に対し、答えの近かった上位3名の方（1位：マッカーレン瀬口様、2位：

ヒューストン井口様、3位：ダラス安藤様）に航空券が授与されました。 

 

翌日は、アメリカの名門ゴルフ場のレプリカホールを集めたTour18におい

て懇親ゴルフ大会が開催され、総勢53名がご参加。前日まで天候が懸念さ

れましたが、当日ゴルフ場周辺は幸い雨が降らず、午前8時に15組による

ショットガンスタート、残り3ホールを残したところで雨が降り出し始めたもの

の、無事18ホール全てプレーをすることができました。ダブルぺリア方式で

競った結果、地元ヒューストンSumitomo Corporation of Americasの森様が見

事総合優勝を果たしました。懇親会及びゴルフの賞品のご提供を頂きました

皆様にはこの場をお借りして御礼を申し上げさせて頂きます。 

 

本会開催にあたりましては、至らぬ点も多々あったかと存じますが、皆様の

特段のご協力、特に各都市事務局の皆様、ヒューストン日本商工会事務局

の皆様、並びにヒューストン日本商工会幹事会社のChubu Electric Power 

USA様、JAXA様、JTB USA様のご協力に支えられまして無事終えることが

でき大変感謝しております。ありがとうございました。 

 

来年の六者交流会はダラスにて開催されます。また来年、皆様にお会い

できますことを楽しみにしております。 

 

                                              Sumitomo Corporation of Americas 竹平 英貴 

 

 そこここで、イルミネーション飾りの見られる季節になり、クリスマスの

月になったことを実感させてくれます。年の瀬ですね。今号のガルフス

トリームは髙岡総領事の離任のご挨拶があります。髙岡総領事には2年

余り、当商工会の名誉会長を務めていただき、本当にありがとうござい

ました。 

 なお、10月号で募集した商工会名簿表紙写真については、応募1件

のみで、残念ながら、解像度が適さなかったため、編集部で昨年写真

を提供いただき好評だった Dr. Ned Shimizuに今年も提供をお願いし

ました。来年度はたくさんのご応募があるよう編集部一同皆様のご参加

をお待ちしております。 12月中に配布予定とのことです。 今号も「ガル

フストリーム」を宜しくお願い申し上げます。  

 

第２０回 

♦Until December 20:Trader’s Village 2015 Holiday Market with Santa Claus:  

Santa is at Traders Village this weekend to meet and greet. It only $5 to take pictures 
with Santa. Free to enter the market. $4 to park your car http://tradersvillage.com/
houston/events/holiday-market-with-santa-claus-5-photos-4/ 

 

♦December 31,2014:Children’s museum: There are a lot of activities for  children 

who can enjoy at the Houston’s most popular place during the holiday seasons. Ad-
mission fee: adult/child $10 plus the parking, See more see the event information at:  
http://www.cmhouston.org/ 

 

♦January 8-17 @Houston Boat Show 入場料大人12ドル子供12歳以下5ドル。

Reliant Center駐車場料金＄5。1000以上のボートやＲＶ(レジャーカー)が展示される

予定になっています。日本ではなかなか見られないボートを見に行ってみません

か？ 詳しくは：www.houstonboatshows.com/  

 

♦January 17:Chevron Houston Marathon @Downtown: Founded in 1995, the 

Chevron Houston Marathon's Run for a Reason charity program links thousands of 
runners with participating nonprofits and provides a platform for charities to raise 
awareness and funds as well as educate others about their cause.  
http://www.chevronhoustonmarathon.com/ 
 

♦January 18 @ 10:00am: 22nd Annual Martin Luther King Jr. Parade@San 

Jacinto St & Elgin Street Houston: Celebrating! Its 21st Anniversary, the MLK 
Grande Parade is the third largest Parade in the U.S. behind The Rose Parade and The 
Macy’s Day Parade. See the website for further information at:   
http://mlkgrandeparade.org/ 
 

♦Until February 18: The Ice Skate at The Discovery Park in Houston Downton: 

The ICE at Discovery Green uses recycled water from Kinder Lake to create a 7,716 
square-foot ice skating surface, making it the largest outdoor skating rink in the South-
west. $13 includes skate rental and tax.  See more details at   
http://www.discoverygreen.com/ice  

テキサス州六者交流会開催 Houston 

NASAでの集合写真 若田宇宙飛行士（中央）金井宇宙飛行士（最後列一番左）とともに 

本多ヒューストン 

日本商工会会長 
懇親ディナーパーティ 

 このたび、お問い合わせの多かったヒューストンでの子育て事情につい

て、ご自身では4人の子育てをしながらプリスクールや補習校での教師経験

をお持ちのカルデロン先生に講師をお願いし、講演会を開催する運びとな

りました。 

 小さいお子様連れの方も歓迎致します。皆様、お誘い合わせの上、ご参

加申込みいただけますようお待ちしております。  

 

 テーマ： テキサスでの子育ての楽しみ方 

 日    時:  2016年1月29日(金) 10時受付開始 11時半終了予定 

 参加費： 無料 定員：20名前後（先着順、お子様連れOK、授乳・ 

                           おむつ交換はキッズルームを開放します。） 

 申し込み方法： 2016年1月5日（火）〜7日（木）に以下のメールアドレスに 

                        お申込みください。    

 お助けマップメールアドレス： otasukemap@jbahouston.org 

 講演会開催のお知らせ（生活・情報委員会/お助けマップ主催） 
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平成27（2015-2016）年度 11月 商工会理事委員会 議事録 

11 

日  時： 平成27年11月18日（木）11：30～13:00  

場  所： 住友商事社 会議室（10階） 

出席者： 名誉会長、理事委員6名、正会員1名、事務局長 

欠席者： 理事委員13名（うち幹事委任12名、代理委任1名） 

司  会： 金子公亮 幹事 

１．商工会会長連絡 （金子公亮 幹事： 本多之仁 会長代理） 

①油価が1バレル$40ドルを切るレベルを窺うなか、今月、シェルが先の

シェブロンらに続いて82億ドルの大型減損を発表した。このほかにもチェ

サピーク、アパッチ、デボン、サウスウェスタン、といった米国の大手石油

企業があわせて600億ドル規模の減損を行うと予想されている。また、ピー

ク時日量960万バレルまで増えていた米国の石油生産も若干の減少に転

じ始めており、米エネ省は2016年の見通しを877万バレルに下方修正し

た。我々ヒューストンの日系企業の多くにとって大きなインパクトを持つ石

油ガス関連業界の今後の動向が引き続き注目される。 

②当会の近況としては、10月28日に常任理事委員会、総会、懇親会が開

催され、常任委員会では前年度の決算と今年度の予算が承認されて、新

理事委員の皆様での活動が本格的にスタートした。今月は商工会のイベ

ントとしてテキサス六者交流会が6、7日の二日間で、また第553回テキサ

ス会ゴルフコンペが15日に執り行われた。各会員の皆様の多数のご参

加、そして各イベントの運営に携わっていただいた幹事・副幹事会社様の

ご尽力に厚く感謝申し上げるとともに、引き続き皆様の商工会活動ご支

援・ご協力をお願い申し上げる。  

2. 総領事館連絡 （髙岡 望 総領事） 

①恒例の天皇誕生日祝賀レセプションを12月15日（火）18時より公邸にて

開催する。日本企業の活動状況や製品を広報するための展示に関して、

すでにご案内が事務局より配信されているので、是非ご協力をお願いし

たい。 

②11月2日に愛知県の森岡副知事がテキサス州のアボット知事とオース

ティンで会見した。その際、アボット知事には、テキサス州が米国の中心

に位置すること、エネルギー産業の中心であること、及び高速鉄道を含め

ハイテク産業の基盤があることの３つの柱を軸にTPP締結も踏まえ、日本

との関係の将来は明るいと考えている旨説明した。同知事からは、ハイテ

ク産業については、宇宙開発、医療研究でもテキサスは全米の最先端に

位置しており、日本との協力の可能性は大きいとの発言があった。 

３.テキサス州六者交流会関連報告  （金子公亮 幹事: 本多之仁会長代

理） 

 11月6日（金）、7日（土）の両日、第20回テキサス州六者交流会がヒュー

ストンで開催され、ダラス、オースティン、サンアントニオ、マッカーレン、エ

ルパソ、ヒューストン六都市合せて参加者総数は126名となった。初日は、

NASAジョンソンスペースセンター見学、若田光一宇宙飛行士による講演

会に続き、同夜ホテルでは懇親ディナーパーティーが開催され大盛況で

あった。また、2日目は悪天候が懸念されていた中、ツアー18にて懇親ゴ

ルフ大会を最後まで実施することができた。お忙しいなか両日ともにご参

加ご挨拶いただいた髙岡総領事、本会開催にあたり、ご協力いただいた

中部電力様、JAXA様、JTB様、商工会事務局の方々、種々ご相談させ

ていただいた商工会理事の方々にあらためて御礼申し上げる。 

4.他団体関連報告 （加藤眞人 他団体対応・日本庭園 特命理事） 

＊日本庭園25周年記念事業への寄付について 

 2017年に25周年を迎える日本庭園の記念事業については、すでに8月

度常任委員会にてHermann Park Conservancyの代表者によるプレゼン

テーションがあり、寄付のご案内も事務局を通して会員企業へ送付済み

である。同事業の1つであるゲートの工事はすでに11月9日に開始されて

おり、同団体からは当会からの寄付金拠出を今年中に行うことを要請され

ている。本件は、日本企業・その他団体あるいは政府組織とアメリカにお

ける同等組織との親善を促進する意味で、当会の設立趣旨に則した地域

貢献であり、寄付を実施することが可然であると判断する。寄付金の額を

決めるにあたり、単年度予算の範囲内であるとともに他の寄贈者による寄

付額を考慮に入れた上で、当会のプレゼンスを保ちつつ突出しない金額

として3万ドルが提案され、過半数の票をもって承認された。尚、本決議に

関しては、一月度常任委員会にて追認を諮ることとする。 

５.ジャパンフェスティバル関連報告  （金子公亮 幹事: 藤井一彦 特

命理事代理） 

 The Japan Festival of Houston, Inc.代 表 のJustin Cooper氏 よ り

Hermann Park ConservancyのGalaとのスケジュールの問題等により

2016年のジャパンフェスティバルは、当初予定されていた4月23-24日

の開催が不可能となった旨、連絡があった。現在、4月16-17日、5月14

-15日を代替日として日程調整を検討している状況にある。今後、当会

や他団体との行事予定を考慮に入れ、話し合いが持たれる予定であ

る。 

６．委員会・部会関連事項 

①企画・調査委員会 （金子公亮 幹事： 黒川淳二 企画・調査委員長

代理）  

＊「為替セミナー」開催について  

 12月10日（木）午後2：30よりUnited Way CRCにて三菱東京UFJ銀行

のグローバルマーケットリサーチ為替アナリストである石丸信二氏を講

師としてお迎えし、「米国およびカナダ、メキシコの金融情勢、為替相

場の見通し」について解説いただく。ご案内はすでに事務局より送付

済みで、只今、申し込みを受け付け中。奮ってご参加いただきたい。  

＊「ヒューストン経済の現状と今後の見通し」講演会について  

 2016年1月20日（水）10：15am（常任委員会終了後）～12：00 pmに

United Way CRCにてGreater Houston Partnership(GHP)よりパトリック・

ジャンコウスキー氏（調査部門シニア・バイス・プレジデント）とスーザ

ン・アシマキス氏（会員サービス部門シニア・バイス・プレジデント）をお

招きし、ヒューストン経済の現状および今後の見通しの解説、そして

GHPの活動内容についてご紹介いただく予定。ご案内は、後日事務

局より配信するので、ぜひご参加いただきたい。 

７．事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

①商工会「ロゴ」制作について 【承認事項】 

 2018年に当会が創立50周年を迎えるにあたり、当会の認識度を高め

るためにロゴ制作の提案が事務局より出された。デザイン原案はガル

フストリームを通して公募し、最優秀作品は商標登録をし、その応募者

には商工会の雑費予算より賞金100ドルを授与することが承認された。

応募方法、デザイン規定、選定方法等、詳細については告知に明記

することとする。 

②商工会事務局/三水会センター及び補習校事務局閉所連絡  

 休館日：11月26日（木）から11月30日（月） 

③2015-2016年版会員名簿改訂作業進捗報告 

 現在、新年度の名簿ドラフトを各会員企業に配信し、確認を依頼して

いる段階にある。校正後の最終確認にも引き続きご協力いただきた

い。尚、印刷された名簿は、12月中に配布予定である。 

④佐藤暁子様ご息女の訃報について 

 ガルフ編集部の一員としてこれまで貢献いただいており、補習校でも

教鞭を執っておられる佐藤暁子先生のお嬢様が長い闘病生活の後、

11月6日に永眠された。当会より葬儀に際して供花をさせていただき、

本多会長ご夫妻、事務局長他、関係者がお通夜やお葬式に参列し

た。故人のご冥福を心よりお祈り申し上げたい。 

⑤会員消息   

 11月17日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員651名（正団

体会員 106社）、準会員35名で、総会員数は695名である。詳細は12

月発行の2015-2016年版会員名簿を参照。 

S
p
e
c
ia

l R
e
p
o
rt 

ホリデーシーズンを 

    楽しく迎えるために  
 

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 

 いよいよ12月、2015年の最終月となりました。秋の花粉の

シーズンも終りましたが、喘息やアレルギー性鼻炎の患者

さんのなかで過半数の方は、通年性のアレルゲンに感作さ

れていらっしゃいます。ホコリやカビ、イエダニや動物などに

よる症状が引き続き認められてもおかしくありません。長い

間しまわれていたクリスマスのデコレーションにホコリやカビ

が付いていたのを、飾りつけの過程で鼻から口から吸いこ

むこともあるかもしれません。また冷たい外気を吸い込むこ

とで、喘息が悪化したり、今まで喘息になったことの無い方

でも咳が止まらなかったり、息が苦しくなったりすることがあ

るかもしれません。簡単にできる予防策としては、口や鼻を

マフラーやコート、マスクなどで覆うことです。特に体を動か

すときは、運動が上記の症状を誘発することも多いので有

効です。 

 

 また冬は旅行のシーズンでもありますね。常用薬は多め

にお持ちになることをお勧め致します。食物アレルギーなど

でエピペンの処方を受けている方は、医療機関の速やかな受診が

旅先では困難なこともあるかもしれないので、2本持参したほうがよ

いでしょう。 

 

 招いたり招かれたりすることの多いこのシーズンは、食物アレル

ギーが起こりやすいシーズンでもあります。食物アレルギーがある場

合は、ホスト側の方に事前に相談しておきましょう。 

     

 拙文を2年弱書き連ねて参りましたが、今月号で一旦お休みとなり

ます。読者の皆様、どうぞ健やかな年末年始をお迎え下さい。 

 

医師 小川リール好子 

東京大学医学部医学科卒。2012年にCenter for Allergy and Asthma of 

Texasを開業し、ヒューストンとウッドランズのクリニックにて日々臨床に従

事。米国アレルギー免疫専門医、米国内科専門医、日本医師免許保

有。 

東の国から ワーアレンジのレッスンで、何か最後にテキサスら

しいものをと思い、ブルーボネットをあしらって

作った作品です（掲載写真）。早速部屋に飾って

みると、テキサスの雰囲気がそこに漂いました。私

達家族がヒューストンで過ごした日々の証のよう

に、確かな存在感を放ってくれています。 

 5歳の娘もまた私と同様に、ヒューストンと東京のギャップに揺れ動いているようで

す。9月から近所の幼稚園に入った娘は、すぐに仲良しの友達ができて毎日楽しく

通うようになりました。アメリカで言葉がまったくわからないところから現地の友達をつ

くっていったことや、日本人同士でも年齢や出身地も様々な子どもたちと遊んでい

た経験のおかげか、環境の変化に強いタフさを身につけてくれたように思います。

それでも時々、まるで家族のようにいつも一緒に遊んでいた友達や、毎日のように

入っていたタウンハウスのプール、ハロウィンやパンプキン・パッチなどの楽しかった

イベントを思い出して、「アメリカに帰りたい」と言うことがあります。2歳半で渡米した

娘にとっては、東京よりもヒューストンでの生活の方が長く、愛着があるのでしょう。い

つまでも忘れないでいて欲しいと願っています。 

 もう一つ、ヒューストンから持ち帰った思い出の物に、分厚いアルバムがあります。

去年の夏に息子が生まれた時から始めたプロジェクトライフというアルバムです。こ

こには、なんということのない日常を写した写真が入っていて、それぞれの写真には

日記のようにジャーナルを一言書いたカードが添えてあります。息子が生まれた時

の写真や、娘が自転車に補助輪なしで乗れるようになった日の写真、散歩中に見

上げた空の写真…。このアルバムを開くと、ヒューストンでの日々が鮮やかに蘇って

きます。娘の描いた絵や友達からいただいた寄せ書きも一緒に入れてあり、まさに

思い出が詰まった一冊です。テキサスが恋しくなった時には、娘と一緒にこのアル

バムを開き、「懐かしいね」と話しながら写真を眺めています。 

 こうして写真を見返すと、笑いあり涙あり、私達家族にとって宝物のような忘れがた

い3年間でした。また戻りたいと思えるほどにヒューストンでの生活が楽しくかけがえ

のないものになったのは、良い友達に恵まれ、楽しい思い出をたくさん持ち帰ること

ができたからこそ、と感謝しています。これからも折にふれて、子どもたちとこのアル

バムを開き、ヒューストンで過ごした時間を大切に思い返していきたいです。                                            

                                              松本 幸 

A Letter  
from Japan 

 私達家族は約3年間の駐在生活を終え、今年8月に帰国しました。そ

れから数ヶ月経ち、生活もだいぶ落ち着いてきた頃、無性にヒューストン

に戻りたくなった時がありました。ホームシックなのでしょうか。東京は言

葉も通じるし、土地勘もあるし、食べ物もおいしいし、生活するのはとても

ラクです。渡米した時に比べて、帰国した時の方が日常生活に慣れたの

もとても早かった気がします。でも、そのラクな感じが逆になんだか物足り

なく、また、毎日のように会っていたヒューストンの友達がいない東京で

の生活が当たり前になるにつれて、ヒューストンがどんどん遠くなっていく

ような寂しさを感じました。 

 そんな時に開いた船便の荷物の中に、帰国直前に作ったシルクフラ

ワーのアレンジメントがありました。ヒューストン滞在中に通っていたフラ
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残りません。一方、アトロピン療法は、上手くいけば手術を回避できます

が、本格的な哺乳再開までに日数を要し、上手くいかなかった場合は結

局手術になります。賛否両論あるところですが、この両方の可能性を説明

して治療法を選択して頂きます。 

 

中腸軸捻転   

 胎生8週頃、胎児の腸管はダイナミックな回転をしながら一旦は臍帯内

に脱出して成長し、12週頃にお腹の中に戻って固定されるべき部位に固

定されます。この過程で起こりうる回転と固定のエラーが「腸回転異常症」

です。そして、その80%は生後1か月以内に軸捻転(ねじれ)を発症しま

す。ねじれた腸管内では飲んだものが通過せず、便が出ない、ガスが出

ない、そしてミルクのみならず胆汁や腸液を吐くという腸閉塞のような症状

に加え、時間が経過すると腸管のダメージによる血便も出現します。さら

に時間が経つと腸管壊死に至るという、とても怖い疾患です。そうなる前

に、上記症状、そして何よりも赤ちゃんが何となくグッタリしている、などの

異常に気付いたら、すぐに病院に行く必要があります。超音波、注腸造

影検査などで典型的な所見を認めたら、緊急手術が必要です。その多く

は、ねじれの解除、ねじれの原因になる腸管同士をつなぐヒモ(Ladd靭

帯)の切離、そしてねじれにくい形状に戻すことで改善しますが、腸回転

異常という生まれつきの状態は変わりませんので、中には捻転を再発す

る子もいます。従って、退院後もしばらくは定期的に外来通院して頂くこと

が多いです。 

 

腸重積  

 多くは1歳までに発症します。感染性腸炎などによる腸間膜リンパ節の

腫れや、腸管ポリープ、憩室などが原因で起こる、連続した腸管同士が

重なり合う(多くは小腸が大腸に入り込む)重積という状態です。血便、嘔

吐、激しい腹痛などの症状を認めます。顔面蒼白になって大声で泣いて

いるかと思えば、突然ケロッと機嫌が良くなり、また飲んだり食べたりしま

す。そしてまた痛がり、機嫌が戻りの繰り返しで段々と周期が短くなります

ので、この異変に気付いたら病院に行きましょう。超音波で診断できま

す。発症したと思われる時点から24時間以内であれば、超音波下に肛門

から空気注入、またはレントゲン透視下に造影剤注入(高圧浣腸)をするこ

とで80％は重積が解除されますが、その後10％で重積を再発します。さ

らに、上記手段で重積が解除できない場合は、手術によって重積を解

除、または稀に腸管切除などをします。ほとんどは経過良好ですが、早

期診断が必要です。 

 

 最後になりますが、小児一般に共通した重要なことは、「自分の症状を

適格な言葉で伝えられない」ということです。赤ちゃんなら尚更です。そし

て、この小さな命を守ってあげるのは我々大人の義務です。まだ言葉に

なっていない「子供たちからのメッセージ」は間違いなく存在し、それを

拾ってあげる必要があります。しかし、すぐに気付くのはなかなか難しい

のも事実ですので、少しでも普段と違うと思ったら迷わず医師に相談して

ください。私にも、もうすぐ2歳になる息子がおります。子を持つ親として、

身につまされることも多々ありました。しかし、難局を乗り切った時の子供

たちの笑顔は何物にも代え難いご褒美ですし、だからこそ私たち小児外

科医は頑張れます。以上、やや駆け足の内容でしたが、少しでも皆様の

ご参考になれば幸いです。 

第13４回 
 

 小児外科医のお仕事  

       ～子どもたちからのメッセージ～ 

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。 

前回の魚谷貴洋先生から小児外科がご専門の野村元成先生にバトンが移りました。  

 はじめまして、2015年4月より「笑いと人情の街」大阪からやって参りました

大阪大学小児外科の野村元成です。私は日本では小児外科専門医、がん

治療認定医、移植認定医として、主に小児医療の臨床医として働いてきまし

た。小児外科は、主に新生児から16歳未満の患者さんを対象としますが、小

児科、産婦人科など様々な関連科と連携して治療に当たることが多いです。

その中で、残念ながら外科医に出来ることの限界も思い知らされて悔し涙を

飲んだことも多々ありました。そこでこの度、「じゃあ、その外科医に出来ない

ことを外科医がやってやろうじゃねえか！」と一念発起し、新天地を求めて

やってきました。 

 当初は一番の専門分野である小児がんの話をしようと思ったのですが、既

に第80回で寺島先生に分かり易く説明して頂いていますので、より一般的な

小児外科疾患の話をさせて頂きます。我々が扱う疾患は、消化管閉鎖や横

隔膜ヘルニアなど生後早期に手術を必要とする重症な先天性疾患をはじ

め、頸部、胸部(心臓以外)、腹部、泌尿器の疾患、そして小児がんなど多岐

に渡ります。先天性疾患の多くは、昨今の診断技術の進歩のおかげで、出

生前あるいは出生して退院するまでに医師が気付くので、超重症の赤ちゃ

んも中にはいるものの、そのまま入院継続して治療できます。 

 そこで今回は、出生後、特に問題なく退院してから乳児期くらいまでの間に

何らかの症状が出現し、救命のために手術が必要になるかもしれない「決し

て見過ごしてはいけない」疾患をいくつか挙げさせて頂きます。 

 

肥厚性幽門狭窄症  

 生後2週～3か月くらいで発症します。何らかの原因で、胃の出口(幽門)に

ある幽門筋が硬く肥厚することによって、飲んだものが十二指腸まで到達せ

ず胃に溜まり、噴水のように激しい嘔吐をします。意外にも食欲はありますの

で、飲んでは吐きの繰り返しです。この状態が続くと、体重増加不良のみなら

ず、全身が大きくアルカリ性に傾き、場合によっては命に関わります。診断は

超音波で容易にでき、まずはアルカリ性に傾いた体を点滴で補正する必要

があります。治療法としては、従来は開腹して幽門を広げて通路を確保する

幽門筋切開術という手術が第1選択でしたが、近年、絶食または哺乳制限と

アトロピン点滴によって幽門筋を弛緩させて通過を良くするという方法も選択

肢の1つになりました。手術のメリットは、何と言っても決着が早く、術後早期

に哺乳が再開できる可能性が高いということに尽きます。私が勤務してきた

病院では、臍に小切開を入れる開腹手術をしていましたので、傷もほとんど

 次回は血液腫瘍内科がご専門でMDアンダーソンがんセン

ターご勤務の船越洋平先生にバトンタッチです。船越先生は、

ヒューストン在住の日本人医師の集まりで知り合いました、私と

同じ医師経験年数、同じく4月に渡米、同じく新米パパ、そして同

じく笑顔の爽やかな好青年です。次号に乞うご期待！  

ベイラー医科大学 Center for Cell and Gene Therapy 博士研究員 

 野村元成  

髙岡総領事 

  離任挨拶  

 2013年10月に着任して以来2年2カ月、ヒューストン日本商工会の皆

さまから、様々な機会に賜りましたご厚情に、心より御礼申し上げま

す。 

 この間、日本とヒューストン、テキサス州との関係は、あらゆる分

野で大きく発展しました。これは次の3つの理由から、今後長きにわた

り、継続していくものと考えております。 

 第一に、シェール革命により世界のエネルギー事情は百年に一度の

変革を遂げました。今や世界第一の天然ガス、石油の産出国になりつ

つある米国の国家利益と、世界一のLNG輸入大国である日本の利益

は、大きく一致します。これは、私自身、フリーポートLNGとキャメ

ロンLNGの起工式に出席して、強く感じたところです。ヒューストン

はこの出現しつつある日米エネルギー同盟のまさに中心地です。 

 この新たな局面を迎え、米国と湾岸産油国が次の均衡点を見つけて

折り合うまで油価の変動は続くでしょうが、経済の動きには常に両面

があり、日本企業がさらに活躍、利益を上げる機会は常にあるもの

と、期待しています。 

 第二に、テキサスがアメリカの地理的中心に位置していることがも

たらす大きな利点の認識が、日本でもやっと高まってまいりました。

日本企業がその利益の源泉を対米輸出から、アメリカでの生産、営業

活動にシフトし、さらには中南米も視野に入れる、このような中長期

的な流れの中で、今後アメリカの中心にあるテキサスへの注目度が高

まることは確実です。この動きは、トヨタ北米拠点のプレーノへの移

転により、加速されているようです。 

 第三に、ハイテク分野でも、日米間、また日本とテキサスとの間

で、大型の協力プロジェクトに、既に巨額の資金と技術、人的資源が

投入されており、この協力関係が長く続くことが期待されます。国際

宇宙ステーション計画では、日本とアメリカのそれぞれの最高の知性

と技術を合わせて、ロシア、欧州も含めて国際科学協力が推進されて

います。ヒューストン・ダラ

ス間の高速鉄道計画にはJR東

海が協力しており、米国にお

ける日本勢による新幹線プロ

ジェクトとしては、その実現が最も有望視されています。 

 このように、日本・テキサス間の協力関係の将来が有望な事につ

いては、私よりペリー前テキサス州知事、アボット現知事、パー

カー・ヒューストン市長、ローリングス・ダラス市長、プライス・

フォートワース市長、カストロ前サンアントニオ市長、テイラー現

市長、ラロリジエール・プレーノ市長に、また、テキサス州選出の

連邦議員にご説明し、理解を深めて頂くよう、努力してきた次第で

す。 

 こうした日米経済関係強化の流れの中で、商工会の会員の皆様の

企業活動による米国経済、地域に対する貢献は、大変大きくなって

おります。そのことが米国側においてよりしっかり認識されること

を願いつつ、当地を離れるにあたって、改めて以下の3点を申し上

げますので、今後のご参考として頂ければ幸甚です。 

 第一に、各社におかれて起工式、開所式、開所○周年等のイベン

トを企画される際には、地元の政治家、名士を招待する等、御社の

プレゼンスを高めるような演出をご検討頂ければと思います。これ

まで通りお声をかけて頂ければ、総領事館からも喜んで馳せ参じま

す。 

 第二に、米国の一般市民に日本企業の活動の重要性を理解しても

らうため、出来る範囲で文化交流、地元貢献の問題意識をもって、

各社の独自の取り組み、または、ジャパンフェスティバル、日本庭

園、ヒューストン日米協会、アジア協会等の活動に対する協力をご

検討頂ければ有り難いと考えております。総領事館としても、限ら

れた予算を活用しつつ、様々な取り組みを強化していきたいと考え

ておりますので、ご意見を賜れれば幸甚です。 

 第三に、上記のような活動を行うにつけても、まずは日本の本社

にテキサス、ヒューストンの重要性を認識して貰うことが必要であ

ります。この点は私としても、外務省、そして日本政府に対し微力

ながらアピールしてきたところですが、まだまだ声を大にしなけれ

ばならないと思っているところです。商工会会員企業の皆さまにお

かれましても、既にそれぞれの本社にそのようなアピールをされて

いるものと拝察しますが、先の経団連ミッションの当地訪問、

ANAのヒューストン、JALのダラス直行便乗り

入れも踏まえ、なお一層声を大にして頂ければ

と思っているところです。 

 最後に、こうした発展の素晴らしい時期に、

皆さまとともにヒューストンに駐在することが

できたことに感謝しつつ、ヒューストン日本商

工会、そして会員の皆様の益々のご発展を心よ

りお祈り申し上げて、離任の挨拶とさせて頂き

ます。 

 

平成27年12月 

在ヒューストン日本国総領事 髙岡 望 

アボット・テキサス州知事  

カストロ連邦下院議員 

（当時サンアントニオ市長）  

ペリー・テキサス州知事（当時）  
パーカー・ヒューストン市長 
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●今月のうた “どんぐりころころ” ・・・どんぐりがどん

なものか分かったところで、みんなと大きな声で歌いまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

●今月のからだ遊び “おいものたいそう” ・・・歌に

合わせて全身を動かします。ちびっ子同士や親子で2人

組になってひっぱりあったり、みんなでおしくらまんじゅう

したり、お芋になって床をごろごろしたりと、とても楽しい

体操です。元気に動いて体もポッカポカになりました。 

 

●11月のおたんじょう会・・・11月生まれのちびっ子が

少なかったので、10月生まれのちびっ子にも声をかけて

みました。みんなしっかり自分でお名前と年齢を言えま

した。 

 

●工作「ぬりえ」 “秋” ・・・紙芝居に出てきたリスとど

んぐりの組み合わせ、秋の食材お芋やきのこ、紙いっぱ

いの紅葉など数種類のぬりえから、1枚選んでもらいまし

た。 

 

今月もちびっ子たちとたのしく「あそぼ－かい」が出来

ました。またたくさんのちびっ子たちが遊びに来てくれる

とうれしいです。来月もお待ちしています！ 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

 
＜あそぼーかい＞ 

2016年 

1月9日（土） 9時30分～ 

1月14日（木）10時30分～ 

2月6日（土） 9時30分～ 

3月5日（土） 9時30分～ 

 最新情報は、三水会センター内、日本語補習校

内のポスタ―、またはコミュニティーサイトのヒュース

トンなび＜hounavi.us＞でご確認いただけます。 

＜読み聞かせの会＞ 

2016年 

1月15日（金）10時30分～ 赤ちゃんから就学前 

         ぐらいのお子さんを対象とした絵本 

2月13日（土）9時30分～三歳以上を対象とした絵本 

          10時〜 三歳未満を対象とした絵本 

3月4日（金） 10時30分～ 赤ちゃんから就学前 

         ぐらいのお子さんを対象とした絵本 

 最新情報は、三水会センター内、日本語補習校

内、日本食品店「大道」内のポスター、またはコミュ

ニティーサイトのヒューストンなび＜hounavi.us＞ で

ご確認いただけます。 

 

＊変更がある場合もございます。上記の各最新情

報をご確認ください。 

＊スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ちの方

やお問い合わせは、次のアドレスまでご連絡くださ

い。お待ちしております。 

あそぼーかい  
mama.asobokai@gmail.com  

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

冬時間に移り、だんだん朝晩が肌寒くなってきた11月の

「あそぼーかい」は、少し冷え込んだ6日（金）と、朝から小雨

がつづく7日（土）に開催されました。どちらの日もお天気が

よくありませんでしたが、たくさんのちびっ子たちが集まって

くれました。 

11月のテーマは、“秋”。 秋の実りに感謝し、秋ならでは

の木の実や畑で採れる野菜を題材にしました。 

 

●はじまりのあいさつ・・・トラお君、トラ子ちゃんと本物の

サツマイモを見て、これは何かわかるかな？何て名前か

知っている？どんなふうに食べるのかな？などとお話ししま

した。 

 

●今月のお楽しみ「紙芝居」  “どんぐりぽとん”  ・・・

ヒューストンでお馴染みのリスが主役のおはなしです。おい

しそうなどんぐりを口いっぱいに頬張り、さらにもっと欲しくな

るリス君。ちびっ子た

ちはとても興味津々

に、次はどうなるのか

と絵をじっと見つめて

いました。 

 

 

 

あそぼーかい 

 

駐妻のヒューストン日記 

第135回 大滝 志保 さん 

  2014年3月末、8ヶ月ほど先に赴任した主人に

続き、当時6歳の息子と2歳の娘を連れてヒュー

ストンへ降り立ちました。ヒューストンの空港に着

いた時、息子が発した第一声は「怖い」でした。

ずっと日本で生まれ育ってきた私達にとって、

様々な人種を目にするのは初めてでした。英語

が全く話せず、不安と緊張の日々が始まりまし

た。 

  住まいはKatyで日本人の方が多く、色々な方

に親切にしていただきました。運転に不慣れ

だった私を公園やスーパーに連れて行っていた

だいたり、保護者向けの英語のクラスに誘ってい

ただいたり 、お友達を紹介してくださったり、本

当に助けていただき感謝しています。日本人が

多いといっても現地校のクラスには日本人は息

子一人だけで、毎日一言も発せず泣いて帰って

くる姿を見るのは辛かったです。日本で習って

いたサッカーを始めてはどうかと勧めてみたもの

の、「日本人としかやりたくない」と言って断固拒

否。5ヶ月後には3歳になった娘も幼稚園に通い

始めましたが、毎朝「行かない」と大暴れ。そん

な子供達に変化が現れたのは去年のサンクスギ

ビングにYMCAのファミリーキャンプに参加した

時のことでした。2泊3日自然の中でゆっくりと過

ごす中で息子が「初めてアメリカ人の子と遊べ

た！」と言った時の輝いた目が忘れられません。

それからは言葉の壁はあるものの、友達の中に

入っていかれるようになり、サッカーも習い始めま

した。今シーズンは主人もサブコーチとしてチーム

に参加するようになり、息子は喜んで楽しく通って

います。澄み切った青空の下、美しい芝生の上を

元気に駆け回っている姿を見ていると、赴任当初

の苦労が報われたような満たされた気持ちになり

ます。一年間毎朝泣きわめいていた娘も、この新

学期から急に学校へ行くのが大好きになり、休み

の日でも行きたいと言うほどになりました。ゆっくり

とですが確実に成長している子供達と同じように、

私もアメリカで新しいことに挑戦したいと思うように

なり、カップケーキ作りやカードメイキング、アイシ

ングクッキーの教室などに通い始めました。素晴ら

しい友人達に恵まれて、洋裁やアクセサリー作り

にも挑戦したりして楽しく過ごさせていただいてい

ます。 

   限られた駐在生活、悔いのないように旅行

は一番行きたいところから行こうと決め、去年

はディズニーワールドでカウントダウン。今年

の夏休みはサンフランシスコとヨセミテ国立公

園、ナパバレーに行ってきました。ヨセミテ国

立公園のグレーシャー展望台はアメリカの壮

大な自然を感じられるとても素晴らしい眺めで

した。サンフランシスコとナパバレーは新婚旅

行で行った思い出の地。12年経って子供達を

連れて再び訪れることができ、主人に感謝し

ています。ワイナリーはお城のようになってい

たり、広大なブドウ畑を歩いたり、ワイントレイ

ンが走るのを見たりして子連れでも楽しめたの

でお勧めです。 

  ヒューストンでの素敵な出逢いに感謝しなが

ら、これからも家族や友人達と一緒に楽しく過

ごしていきたいと思います。 

 ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

CASTEM HOUSTON, LLC 
仙倉真行 さん 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。  

 キャステムグループは精密鋳造部品の製造販売を主として、日本国内および

東南アジア圏に事業展開する企業です。弊社のロストワックス法は従来の鋳造に

比べ、格段に高い寸法精度と美しい鋳肌が得られます。また、隣接部分を一体

化したような複雑形状の量産も可能。さらに鉄・ステンレス・銅合金、またアルミ・

亜鉛など多くの鋼材を選択することができます。このような特徴をもつロストワック

ス法は古くから知られた鋳造技法のひとつの手法にすぎませんが、弊社は独自

の研究開発によって、これまで切削加工によってしかなしえなかった高精度のネ

ジやギアまで製造可能です。 

 また情報機器、電子機器、医療機器をはじめとする製品の小型化・高性能化に

よって、部品の高精度化・複雑形状化の流れがますます急速になってきました。

この時代の流れをいちはやく予見した弊社はメタルインジェクション法（金属粉末

射出成形法）に着目し、アメリカからの技術輸入に頼ることなく研究開発をすすめ

米国で特許取得。メタルインジェクションによる製法を完成させ、小型の金属

部品を提供しています。 

 弊社はこれまでアジア圏での製造販売を行ってきましたが、来春には南米コ

ロンビアに新工場が稼働予定。北米・南米のお客様のニーズにお応えしま

す。 

 またコロンビア工場稼働に伴い、今年8月よりこのヒューストンに営業拠点を

開設いたしました。価格・品質・納期・形状・金型費・小ロット等でお悩みの金

属部品がございましたら、ご連絡をお願い申し上げます。弊社独自の製造シス

テムで、問題解決に向けてのご提案をさせて頂きます。  

 ２．ヒューストン／テキサス州の印象についてお聞かせください。 

ヒューストンの夏は焼けつくような暑さですよ、と聞いていたものの、さすがに

前任地である南国フィリピンよりは過ごしやすいだろうと思っていました。しかし

今年の8月、引っ越して来て早速の猛暑には暑さに慣れているはずの家族や

犬たちも閉口したようでした。最近は朝晩の冷え込みも増し、これからまだまだ

寒くなるとのこと。自然豊かなこの土地で四季を感じる生活を送ることが出来る

と期待しています。 

 またこちらは日本人ばかりでなく、ヒスパニックや中国やベトナム、インド系の

人たちも多く見受けられ、国際色豊かな街、さすがアメリカだなと感じておりま

す。市内には各国のレストランも多くあるようですので、ここはというレストランを

見つけてみたいと思っています。  

 ３．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

趣味はゴルフですが下手の横好きで大した腕前ではありません。最近、ゴ

ルフ熱が高まってきた息子達と親子でラウンドすることが目下の楽しみです。

ヒューストンは年間を通して気候にも恵まれ、正統派から個性的なものまで

様々なタイプのゴルフ場があり、お手頃なラウンド料金でプレー可能だと聞き

期待しています。 

 またこれまでは家族旅行と言えば近場のアジア周辺でしたが、これからは

ちょっと足を延ばせばメキシコ、その先には南米と旅行好きには興味が尽きま

せん。もちろんアメリカ国内にもここに挙げきれないほど訪れたい土地はありま

す。アジアではなかなか自分で車を運転する機会がなかったので、まずは広

大なこのアメリカの大地を感じながらのドライブ旅行を計画しています。  

 

テキサス州六者交流会 写真集 

Houston 

質問に答える若田宇宙飛行士  管制室見学  

乾杯！ 

クイズファイナリスト 

懇親ゴルフ大会  

ゴルフ女性優勝者（山地様） 

ゴルフ男性優勝者（森様）  

髙岡総領事  

交流のひととき 
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 Showing Japan  

七五三写真撮影会報告 

 ヒューストンに秋がやって来ると、私達ショーイン

グジャパンにとり恒例となった七五三写真撮影会

が開催されます。今年は11月7日と14日の2日に亘

り、三水会センターにて受付、髪セット、着付け、

撮影と4つの持ち場に分かれ約17名で皆様のお

手伝いをさせて頂きました。この日のために着付

けの練習を繰り返し、小物の用意などの下準備を

整えて当日を迎えました。 

 

 午前中は未就学児のご家族が中心です。沢山

の大人の待つ部屋にビックリされたのか、うつむき

固まってしまった女の子、ニコニコと着物を着ること

を喜んでくれた女の子。いずれのお嬢様も髪を

セットし、お祝い着に袖を通したら素敵なお姫様に

変身です。お外でお待ちのお父様の喜び溢れた

表情を拝見するたび、私達もやる気が出ます。 

 

 午後は、5歳7歳の補習校帰りのお子様達が一

気に押し寄せます。さすが7歳の振袖は飾りも多

く、とても豪華な仕上がりです。髪飾りを自分で選

ぶおしゃれさんや、写真撮影時に口紅をつけた自

分の姿を鏡でジーッと見つめるおませさんなど、女

の子は本当に成長が楽しみですね。 

 

 海外にいながら子供の成長の節目を祝う日本

の伝統行事を大切にして、この佳き日のお手伝

いをさせて頂けたことを本当に幸せに思います。

今年で7年目となり、お陰様で46組のご家族、お

子様とご家族合わせると102名のお着付け、61名

の髪セットをさせて頂きました。頂戴しました参加

費は、今後の活動費として大切に使わせていた

だきます。ご参加頂きました皆様ありがとうござい

ました。来年も対象となるお子様ご家族だけでな

く、今年ご参加下さった皆様も、是非また成長の

記念にご参加下さいね。メンバー一同、お会いで

きることを楽しみにしております。 

                       （相川佳子） 

プロの技。 

和装にぴったりの髪の仕上がりはさすが。  

 

着付けのポイントを事前練習し、慣れた手つきでテンポよく仕上げます。  

ご家族で和装の七五三。 

思い出の一枚となると嬉しいです。  

 

  

  10月24日（土）、毎年恒例のグレーターヒューストン日本医学会と日本人会共催

の「乾杯の集い」がメディカルセンター近郊のThe Warwick Towersで開催されまし

た。当日は過去最大の熱帯低気圧「Hurricane Patricia」の接近中の雨にもかかわ

らず、約50名の方々にお集まりいただきました。当懇親会は、ワインを飲みながら

ヒューストン日本人コミュニティーの親睦を深めようという目的で毎年開催されてい

ます。元々は故能勢先生が全米最大のヒューストン・メディカルセンターに日本から

研修にこられている数多くの医療関係の皆さんの交流として始められましたが、今

では幅広い業種からの参加があります。 

 

  日本人会武智会長のご挨拶、山口安全対策委員長の乾杯の音頭で開会。会場

にはお寿司（特にさば寿司が好評!）、から揚げ、たこ入り炊き込みご飯などが用意

され、食事をしながらの歓談を楽しみました。今年は「10ドル台で購入できる、おい

しいカリフォルニアのワイン」をテーマに、選りすぐられたワインが25本ほど用意され

ました。また、去年に続き今年も寶酒造様からは、試飲用に飲みやすさで人気の

「澪」（Mio）など、3種類のお酒が提供され、飾り樽もお借りし会場の雰囲気を盛り上

げました。恒例のワイン・日本酒クイズでは山本雪さんがほぼ一人勝ち、Samurai 

Noodleよりご提供頂いたギフト券を勝ち取りました。 

 

  最後になりましたが、The Warwick Towersの会場確保・設定等にご尽力頂いた能

勢亜子さんをはじめボランティアの方々、会場を盛り上げていただいた参加者の皆

様に心より感謝いたします。 

 

       

                                                                             （八木謙一） 

 毎年約4億の人が世界各地のスキー場へ足を運

び、およそ26,800ものスキーリフトが稼動している。 

世界トップ50に選ばれているスキーエリアの75%は

山脈状に連なる高山に位置している。 全米には

470のスキーエリアがあり、所有数の多い順でのラン

キング第1位はニューヨーク州 (51箇所)、第2位ミシ

ガン州 (44箇所)、第3位ウィスコンシン州 (31箇所)、

第4位コロラド州 (30箇所)、第5位カリフォルニア州 

(29箇所) と続く。 ちなみに日本のスキーエリアの数は547箇所と負けていない。  

 

 今回は歴史・文化遺産に溢れるコロラド州に注目しようとおも

う。 アメリカ合衆国西部に属し、山岳地帯と呼ばれるロッキー山

脈にかかる8州のうちの1つ。そのロッキー山脈が南北に貫くコ

ロラドは全米一平均標高が高い州である。 アメリカ合衆国西部

のベスト・スキー・リゾート・トップ10のランキングには、コロラド州

の5つのスキーリゾート (テルユライド、スノーマス、ベイル、ス

チームボート、ビーバー・クリーク) が名を連ねる。 その中のベ

イルとビーバー・クリーク間は高速道路I-70を車で約10マイル、

時間にして約20分ほどの隣接した距離にある姉妹リゾートに

なっている。 今回はそのロッキー山脈の内陸部に位置するベ

イルに着目したい。  

 

 ベイル・リゾートは11月20日(金) に今年の初滑りをスタートして、翌年4月10日(日)まで

オープンの予定。通常のトップシーズンは1月中旬～3月中旬となり、2月がベストシーズ

ンになる。朝8:30～午後4:00まで毎日営業。 ベイル・リゾートの最寄の空港、コロラド州

デンバー国際空港とヒューストン・ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港間は、

ユナイテッド航空のデイリー便が約1時間半おきに運航しており、10:05pm (運航時間変

更の可能性あり) がデンバー発の最終便となっている。到着するコロラド州都デンバー

の標高は1,600メートル、空港から121マイル、2時間ほど車を走らせ2つの峰を越えた標

高3,000メートルのところにベイル・リゾートがある。 リフト・ゴンドラの数は33基常設、フロ

ントサイド658ヘクタール、バックボール1,221ヘクタール、ブルー・スカイ・ベイズンと呼

ばれる盆地261ヘクタールの全滑走面積2,140ヘクタールが広がる。 

  標高の高さや地形の関係上、海に近いカリフォルニア州の雪と異なり、湿度の少ない

パウダースノーに覆われる。低い気温であるため、一度積もった雪は乾燥したパウダー

スノーのまま解けない。年間平均降雪量は 889センチ(350インチ) となっており、標高

3,527メートルの山頂での平均降雪量は11月で147センチ、12月・150センチ、1月・162

センチ、2月・145センチ、3月・160センチ、シーズン最後の4月は101センチとなってい

る。 ベイルは圧雪されたコース面積が広いスキー場として知られ、複数台の圧雪車が

繰り返しグルーミングを行い、快適に長くたくさん滑れるのが特徴。アルペンスキー(ダウ

ンヒル・スキー) は全体の41%、クロスカントリースキーは47% が女性スキーヤーであり、

ベイルはスキー滑走に適した広くなだらかな中斜

面コースが多いため、女性に好評のスキーリゾート

といえる。名称が付けられているコース数だけでも

193、ビギナーコースは全体の18%、中級コース
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 ベイルのみならず、ビーバークリーク、ブリッケン
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る。 

 

 

 

 ヨーロッパの町並みの雰囲気を持つベイル・ビレッジには、250軒以上のショッピン

グのお店と100軒以上のレストランがアフタースキーを楽しませる。ピザ、パスタやメキ

シカンなどのカジュアル・フードから世界の渡航者を満足させるレベルの高いレストラ

ンまで幅広く軒を連ねる。日本食ではMatsuhisa (fusion), Osaki (寿司), Sushi Oka 

(鉄板)やYama (寿司) レストランがある。ベイルの代表的な宿泊ホテルは、ライオンズ

ヘッドにあるロックリゾート、リッツカールトン、オーストリア・ハウス。その他にもリフト・

ゴンドラまでの徒歩距離内に、３つ星から5つ星の数多いホテルやコンドミニアムの宿

泊設備が整っている。 

 ベイルへ行く途中、またはベイルから空港に戻る途中に、「インディアン・ホット・スプ

リングス」と呼ばれる温泉地がある。32℃～38℃の温度に保たれており、水にはカル

シウム、フッ化物、鉄、マグネシウム、マンガン、リン、セリン、シリカ、ナトリウム、硫酸

塩、亜鉛が含まれている。午前9:00～午後10:00まで毎日営業。平日・月～木曜日は

お一人様$16.00、金～日曜日&祝日はお一人様$18.00。お子様は5歳まで無料。 

 

   自然博物館、ダイナソア・ジャーニー・ミュージアムや歴史博物館など、コロラドは

最古の居住者でもある先史時代の恐竜の足跡やアメリカン・インディアンの歴史・文

化遺産に触れることができる。19世紀に鉱山町として栄えたブリッキンリッジやリード

ビル、セントラル・シティを見学したり、バチェラー・シラキュース鉱山の中を1キロほど

の鉱山列車で乗車体験できる。コロラドの広大な自然は、北米一標高の高いグレー

ト・サンド・デューンズ国定公園から14,000フィートを超える高さのロッキーマウンテン

の山々の山頂に至るまで、四季を通じてその景観を楽しませ、新たな発見に感動さ

せられる。 

 

デンバー空港～ベイルリゾート間の空港送迎： 

コロラド・マウンテン・エキスプレス(予約要) 

10名の乗合シャトルは、朝8時～夜23時まで1時間に1本の頻度で運行。 
http://www.coloradomountainexpress.com/ 
4426, 434 Edwards Access Rd, Edwards, CO 81632 

(877)-204-7881または(970) 754-7433 

レンタカー 
National Car Rental/Alamo/Enterprise 
Hertz 

Avisなど 

ベイルリゾート公式サイト： 
http://www.vail.com/ 
ベイル・マウンテン・トレイル・マップ： 
Front-side map (pdf)  
Back Bowls/Blue Sky Basin map (pdf) 

Epicパス購入: 

(Vail, Beaver Creek, Breckenridge, Keystone, Canyons, Heavenly, Northstar, Kirk-

wood, Afton Alps, Mt. Brighton, Arapahoe Basin, and Eldoraにて有効)  
http://www.snow.com/epic-pass/passes.aspx   
Indian Hot Springs 
http://www.indianhotsprings.com/ 
302 Soda Creek Road, Idaho Springs, CO 80452 
303-989-6666  

 

引用: 
Forbes Magazine 
Ski Magazine 
National Ski Areas Association 
Vail Resort Official Site 
Colorado Tourism Official Site 
Colorado - Wikipedia 
 
Photo Source:  
Vail Resorts 

【 冬といえばスキーという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は「おすすめ

スキー場」と題して、根本真樹子氏（Kintetsu International）に、アメリカならではの

お勧めのスキー場を紹介していただきました。アメリカでのスキーデビューに、お

役立てください。（編集部） 】 

http://www.coloradomountainexpress.com/
http://www.vail.com/
http://www.vail.com/~/media/vail/images/fy15/2014-15%20trail%20map/2014-15-vail_trailmap_front.ashx
http://www.vail.com/~/media/vail/images/fy15/2014-15%20trail%20map/2014-15-vail_trailmap_back.ashx
http://www.snow.com/epic-pass/passes.aspx
http://www.indianhotsprings.com/
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A  ＋ 

ヒューストン 

日本語補習校 

教員 

募集中 

 今年で43年を迎えるヒュースト

ン日本語補習校では、今後児童

生徒の増加が見込まれるため、

現在教員を募集中です。 

 現場の教員の方に登場してい

ただき、職場としての補習校につ

いて、教員の立場からの体験や

思いをお伝えしてまいります。 

 これを読んで、ひとりでも多くの

魅力ある先生が仲間に加わって

く ださ れ ば 幸い で す。第9回 目

は、辻村先生にお聞きしました。 

辻村淑美  先生 
勤務年数： 7年  

ビザの種類：グリーンカード 
 

Q  

Q. 補習校で大変だったことを教えてください。また、それ

をどのようにして乗り越えましたか？ 

A. 幼稚園はとにかく体を動かすことが多いので毎週が体

力勝負です。補習校で勤めていて、自分自身が一番精神

的につらかったのは自分が体調不良の時でしょうか。普通

の職場ではカバーできることも、補習校ではなかなかまま

なりません。いわゆる「どたキャン」はご法度です。しかし

「どたキャン」せざるを得ない状況もありました。そんな時で

もパートナーの先生方がサポートしてくださったりして何と

か乗り切ることができました。 

Q. これから応募される方へのメッセージをお願いいたしま

す。 

A. やりがいを見つけることのできる仕事だと思います。無

理難題？と思うことに対峙することもあるかもしれません

が、その時自分がどうそれに対処するか、未知の自分の姿

も見つけることができるかもしれません。 

Q. 補習校に勤められ

たきっかけはどのような

ことですか？ 

A. 明確に答えることが

できる「きっかけ」という

のは ないです。ただ７

年前にとにかく思い悩

んで自分が決めた職業

が補習校の教員でし

た。しかし今から思うと

私に必要な出来事だったと感じて

います。補習校で勤め始めて自分自身が変わったと思い

ます。 

Q. どのような教員になりたいと思っていますか？ 

A. 保護者が安心して子供をまかせられると思う教員にな

りたいと思っています。  

Q. 現在、何を教えていらっしゃいますか？ 

A. 幼稚園です。  

Q. 補習校で勤務を始めて、期待どおりだったことと意外

だったことは何ですか？ 

A. 期待通りだったことは「忙しさに自分がついていけるか

どうか不安を感じること」、意外だったのは「だんだんと自分

自身が新しいことや今までできないと思い込んでいたこと

にチャレンジすることが好きになってきたこと」でしょうか。

自分の内面が補習校に勤めはじめて随分変化したように

思います。  

Q. 補習校での、教員としてのやりがいや喜びを感じた経

験を教えてください。 

A. 毎週やりがいを感じています。一日の始まりから、その

日の終わる時まで、子供たちと会話をしたり、いっしょに遊

んで笑ったり、子供の新しい面を発見したりする時が一番

喜びを感じます。特に子供の優しい一面を見ることができ

たりすると本当にうれしく思います。 

 11月7日（土）、ヒューストン日本語補習校の3年生54名が、社会科見学

で弊社Kaneka North America LLC（以下、KNA）を訪れました。天気予報

によると当日は雨予報と芳しくない天候でしたが、見学する子供達の願い

が届いたのか、何とか天気は曇りを維持したまま子供達の乗ったスクール

バスを迎え入れました。なお、前回の工場見学の受入は2年前の2013年

でしたが、その時の生徒数は記録によると45名でしたので、約10名増と

なっており、ヒューストンの日本人増加を改めて認識させられました。 

 最初に会議室でKNAの会社概要・製品概要についての説明を行いま

した。弊社の製品は所謂中間素材であり、製品そのものを目にする機会

が少ないことから、子供達にとってはイメージするのが難しかったと思いま

すが、事前資料に懸命にメモを取りながら真剣に説明に聞き入っていた

のが印象的でした。説明後、ヘルメットと安全メガネを装着してもらい、補

習校クラスごとに約20名ずつの3組に別れ、バンに乗り込んで工場見学に

出発しました。 

 今回は、カネカQH（還元型コエンザイムQ10）、アピカル（ポリイミドフィル

ム）、耐熱カネビニール（塩素化塩化ビニール樹脂）、MSポリマー（変性シ

リコーンポリマー）、の4つの製造現場をクラスごとに順番に見学してもらい

ました。 

 カネカQHの製造現場では、最初にQHの製造方法について実際のサン

プルを見ながら説明を受けました。QHは弊社の健康食品素材の１つです

が、“健康維持”というテーマ自体が子供達にはイメージしづらいため、漫

画を用いた事前資料を作成したところ、当日の説明を理解するのに役

立ったようです。その後、製造工程を管理しているコントロールルームを見

学しました。最先端のコンピューターを駆使したオペレーションが漫画

やアニメ等に出てくるハイテク機械を連想させたようで、皆一様にディス

プレイに映し出されたデータに見入っていました。最後に実際の製品を

充填する製品室（クリーンルーム）を見学しました。当日は生憎土曜日と

いうことで実際の作業は見られませんでしたが、皆真剣に説明に聞き

入っていました。 

 アピカルの工場では、担当者が製造フローを説明した後、原料樹脂

及び最終製品（フィルム）の現物を見ていただき、原料が最終的にどの

ような形になるかを実感していただきました。その後、見学室より製造ラ

インの一部を見学しました。弊社の製品はタンクから配管を通じて製造

している製品が大半であり、原料から製品への動きがイメージしにくい

のですが、アピカルは実際に製品が出来ていく状態が目で見て確認で

きる数少ない製品の１つであり、興味をもった子供も多かったようです。

またアピカルはその優れた耐熱性・絶縁性により、航空機・人工衛星、

スマートフォン等の部材に使われており、使用用途にイメージが持ちや

すかったようであり、「具体的にどのスマートフォンに使われているの

か？」など活発な質問が飛び交いました。最後に見学の記念にアピカ

ルフィルムのサンプルをプレゼントし、フィルムの厚みや丈夫さを実感し

てもらいました。 

 耐熱カネビニール工場の見学では、バンに乗り込んだままトラックス

ケール（計量器）での重量測定体験を行いました。子供達に「皆の体重

を含めたバンの重さはいくらでしょう？」と質問をすると、バン車内では

元気に手を挙げて予想する重量を口にしていました。子供達の予想は

全般的に正解よりやや少なめの予想が多く、正解を発表した後には驚き

の声が上がっていました。その後、バン車内で原料樹脂と製品を見せな

がら製造フローの説明と製造工程を見学しました。耐熱カネビニールは

スプリンクラーや温水パイプ等の原料として用いられる樹脂ですが、最

終製品から樹脂をイメージするのはちょっと難しかったようで、子供達か

らは製造機器・プロセスに加えて、「どうやってパイプができているの？」

といった製品の加工に関連する質問も多くいただきました。工場見学後

は、出荷用貨車を牽引するトラックモービルの試乗体験を実施しました。

実際に運転席に座ってホーンを鳴らすというアクティビティなのですが、

大変好評で子供達はバンから飛び出してわれ先にと順番を待つ列に並

んでいました。 

 MSポリマーの工場見学では、まず管理室を見学し、製品特性を説明

しました。MSポリマーは各種建築物のシーリング剤や接着剤の主原料と

して用いられている液状の樹脂であり、糊と似たようなベタベタした成分

ということで理解がしやすかったようです。説明後、製品タンクから採りた

てのMSポリマーを観察し、それらを固めてゴム状にしたものをプレゼント

しました。子供達からはこのプレゼントに歓喜の声があがりましたが、すぐ

に真剣な表情で手に取り、製品について多くの質問が寄せられました。

ヒューストン日本語補習校 

 

その後、管理室を出て徒歩で工場見学を行いました。子供達は大きな原料

タンク・製品タンク、タンクトレーラーを間近で見て、そのスケールの大きさに

圧倒されていましたが、化学工場の大きさを感じるよい機会となったと思いま

す。 

 ４つの工場見学を終えた後、最初に説明を受けた会議室に戻り、質疑応答

を行いました。質問の中には、「なぜ塩素（耐熱性カネビニールの原料）はそ

れ自体が危険物なのに、製品の耐熱性カネビニールは危険物ではないの

か？」といったとても鋭い質問もあり、改めて子供達の発想の柔軟性や着眼

点の高さに感心させられました。最後に生徒代表の方からお礼の挨拶をい

ただき、記念撮影を行って、午後の授業のため補習校への帰路につきまし

た。 

 弊社の製品は消費者の目に直接触れる最終製品ではないことから、全体

を通じて理解し難い・イメージし難いものもあったかと思いますが、この工場

見学を通じて化学製品が世の中に幅広く貢献していることや、色々なものを

作り出せる化学技術の面白さを体感してもらえたのではないかと思います。

この工場見学が子供達の化学技術への興味を深めたり、学ぶことの楽しさを

より感じるきっかけとなれば幸いです。        

                                        (文責：Kaneka North America LLC 山元善隆) 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.misaki.rdy.jp%2Fillust%2Fwaku%2Fhon%2F4%2Fsozaitext%2F102.htm&ei=qj99VI_eGIqpNojkgLgG&bvm=bv.80642063,d.eXY&psig=AFQjCNH-6kViAOvZw9qW3eRGX
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 最初に会議室でKNAの会社概要・製品概要についての説明を行いま

した。弊社の製品は所謂中間素材であり、製品そのものを目にする機会

が少ないことから、子供達にとってはイメージするのが難しかったと思いま

すが、事前資料に懸命にメモを取りながら真剣に説明に聞き入っていた

のが印象的でした。説明後、ヘルメットと安全メガネを装着してもらい、補

習校クラスごとに約20名ずつの3組に別れ、バンに乗り込んで工場見学に

出発しました。 

 今回は、カネカQH（還元型コエンザイムQ10）、アピカル（ポリイミドフィル

ム）、耐熱カネビニール（塩素化塩化ビニール樹脂）、MSポリマー（変性シ

リコーンポリマー）、の4つの製造現場をクラスごとに順番に見学してもらい

ました。 

 カネカQHの製造現場では、最初にQHの製造方法について実際のサン

プルを見ながら説明を受けました。QHは弊社の健康食品素材の１つです

が、“健康維持”というテーマ自体が子供達にはイメージしづらいため、漫

画を用いた事前資料を作成したところ、当日の説明を理解するのに役

立ったようです。その後、製造工程を管理しているコントロールルームを見

学しました。最先端のコンピューターを駆使したオペレーションが漫画

やアニメ等に出てくるハイテク機械を連想させたようで、皆一様にディス

プレイに映し出されたデータに見入っていました。最後に実際の製品を

充填する製品室（クリーンルーム）を見学しました。当日は生憎土曜日と

いうことで実際の作業は見られませんでしたが、皆真剣に説明に聞き

入っていました。 

 アピカルの工場では、担当者が製造フローを説明した後、原料樹脂

及び最終製品（フィルム）の現物を見ていただき、原料が最終的にどの

ような形になるかを実感していただきました。その後、見学室より製造ラ

インの一部を見学しました。弊社の製品はタンクから配管を通じて製造

している製品が大半であり、原料から製品への動きがイメージしにくい

のですが、アピカルは実際に製品が出来ていく状態が目で見て確認で

きる数少ない製品の１つであり、興味をもった子供も多かったようです。

またアピカルはその優れた耐熱性・絶縁性により、航空機・人工衛星、

スマートフォン等の部材に使われており、使用用途にイメージが持ちや

すかったようであり、「具体的にどのスマートフォンに使われているの

か？」など活発な質問が飛び交いました。最後に見学の記念にアピカ

ルフィルムのサンプルをプレゼントし、フィルムの厚みや丈夫さを実感し

てもらいました。 

 耐熱カネビニール工場の見学では、バンに乗り込んだままトラックス

ケール（計量器）での重量測定体験を行いました。子供達に「皆の体重

を含めたバンの重さはいくらでしょう？」と質問をすると、バン車内では

元気に手を挙げて予想する重量を口にしていました。子供達の予想は

全般的に正解よりやや少なめの予想が多く、正解を発表した後には驚き

の声が上がっていました。その後、バン車内で原料樹脂と製品を見せな

がら製造フローの説明と製造工程を見学しました。耐熱カネビニールは

スプリンクラーや温水パイプ等の原料として用いられる樹脂ですが、最

終製品から樹脂をイメージするのはちょっと難しかったようで、子供達か

らは製造機器・プロセスに加えて、「どうやってパイプができているの？」

といった製品の加工に関連する質問も多くいただきました。工場見学後

は、出荷用貨車を牽引するトラックモービルの試乗体験を実施しました。

実際に運転席に座ってホーンを鳴らすというアクティビティなのですが、

大変好評で子供達はバンから飛び出してわれ先にと順番を待つ列に並

んでいました。 

 MSポリマーの工場見学では、まず管理室を見学し、製品特性を説明

しました。MSポリマーは各種建築物のシーリング剤や接着剤の主原料と

して用いられている液状の樹脂であり、糊と似たようなベタベタした成分

ということで理解がしやすかったようです。説明後、製品タンクから採りた

てのMSポリマーを観察し、それらを固めてゴム状にしたものをプレゼント

しました。子供達からはこのプレゼントに歓喜の声があがりましたが、すぐ

に真剣な表情で手に取り、製品について多くの質問が寄せられました。

ヒューストン日本語補習校 

 

その後、管理室を出て徒歩で工場見学を行いました。子供達は大きな原料

タンク・製品タンク、タンクトレーラーを間近で見て、そのスケールの大きさに

圧倒されていましたが、化学工場の大きさを感じるよい機会となったと思いま

す。 

 ４つの工場見学を終えた後、最初に説明を受けた会議室に戻り、質疑応答

を行いました。質問の中には、「なぜ塩素（耐熱性カネビニールの原料）はそ

れ自体が危険物なのに、製品の耐熱性カネビニールは危険物ではないの

か？」といったとても鋭い質問もあり、改めて子供達の発想の柔軟性や着眼

点の高さに感心させられました。最後に生徒代表の方からお礼の挨拶をい

ただき、記念撮影を行って、午後の授業のため補習校への帰路につきまし

た。 

 弊社の製品は消費者の目に直接触れる最終製品ではないことから、全体

を通じて理解し難い・イメージし難いものもあったかと思いますが、この工場

見学を通じて化学製品が世の中に幅広く貢献していることや、色々なものを

作り出せる化学技術の面白さを体感してもらえたのではないかと思います。

この工場見学が子供達の化学技術への興味を深めたり、学ぶことの楽しさを

より感じるきっかけとなれば幸いです。        

                                        (文責：Kaneka North America LLC 山元善隆) 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.misaki.rdy.jp%2Fillust%2Fwaku%2Fhon%2F4%2Fsozaitext%2F102.htm&ei=qj99VI_eGIqpNojkgLgG&bvm=bv.80642063,d.eXY&psig=AFQjCNH-6kViAOvZw9qW3eRGX
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 Showing Japan  

七五三写真撮影会報告 

 ヒューストンに秋がやって来ると、私達ショーイン

グジャパンにとり恒例となった七五三写真撮影会

が開催されます。今年は11月7日と14日の2日に亘

り、三水会センターにて受付、髪セット、着付け、

撮影と4つの持ち場に分かれ約17名で皆様のお

手伝いをさせて頂きました。この日のために着付

けの練習を繰り返し、小物の用意などの下準備を

整えて当日を迎えました。 

 

 午前中は未就学児のご家族が中心です。沢山

の大人の待つ部屋にビックリされたのか、うつむき

固まってしまった女の子、ニコニコと着物を着ること

を喜んでくれた女の子。いずれのお嬢様も髪を

セットし、お祝い着に袖を通したら素敵なお姫様に

変身です。お外でお待ちのお父様の喜び溢れた

表情を拝見するたび、私達もやる気が出ます。 

 

 午後は、5歳7歳の補習校帰りのお子様達が一

気に押し寄せます。さすが7歳の振袖は飾りも多

く、とても豪華な仕上がりです。髪飾りを自分で選

ぶおしゃれさんや、写真撮影時に口紅をつけた自

分の姿を鏡でジーッと見つめるおませさんなど、女

の子は本当に成長が楽しみですね。 

 

 海外にいながら子供の成長の節目を祝う日本

の伝統行事を大切にして、この佳き日のお手伝

いをさせて頂けたことを本当に幸せに思います。

今年で7年目となり、お陰様で46組のご家族、お

子様とご家族合わせると102名のお着付け、61名

の髪セットをさせて頂きました。頂戴しました参加

費は、今後の活動費として大切に使わせていた

だきます。ご参加頂きました皆様ありがとうござい

ました。来年も対象となるお子様ご家族だけでな

く、今年ご参加下さった皆様も、是非また成長の

記念にご参加下さいね。メンバー一同、お会いで

きることを楽しみにしております。 

                       （相川佳子） 

プロの技。 

和装にぴったりの髪の仕上がりはさすが。  

 

着付けのポイントを事前練習し、慣れた手つきでテンポよく仕上げます。  

ご家族で和装の七五三。 

思い出の一枚となると嬉しいです。  

 

  

  10月24日（土）、毎年恒例のグレーターヒューストン日本医学会と日本人会共催

の「乾杯の集い」がメディカルセンター近郊のThe Warwick Towersで開催されまし

た。当日は過去最大の熱帯低気圧「Hurricane Patricia」の接近中の雨にもかかわ

らず、約50名の方々にお集まりいただきました。当懇親会は、ワインを飲みながら

ヒューストン日本人コミュニティーの親睦を深めようという目的で毎年開催されてい

ます。元々は故能勢先生が全米最大のヒューストン・メディカルセンターに日本から

研修にこられている数多くの医療関係の皆さんの交流として始められましたが、今

では幅広い業種からの参加があります。 

 

  日本人会武智会長のご挨拶、山口安全対策委員長の乾杯の音頭で開会。会場

にはお寿司（特にさば寿司が好評!）、から揚げ、たこ入り炊き込みご飯などが用意

され、食事をしながらの歓談を楽しみました。今年は「10ドル台で購入できる、おい

しいカリフォルニアのワイン」をテーマに、選りすぐられたワインが25本ほど用意され

ました。また、去年に続き今年も寶酒造様からは、試飲用に飲みやすさで人気の

「澪」（Mio）など、3種類のお酒が提供され、飾り樽もお借りし会場の雰囲気を盛り上

げました。恒例のワイン・日本酒クイズでは山本雪さんがほぼ一人勝ち、Samurai 

Noodleよりご提供頂いたギフト券を勝ち取りました。 

 

  最後になりましたが、The Warwick Towersの会場確保・設定等にご尽力頂いた能

勢亜子さんをはじめボランティアの方々、会場を盛り上げていただいた参加者の皆

様に心より感謝いたします。 

 

       

                                                                             （八木謙一） 

 毎年約4億の人が世界各地のスキー場へ足を運

び、およそ26,800ものスキーリフトが稼動している。 

世界トップ50に選ばれているスキーエリアの75%は

山脈状に連なる高山に位置している。 全米には

470のスキーエリアがあり、所有数の多い順でのラン

キング第1位はニューヨーク州 (51箇所)、第2位ミシ

ガン州 (44箇所)、第3位ウィスコンシン州 (31箇所)、

第4位コロラド州 (30箇所)、第5位カリフォルニア州 

(29箇所) と続く。 ちなみに日本のスキーエリアの数は547箇所と負けていない。  

 

 今回は歴史・文化遺産に溢れるコロラド州に注目しようとおも

う。 アメリカ合衆国西部に属し、山岳地帯と呼ばれるロッキー山

脈にかかる8州のうちの1つ。そのロッキー山脈が南北に貫くコ

ロラドは全米一平均標高が高い州である。 アメリカ合衆国西部

のベスト・スキー・リゾート・トップ10のランキングには、コロラド州

の5つのスキーリゾート (テルユライド、スノーマス、ベイル、ス

チームボート、ビーバー・クリーク) が名を連ねる。 その中のベ

イルとビーバー・クリーク間は高速道路I-70を車で約10マイル、

時間にして約20分ほどの隣接した距離にある姉妹リゾートに

なっている。 今回はそのロッキー山脈の内陸部に位置するベ

イルに着目したい。  

 

 ベイル・リゾートは11月20日(金) に今年の初滑りをスタートして、翌年4月10日(日)まで

オープンの予定。通常のトップシーズンは1月中旬～3月中旬となり、2月がベストシーズ

ンになる。朝8:30～午後4:00まで毎日営業。 ベイル・リゾートの最寄の空港、コロラド州

デンバー国際空港とヒューストン・ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港間は、

ユナイテッド航空のデイリー便が約1時間半おきに運航しており、10:05pm (運航時間変

更の可能性あり) がデンバー発の最終便となっている。到着するコロラド州都デンバー

の標高は1,600メートル、空港から121マイル、2時間ほど車を走らせ2つの峰を越えた標

高3,000メートルのところにベイル・リゾートがある。 リフト・ゴンドラの数は33基常設、フロ

ントサイド658ヘクタール、バックボール1,221ヘクタール、ブルー・スカイ・ベイズンと呼

ばれる盆地261ヘクタールの全滑走面積2,140ヘクタールが広がる。 

  標高の高さや地形の関係上、海に近いカリフォルニア州の雪と異なり、湿度の少ない

パウダースノーに覆われる。低い気温であるため、一度積もった雪は乾燥したパウダー

スノーのまま解けない。年間平均降雪量は 889センチ(350インチ) となっており、標高

3,527メートルの山頂での平均降雪量は11月で147センチ、12月・150センチ、1月・162

センチ、2月・145センチ、3月・160センチ、シーズン最後の4月は101センチとなってい

る。 ベイルは圧雪されたコース面積が広いスキー場として知られ、複数台の圧雪車が

繰り返しグルーミングを行い、快適に長くたくさん滑れるのが特徴。アルペンスキー(ダウ

ンヒル・スキー) は全体の41%、クロスカントリースキーは47% が女性スキーヤーであり、

ベイルはスキー滑走に適した広くなだらかな中斜

面コースが多いため、女性に好評のスキーリゾート

といえる。名称が付けられているコース数だけでも

193、ビギナーコースは全体の18%、中級コース

29%、上級コース53%を占めており、リバーリッジは

6.4キロメートルの最長コースである。 

 ベイルのみならず、ビーバークリーク、ブリッケン

リッジ、キーストーン、キャニオンズ、ヘブンリー、

ノース・スターなど他のリゾートへアクセスできるお

得なEpicパスを購入できる。子どもから大人まで日

本語でのグループまたはプライベート・スキー・レッ

スンやマウンテンガイド も受けられる。2ヶ月～6歳

まで預けられる託児所あり。スキーやスノーボード

以外にも、ゴムタイヤに乗って滑るチュービング、

スキー板をくっつけた自転車で滑るスノーバイキン

グ、雪の上を滑るモーターバイクのスノーモービル

などのマウンテン・アクティビティーを楽しむことが

できる。板、ストック、ブーツなどのスキー用具、ス

キーウェアのレンタルあり。新しいモデルのものも

数多く揃えており、気に入った場合は購入もでき

る。 

 

 

 

 ヨーロッパの町並みの雰囲気を持つベイル・ビレッジには、250軒以上のショッピン

グのお店と100軒以上のレストランがアフタースキーを楽しませる。ピザ、パスタやメキ

シカンなどのカジュアル・フードから世界の渡航者を満足させるレベルの高いレストラ

ンまで幅広く軒を連ねる。日本食ではMatsuhisa (fusion), Osaki (寿司), Sushi Oka 

(鉄板)やYama (寿司) レストランがある。ベイルの代表的な宿泊ホテルは、ライオンズ

ヘッドにあるロックリゾート、リッツカールトン、オーストリア・ハウス。その他にもリフト・

ゴンドラまでの徒歩距離内に、３つ星から5つ星の数多いホテルやコンドミニアムの宿

泊設備が整っている。 

 ベイルへ行く途中、またはベイルから空港に戻る途中に、「インディアン・ホット・スプ

リングス」と呼ばれる温泉地がある。32℃～38℃の温度に保たれており、水にはカル

シウム、フッ化物、鉄、マグネシウム、マンガン、リン、セリン、シリカ、ナトリウム、硫酸

塩、亜鉛が含まれている。午前9:00～午後10:00まで毎日営業。平日・月～木曜日は

お一人様$16.00、金～日曜日&祝日はお一人様$18.00。お子様は5歳まで無料。 

 

   自然博物館、ダイナソア・ジャーニー・ミュージアムや歴史博物館など、コロラドは

最古の居住者でもある先史時代の恐竜の足跡やアメリカン・インディアンの歴史・文

化遺産に触れることができる。19世紀に鉱山町として栄えたブリッキンリッジやリード

ビル、セントラル・シティを見学したり、バチェラー・シラキュース鉱山の中を1キロほど

の鉱山列車で乗車体験できる。コロラドの広大な自然は、北米一標高の高いグレー

ト・サンド・デューンズ国定公園から14,000フィートを超える高さのロッキーマウンテン

の山々の山頂に至るまで、四季を通じてその景観を楽しませ、新たな発見に感動さ

せられる。 

 

デンバー空港～ベイルリゾート間の空港送迎： 

コロラド・マウンテン・エキスプレス(予約要) 

10名の乗合シャトルは、朝8時～夜23時まで1時間に1本の頻度で運行。 
http://www.coloradomountainexpress.com/ 
4426, 434 Edwards Access Rd, Edwards, CO 81632 

(877)-204-7881または(970) 754-7433 

レンタカー 
National Car Rental/Alamo/Enterprise 
Hertz 

Avisなど 

ベイルリゾート公式サイト： 
http://www.vail.com/ 
ベイル・マウンテン・トレイル・マップ： 
Front-side map (pdf)  
Back Bowls/Blue Sky Basin map (pdf) 

Epicパス購入: 

(Vail, Beaver Creek, Breckenridge, Keystone, Canyons, Heavenly, Northstar, Kirk-

wood, Afton Alps, Mt. Brighton, Arapahoe Basin, and Eldoraにて有効)  
http://www.snow.com/epic-pass/passes.aspx   
Indian Hot Springs 
http://www.indianhotsprings.com/ 
302 Soda Creek Road, Idaho Springs, CO 80452 
303-989-6666  

 

引用: 
Forbes Magazine 
Ski Magazine 
National Ski Areas Association 
Vail Resort Official Site 
Colorado Tourism Official Site 
Colorado - Wikipedia 
 
Photo Source:  
Vail Resorts 

【 冬といえばスキーという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は「おすすめ

スキー場」と題して、根本真樹子氏（Kintetsu International）に、アメリカならではの

お勧めのスキー場を紹介していただきました。アメリカでのスキーデビューに、お

役立てください。（編集部） 】 

http://www.coloradomountainexpress.com/
http://www.vail.com/
http://www.vail.com/~/media/vail/images/fy15/2014-15%20trail%20map/2014-15-vail_trailmap_front.ashx
http://www.vail.com/~/media/vail/images/fy15/2014-15%20trail%20map/2014-15-vail_trailmap_back.ashx
http://www.snow.com/epic-pass/passes.aspx
http://www.indianhotsprings.com/
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●今月のうた “どんぐりころころ” ・・・どんぐりがどん

なものか分かったところで、みんなと大きな声で歌いまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

●今月のからだ遊び “おいものたいそう” ・・・歌に

合わせて全身を動かします。ちびっ子同士や親子で2人

組になってひっぱりあったり、みんなでおしくらまんじゅう

したり、お芋になって床をごろごろしたりと、とても楽しい

体操です。元気に動いて体もポッカポカになりました。 

 

●11月のおたんじょう会・・・11月生まれのちびっ子が

少なかったので、10月生まれのちびっ子にも声をかけて

みました。みんなしっかり自分でお名前と年齢を言えま

した。 

 

●工作「ぬりえ」 “秋” ・・・紙芝居に出てきたリスとど

んぐりの組み合わせ、秋の食材お芋やきのこ、紙いっぱ

いの紅葉など数種類のぬりえから、1枚選んでもらいまし

た。 

 

今月もちびっ子たちとたのしく「あそぼ－かい」が出来

ました。またたくさんのちびっ子たちが遊びに来てくれる

とうれしいです。来月もお待ちしています！ 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

 
＜あそぼーかい＞ 

2016年 

1月9日（土） 9時30分～ 

1月14日（木）10時30分～ 

2月6日（土） 9時30分～ 

3月5日（土） 9時30分～ 

 最新情報は、三水会センター内、日本語補習校

内のポスタ―、またはコミュニティーサイトのヒュース

トンなび＜hounavi.us＞でご確認いただけます。 

＜読み聞かせの会＞ 

2016年 

1月15日（金）10時30分～ 赤ちゃんから就学前 

         ぐらいのお子さんを対象とした絵本 

2月13日（土）9時30分～三歳以上を対象とした絵本 

          10時〜 三歳未満を対象とした絵本 

3月4日（金） 10時30分～ 赤ちゃんから就学前 

         ぐらいのお子さんを対象とした絵本 

 最新情報は、三水会センター内、日本語補習校

内、日本食品店「大道」内のポスター、またはコミュ

ニティーサイトのヒューストンなび＜hounavi.us＞ で

ご確認いただけます。 

 

＊変更がある場合もございます。上記の各最新情

報をご確認ください。 

＊スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ちの方

やお問い合わせは、次のアドレスまでご連絡くださ

い。お待ちしております。 

あそぼーかい  
mama.asobokai@gmail.com  

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

冬時間に移り、だんだん朝晩が肌寒くなってきた11月の

「あそぼーかい」は、少し冷え込んだ6日（金）と、朝から小雨

がつづく7日（土）に開催されました。どちらの日もお天気が

よくありませんでしたが、たくさんのちびっ子たちが集まって

くれました。 

11月のテーマは、“秋”。 秋の実りに感謝し、秋ならでは

の木の実や畑で採れる野菜を題材にしました。 

 

●はじまりのあいさつ・・・トラお君、トラ子ちゃんと本物の

サツマイモを見て、これは何かわかるかな？何て名前か

知っている？どんなふうに食べるのかな？などとお話ししま

した。 

 

●今月のお楽しみ「紙芝居」  “どんぐりぽとん”  ・・・

ヒューストンでお馴染みのリスが主役のおはなしです。おい

しそうなどんぐりを口いっぱいに頬張り、さらにもっと欲しくな

るリス君。ちびっ子た

ちはとても興味津々

に、次はどうなるのか

と絵をじっと見つめて

いました。 

 

 

 

あそぼーかい 

 

駐妻のヒューストン日記 

第135回 大滝 志保 さん 

  2014年3月末、8ヶ月ほど先に赴任した主人に

続き、当時6歳の息子と2歳の娘を連れてヒュー

ストンへ降り立ちました。ヒューストンの空港に着

いた時、息子が発した第一声は「怖い」でした。

ずっと日本で生まれ育ってきた私達にとって、

様々な人種を目にするのは初めてでした。英語

が全く話せず、不安と緊張の日々が始まりまし

た。 

  住まいはKatyで日本人の方が多く、色々な方

に親切にしていただきました。運転に不慣れ

だった私を公園やスーパーに連れて行っていた

だいたり、保護者向けの英語のクラスに誘ってい

ただいたり 、お友達を紹介してくださったり、本

当に助けていただき感謝しています。日本人が

多いといっても現地校のクラスには日本人は息

子一人だけで、毎日一言も発せず泣いて帰って

くる姿を見るのは辛かったです。日本で習って

いたサッカーを始めてはどうかと勧めてみたもの

の、「日本人としかやりたくない」と言って断固拒

否。5ヶ月後には3歳になった娘も幼稚園に通い

始めましたが、毎朝「行かない」と大暴れ。そん

な子供達に変化が現れたのは去年のサンクスギ

ビングにYMCAのファミリーキャンプに参加した

時のことでした。2泊3日自然の中でゆっくりと過

ごす中で息子が「初めてアメリカ人の子と遊べ

た！」と言った時の輝いた目が忘れられません。

それからは言葉の壁はあるものの、友達の中に

入っていかれるようになり、サッカーも習い始めま

した。今シーズンは主人もサブコーチとしてチーム

に参加するようになり、息子は喜んで楽しく通って

います。澄み切った青空の下、美しい芝生の上を

元気に駆け回っている姿を見ていると、赴任当初

の苦労が報われたような満たされた気持ちになり

ます。一年間毎朝泣きわめいていた娘も、この新

学期から急に学校へ行くのが大好きになり、休み

の日でも行きたいと言うほどになりました。ゆっくり

とですが確実に成長している子供達と同じように、

私もアメリカで新しいことに挑戦したいと思うように

なり、カップケーキ作りやカードメイキング、アイシ

ングクッキーの教室などに通い始めました。素晴ら

しい友人達に恵まれて、洋裁やアクセサリー作り

にも挑戦したりして楽しく過ごさせていただいてい

ます。 

   限られた駐在生活、悔いのないように旅行

は一番行きたいところから行こうと決め、去年

はディズニーワールドでカウントダウン。今年

の夏休みはサンフランシスコとヨセミテ国立公

園、ナパバレーに行ってきました。ヨセミテ国

立公園のグレーシャー展望台はアメリカの壮

大な自然を感じられるとても素晴らしい眺めで

した。サンフランシスコとナパバレーは新婚旅

行で行った思い出の地。12年経って子供達を

連れて再び訪れることができ、主人に感謝し

ています。ワイナリーはお城のようになってい

たり、広大なブドウ畑を歩いたり、ワイントレイ

ンが走るのを見たりして子連れでも楽しめたの

でお勧めです。 

  ヒューストンでの素敵な出逢いに感謝しなが

ら、これからも家族や友人達と一緒に楽しく過

ごしていきたいと思います。 

 ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

CASTEM HOUSTON, LLC 
仙倉真行 さん 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。  

 キャステムグループは精密鋳造部品の製造販売を主として、日本国内および

東南アジア圏に事業展開する企業です。弊社のロストワックス法は従来の鋳造に

比べ、格段に高い寸法精度と美しい鋳肌が得られます。また、隣接部分を一体

化したような複雑形状の量産も可能。さらに鉄・ステンレス・銅合金、またアルミ・

亜鉛など多くの鋼材を選択することができます。このような特徴をもつロストワック

ス法は古くから知られた鋳造技法のひとつの手法にすぎませんが、弊社は独自

の研究開発によって、これまで切削加工によってしかなしえなかった高精度のネ

ジやギアまで製造可能です。 

 また情報機器、電子機器、医療機器をはじめとする製品の小型化・高性能化に

よって、部品の高精度化・複雑形状化の流れがますます急速になってきました。

この時代の流れをいちはやく予見した弊社はメタルインジェクション法（金属粉末

射出成形法）に着目し、アメリカからの技術輸入に頼ることなく研究開発をすすめ

米国で特許取得。メタルインジェクションによる製法を完成させ、小型の金属

部品を提供しています。 

 弊社はこれまでアジア圏での製造販売を行ってきましたが、来春には南米コ

ロンビアに新工場が稼働予定。北米・南米のお客様のニーズにお応えしま

す。 

 またコロンビア工場稼働に伴い、今年8月よりこのヒューストンに営業拠点を

開設いたしました。価格・品質・納期・形状・金型費・小ロット等でお悩みの金

属部品がございましたら、ご連絡をお願い申し上げます。弊社独自の製造シス

テムで、問題解決に向けてのご提案をさせて頂きます。  

 ２．ヒューストン／テキサス州の印象についてお聞かせください。 

ヒューストンの夏は焼けつくような暑さですよ、と聞いていたものの、さすがに

前任地である南国フィリピンよりは過ごしやすいだろうと思っていました。しかし

今年の8月、引っ越して来て早速の猛暑には暑さに慣れているはずの家族や

犬たちも閉口したようでした。最近は朝晩の冷え込みも増し、これからまだまだ

寒くなるとのこと。自然豊かなこの土地で四季を感じる生活を送ることが出来る

と期待しています。 

 またこちらは日本人ばかりでなく、ヒスパニックや中国やベトナム、インド系の

人たちも多く見受けられ、国際色豊かな街、さすがアメリカだなと感じておりま

す。市内には各国のレストランも多くあるようですので、ここはというレストランを

見つけてみたいと思っています。  

 ３．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

趣味はゴルフですが下手の横好きで大した腕前ではありません。最近、ゴ

ルフ熱が高まってきた息子達と親子でラウンドすることが目下の楽しみです。

ヒューストンは年間を通して気候にも恵まれ、正統派から個性的なものまで

様々なタイプのゴルフ場があり、お手頃なラウンド料金でプレー可能だと聞き

期待しています。 

 またこれまでは家族旅行と言えば近場のアジア周辺でしたが、これからは

ちょっと足を延ばせばメキシコ、その先には南米と旅行好きには興味が尽きま

せん。もちろんアメリカ国内にもここに挙げきれないほど訪れたい土地はありま

す。アジアではなかなか自分で車を運転する機会がなかったので、まずは広

大なこのアメリカの大地を感じながらのドライブ旅行を計画しています。  

 

テキサス州六者交流会 写真集 

Houston 

質問に答える若田宇宙飛行士  管制室見学  

乾杯！ 

クイズファイナリスト 

懇親ゴルフ大会  

ゴルフ女性優勝者（山地様） 

ゴルフ男性優勝者（森様）  

髙岡総領事  

交流のひととき 
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残りません。一方、アトロピン療法は、上手くいけば手術を回避できます

が、本格的な哺乳再開までに日数を要し、上手くいかなかった場合は結

局手術になります。賛否両論あるところですが、この両方の可能性を説明

して治療法を選択して頂きます。 

 

中腸軸捻転   

 胎生8週頃、胎児の腸管はダイナミックな回転をしながら一旦は臍帯内

に脱出して成長し、12週頃にお腹の中に戻って固定されるべき部位に固

定されます。この過程で起こりうる回転と固定のエラーが「腸回転異常症」

です。そして、その80%は生後1か月以内に軸捻転(ねじれ)を発症しま

す。ねじれた腸管内では飲んだものが通過せず、便が出ない、ガスが出

ない、そしてミルクのみならず胆汁や腸液を吐くという腸閉塞のような症状

に加え、時間が経過すると腸管のダメージによる血便も出現します。さら

に時間が経つと腸管壊死に至るという、とても怖い疾患です。そうなる前

に、上記症状、そして何よりも赤ちゃんが何となくグッタリしている、などの

異常に気付いたら、すぐに病院に行く必要があります。超音波、注腸造

影検査などで典型的な所見を認めたら、緊急手術が必要です。その多く

は、ねじれの解除、ねじれの原因になる腸管同士をつなぐヒモ(Ladd靭

帯)の切離、そしてねじれにくい形状に戻すことで改善しますが、腸回転

異常という生まれつきの状態は変わりませんので、中には捻転を再発す

る子もいます。従って、退院後もしばらくは定期的に外来通院して頂くこと

が多いです。 

 

腸重積  

 多くは1歳までに発症します。感染性腸炎などによる腸間膜リンパ節の

腫れや、腸管ポリープ、憩室などが原因で起こる、連続した腸管同士が

重なり合う(多くは小腸が大腸に入り込む)重積という状態です。血便、嘔

吐、激しい腹痛などの症状を認めます。顔面蒼白になって大声で泣いて

いるかと思えば、突然ケロッと機嫌が良くなり、また飲んだり食べたりしま

す。そしてまた痛がり、機嫌が戻りの繰り返しで段々と周期が短くなります

ので、この異変に気付いたら病院に行きましょう。超音波で診断できま

す。発症したと思われる時点から24時間以内であれば、超音波下に肛門

から空気注入、またはレントゲン透視下に造影剤注入(高圧浣腸)をするこ

とで80％は重積が解除されますが、その後10％で重積を再発します。さ

らに、上記手段で重積が解除できない場合は、手術によって重積を解

除、または稀に腸管切除などをします。ほとんどは経過良好ですが、早

期診断が必要です。 

 

 最後になりますが、小児一般に共通した重要なことは、「自分の症状を

適格な言葉で伝えられない」ということです。赤ちゃんなら尚更です。そし

て、この小さな命を守ってあげるのは我々大人の義務です。まだ言葉に

なっていない「子供たちからのメッセージ」は間違いなく存在し、それを

拾ってあげる必要があります。しかし、すぐに気付くのはなかなか難しい

のも事実ですので、少しでも普段と違うと思ったら迷わず医師に相談して

ください。私にも、もうすぐ2歳になる息子がおります。子を持つ親として、

身につまされることも多々ありました。しかし、難局を乗り切った時の子供

たちの笑顔は何物にも代え難いご褒美ですし、だからこそ私たち小児外

科医は頑張れます。以上、やや駆け足の内容でしたが、少しでも皆様の

ご参考になれば幸いです。 

第13４回 
 

 小児外科医のお仕事  

       ～子どもたちからのメッセージ～ 

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。 

前回の魚谷貴洋先生から小児外科がご専門の野村元成先生にバトンが移りました。  

 はじめまして、2015年4月より「笑いと人情の街」大阪からやって参りました

大阪大学小児外科の野村元成です。私は日本では小児外科専門医、がん

治療認定医、移植認定医として、主に小児医療の臨床医として働いてきまし

た。小児外科は、主に新生児から16歳未満の患者さんを対象としますが、小

児科、産婦人科など様々な関連科と連携して治療に当たることが多いです。

その中で、残念ながら外科医に出来ることの限界も思い知らされて悔し涙を

飲んだことも多々ありました。そこでこの度、「じゃあ、その外科医に出来ない

ことを外科医がやってやろうじゃねえか！」と一念発起し、新天地を求めて

やってきました。 

 当初は一番の専門分野である小児がんの話をしようと思ったのですが、既

に第80回で寺島先生に分かり易く説明して頂いていますので、より一般的な

小児外科疾患の話をさせて頂きます。我々が扱う疾患は、消化管閉鎖や横

隔膜ヘルニアなど生後早期に手術を必要とする重症な先天性疾患をはじ

め、頸部、胸部(心臓以外)、腹部、泌尿器の疾患、そして小児がんなど多岐

に渡ります。先天性疾患の多くは、昨今の診断技術の進歩のおかげで、出

生前あるいは出生して退院するまでに医師が気付くので、超重症の赤ちゃ

んも中にはいるものの、そのまま入院継続して治療できます。 

 そこで今回は、出生後、特に問題なく退院してから乳児期くらいまでの間に

何らかの症状が出現し、救命のために手術が必要になるかもしれない「決し

て見過ごしてはいけない」疾患をいくつか挙げさせて頂きます。 

 

肥厚性幽門狭窄症  

 生後2週～3か月くらいで発症します。何らかの原因で、胃の出口(幽門)に

ある幽門筋が硬く肥厚することによって、飲んだものが十二指腸まで到達せ

ず胃に溜まり、噴水のように激しい嘔吐をします。意外にも食欲はありますの

で、飲んでは吐きの繰り返しです。この状態が続くと、体重増加不良のみなら

ず、全身が大きくアルカリ性に傾き、場合によっては命に関わります。診断は

超音波で容易にでき、まずはアルカリ性に傾いた体を点滴で補正する必要

があります。治療法としては、従来は開腹して幽門を広げて通路を確保する

幽門筋切開術という手術が第1選択でしたが、近年、絶食または哺乳制限と

アトロピン点滴によって幽門筋を弛緩させて通過を良くするという方法も選択

肢の1つになりました。手術のメリットは、何と言っても決着が早く、術後早期

に哺乳が再開できる可能性が高いということに尽きます。私が勤務してきた

病院では、臍に小切開を入れる開腹手術をしていましたので、傷もほとんど

 次回は血液腫瘍内科がご専門でMDアンダーソンがんセン

ターご勤務の船越洋平先生にバトンタッチです。船越先生は、

ヒューストン在住の日本人医師の集まりで知り合いました、私と

同じ医師経験年数、同じく4月に渡米、同じく新米パパ、そして同

じく笑顔の爽やかな好青年です。次号に乞うご期待！  

ベイラー医科大学 Center for Cell and Gene Therapy 博士研究員 

 野村元成  

髙岡総領事 

  離任挨拶  

 2013年10月に着任して以来2年2カ月、ヒューストン日本商工会の皆

さまから、様々な機会に賜りましたご厚情に、心より御礼申し上げま

す。 

 この間、日本とヒューストン、テキサス州との関係は、あらゆる分

野で大きく発展しました。これは次の3つの理由から、今後長きにわた

り、継続していくものと考えております。 

 第一に、シェール革命により世界のエネルギー事情は百年に一度の

変革を遂げました。今や世界第一の天然ガス、石油の産出国になりつ

つある米国の国家利益と、世界一のLNG輸入大国である日本の利益

は、大きく一致します。これは、私自身、フリーポートLNGとキャメ

ロンLNGの起工式に出席して、強く感じたところです。ヒューストン

はこの出現しつつある日米エネルギー同盟のまさに中心地です。 

 この新たな局面を迎え、米国と湾岸産油国が次の均衡点を見つけて

折り合うまで油価の変動は続くでしょうが、経済の動きには常に両面

があり、日本企業がさらに活躍、利益を上げる機会は常にあるもの

と、期待しています。 

 第二に、テキサスがアメリカの地理的中心に位置していることがも

たらす大きな利点の認識が、日本でもやっと高まってまいりました。

日本企業がその利益の源泉を対米輸出から、アメリカでの生産、営業

活動にシフトし、さらには中南米も視野に入れる、このような中長期

的な流れの中で、今後アメリカの中心にあるテキサスへの注目度が高

まることは確実です。この動きは、トヨタ北米拠点のプレーノへの移

転により、加速されているようです。 

 第三に、ハイテク分野でも、日米間、また日本とテキサスとの間

で、大型の協力プロジェクトに、既に巨額の資金と技術、人的資源が

投入されており、この協力関係が長く続くことが期待されます。国際

宇宙ステーション計画では、日本とアメリカのそれぞれの最高の知性

と技術を合わせて、ロシア、欧州も含めて国際科学協力が推進されて

います。ヒューストン・ダラ

ス間の高速鉄道計画にはJR東

海が協力しており、米国にお

ける日本勢による新幹線プロ

ジェクトとしては、その実現が最も有望視されています。 

 このように、日本・テキサス間の協力関係の将来が有望な事につ

いては、私よりペリー前テキサス州知事、アボット現知事、パー

カー・ヒューストン市長、ローリングス・ダラス市長、プライス・

フォートワース市長、カストロ前サンアントニオ市長、テイラー現

市長、ラロリジエール・プレーノ市長に、また、テキサス州選出の

連邦議員にご説明し、理解を深めて頂くよう、努力してきた次第で

す。 

 こうした日米経済関係強化の流れの中で、商工会の会員の皆様の

企業活動による米国経済、地域に対する貢献は、大変大きくなって

おります。そのことが米国側においてよりしっかり認識されること

を願いつつ、当地を離れるにあたって、改めて以下の3点を申し上

げますので、今後のご参考として頂ければ幸甚です。 

 第一に、各社におかれて起工式、開所式、開所○周年等のイベン

トを企画される際には、地元の政治家、名士を招待する等、御社の

プレゼンスを高めるような演出をご検討頂ければと思います。これ

まで通りお声をかけて頂ければ、総領事館からも喜んで馳せ参じま

す。 

 第二に、米国の一般市民に日本企業の活動の重要性を理解しても

らうため、出来る範囲で文化交流、地元貢献の問題意識をもって、

各社の独自の取り組み、または、ジャパンフェスティバル、日本庭

園、ヒューストン日米協会、アジア協会等の活動に対する協力をご

検討頂ければ有り難いと考えております。総領事館としても、限ら

れた予算を活用しつつ、様々な取り組みを強化していきたいと考え

ておりますので、ご意見を賜れれば幸甚です。 

 第三に、上記のような活動を行うにつけても、まずは日本の本社

にテキサス、ヒューストンの重要性を認識して貰うことが必要であ

ります。この点は私としても、外務省、そして日本政府に対し微力

ながらアピールしてきたところですが、まだまだ声を大にしなけれ

ばならないと思っているところです。商工会会員企業の皆さまにお

かれましても、既にそれぞれの本社にそのようなアピールをされて

いるものと拝察しますが、先の経団連ミッションの当地訪問、

ANAのヒューストン、JALのダラス直行便乗り

入れも踏まえ、なお一層声を大にして頂ければ

と思っているところです。 

 最後に、こうした発展の素晴らしい時期に、

皆さまとともにヒューストンに駐在することが

できたことに感謝しつつ、ヒューストン日本商

工会、そして会員の皆様の益々のご発展を心よ

りお祈り申し上げて、離任の挨拶とさせて頂き

ます。 

 

平成27年12月 

在ヒューストン日本国総領事 髙岡 望 

アボット・テキサス州知事  

カストロ連邦下院議員 

（当時サンアントニオ市長）  

ペリー・テキサス州知事（当時）  
パーカー・ヒューストン市長 
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日  時： 平成27年11月18日（木）11：30～13:00  

場  所： 住友商事社 会議室（10階） 

出席者： 名誉会長、理事委員6名、正会員1名、事務局長 

欠席者： 理事委員13名（うち幹事委任12名、代理委任1名） 

司  会： 金子公亮 幹事 

１．商工会会長連絡 （金子公亮 幹事： 本多之仁 会長代理） 

①油価が1バレル$40ドルを切るレベルを窺うなか、今月、シェルが先の

シェブロンらに続いて82億ドルの大型減損を発表した。このほかにもチェ

サピーク、アパッチ、デボン、サウスウェスタン、といった米国の大手石油

企業があわせて600億ドル規模の減損を行うと予想されている。また、ピー

ク時日量960万バレルまで増えていた米国の石油生産も若干の減少に転

じ始めており、米エネ省は2016年の見通しを877万バレルに下方修正し

た。我々ヒューストンの日系企業の多くにとって大きなインパクトを持つ石

油ガス関連業界の今後の動向が引き続き注目される。 

②当会の近況としては、10月28日に常任理事委員会、総会、懇親会が開

催され、常任委員会では前年度の決算と今年度の予算が承認されて、新

理事委員の皆様での活動が本格的にスタートした。今月は商工会のイベ

ントとしてテキサス六者交流会が6、7日の二日間で、また第553回テキサ

ス会ゴルフコンペが15日に執り行われた。各会員の皆様の多数のご参

加、そして各イベントの運営に携わっていただいた幹事・副幹事会社様の

ご尽力に厚く感謝申し上げるとともに、引き続き皆様の商工会活動ご支

援・ご協力をお願い申し上げる。  

2. 総領事館連絡 （髙岡 望 総領事） 

①恒例の天皇誕生日祝賀レセプションを12月15日（火）18時より公邸にて

開催する。日本企業の活動状況や製品を広報するための展示に関して、

すでにご案内が事務局より配信されているので、是非ご協力をお願いし

たい。 

②11月2日に愛知県の森岡副知事がテキサス州のアボット知事とオース

ティンで会見した。その際、アボット知事には、テキサス州が米国の中心

に位置すること、エネルギー産業の中心であること、及び高速鉄道を含め

ハイテク産業の基盤があることの３つの柱を軸にTPP締結も踏まえ、日本

との関係の将来は明るいと考えている旨説明した。同知事からは、ハイテ

ク産業については、宇宙開発、医療研究でもテキサスは全米の最先端に

位置しており、日本との協力の可能性は大きいとの発言があった。 

３.テキサス州六者交流会関連報告  （金子公亮 幹事: 本多之仁会長代

理） 

 11月6日（金）、7日（土）の両日、第20回テキサス州六者交流会がヒュー

ストンで開催され、ダラス、オースティン、サンアントニオ、マッカーレン、エ

ルパソ、ヒューストン六都市合せて参加者総数は126名となった。初日は、

NASAジョンソンスペースセンター見学、若田光一宇宙飛行士による講演

会に続き、同夜ホテルでは懇親ディナーパーティーが開催され大盛況で

あった。また、2日目は悪天候が懸念されていた中、ツアー18にて懇親ゴ

ルフ大会を最後まで実施することができた。お忙しいなか両日ともにご参

加ご挨拶いただいた髙岡総領事、本会開催にあたり、ご協力いただいた

中部電力様、JAXA様、JTB様、商工会事務局の方々、種々ご相談させ

ていただいた商工会理事の方々にあらためて御礼申し上げる。 

4.他団体関連報告 （加藤眞人 他団体対応・日本庭園 特命理事） 

＊日本庭園25周年記念事業への寄付について 

 2017年に25周年を迎える日本庭園の記念事業については、すでに8月

度常任委員会にてHermann Park Conservancyの代表者によるプレゼン

テーションがあり、寄付のご案内も事務局を通して会員企業へ送付済み

である。同事業の1つであるゲートの工事はすでに11月9日に開始されて

おり、同団体からは当会からの寄付金拠出を今年中に行うことを要請され

ている。本件は、日本企業・その他団体あるいは政府組織とアメリカにお

ける同等組織との親善を促進する意味で、当会の設立趣旨に則した地域

貢献であり、寄付を実施することが可然であると判断する。寄付金の額を

決めるにあたり、単年度予算の範囲内であるとともに他の寄贈者による寄

付額を考慮に入れた上で、当会のプレゼンスを保ちつつ突出しない金額

として3万ドルが提案され、過半数の票をもって承認された。尚、本決議に

関しては、一月度常任委員会にて追認を諮ることとする。 

５.ジャパンフェスティバル関連報告  （金子公亮 幹事: 藤井一彦 特

命理事代理） 

 The Japan Festival of Houston, Inc.代 表 のJustin Cooper氏 よ り

Hermann Park ConservancyのGalaとのスケジュールの問題等により

2016年のジャパンフェスティバルは、当初予定されていた4月23-24日

の開催が不可能となった旨、連絡があった。現在、4月16-17日、5月14

-15日を代替日として日程調整を検討している状況にある。今後、当会

や他団体との行事予定を考慮に入れ、話し合いが持たれる予定であ

る。 

６．委員会・部会関連事項 

①企画・調査委員会 （金子公亮 幹事： 黒川淳二 企画・調査委員長

代理）  

＊「為替セミナー」開催について  

 12月10日（木）午後2：30よりUnited Way CRCにて三菱東京UFJ銀行

のグローバルマーケットリサーチ為替アナリストである石丸信二氏を講

師としてお迎えし、「米国およびカナダ、メキシコの金融情勢、為替相

場の見通し」について解説いただく。ご案内はすでに事務局より送付

済みで、只今、申し込みを受け付け中。奮ってご参加いただきたい。  

＊「ヒューストン経済の現状と今後の見通し」講演会について  

 2016年1月20日（水）10：15am（常任委員会終了後）～12：00 pmに

United Way CRCにてGreater Houston Partnership(GHP)よりパトリック・

ジャンコウスキー氏（調査部門シニア・バイス・プレジデント）とスーザ

ン・アシマキス氏（会員サービス部門シニア・バイス・プレジデント）をお

招きし、ヒューストン経済の現状および今後の見通しの解説、そして

GHPの活動内容についてご紹介いただく予定。ご案内は、後日事務

局より配信するので、ぜひご参加いただきたい。 

７．事務局関連事項 （小林浩子 事務局長） 

①商工会「ロゴ」制作について 【承認事項】 

 2018年に当会が創立50周年を迎えるにあたり、当会の認識度を高め

るためにロゴ制作の提案が事務局より出された。デザイン原案はガル

フストリームを通して公募し、最優秀作品は商標登録をし、その応募者

には商工会の雑費予算より賞金100ドルを授与することが承認された。

応募方法、デザイン規定、選定方法等、詳細については告知に明記

することとする。 

②商工会事務局/三水会センター及び補習校事務局閉所連絡  

 休館日：11月26日（木）から11月30日（月） 

③2015-2016年版会員名簿改訂作業進捗報告 

 現在、新年度の名簿ドラフトを各会員企業に配信し、確認を依頼して

いる段階にある。校正後の最終確認にも引き続きご協力いただきた

い。尚、印刷された名簿は、12月中に配布予定である。 

④佐藤暁子様ご息女の訃報について 

 ガルフ編集部の一員としてこれまで貢献いただいており、補習校でも

教鞭を執っておられる佐藤暁子先生のお嬢様が長い闘病生活の後、

11月6日に永眠された。当会より葬儀に際して供花をさせていただき、

本多会長ご夫妻、事務局長他、関係者がお通夜やお葬式に参列し

た。故人のご冥福を心よりお祈り申し上げたい。 

⑤会員消息   

 11月17日現在の会員数は、名誉会員9名、正個人会員651名（正団

体会員 106社）、準会員35名で、総会員数は695名である。詳細は12

月発行の2015-2016年版会員名簿を参照。 
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ホリデーシーズンを 

    楽しく迎えるために  
 

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 

 いよいよ12月、2015年の最終月となりました。秋の花粉の

シーズンも終りましたが、喘息やアレルギー性鼻炎の患者

さんのなかで過半数の方は、通年性のアレルゲンに感作さ

れていらっしゃいます。ホコリやカビ、イエダニや動物などに

よる症状が引き続き認められてもおかしくありません。長い

間しまわれていたクリスマスのデコレーションにホコリやカビ

が付いていたのを、飾りつけの過程で鼻から口から吸いこ

むこともあるかもしれません。また冷たい外気を吸い込むこ

とで、喘息が悪化したり、今まで喘息になったことの無い方

でも咳が止まらなかったり、息が苦しくなったりすることがあ

るかもしれません。簡単にできる予防策としては、口や鼻を

マフラーやコート、マスクなどで覆うことです。特に体を動か

すときは、運動が上記の症状を誘発することも多いので有

効です。 

 

 また冬は旅行のシーズンでもありますね。常用薬は多め

にお持ちになることをお勧め致します。食物アレルギーなど

でエピペンの処方を受けている方は、医療機関の速やかな受診が

旅先では困難なこともあるかもしれないので、2本持参したほうがよ

いでしょう。 

 

 招いたり招かれたりすることの多いこのシーズンは、食物アレル

ギーが起こりやすいシーズンでもあります。食物アレルギーがある場

合は、ホスト側の方に事前に相談しておきましょう。 

     

 拙文を2年弱書き連ねて参りましたが、今月号で一旦お休みとなり

ます。読者の皆様、どうぞ健やかな年末年始をお迎え下さい。 

 

医師 小川リール好子 

東京大学医学部医学科卒。2012年にCenter for Allergy and Asthma of 

Texasを開業し、ヒューストンとウッドランズのクリニックにて日々臨床に従

事。米国アレルギー免疫専門医、米国内科専門医、日本医師免許保

有。 

東の国から ワーアレンジのレッスンで、何か最後にテキサスら

しいものをと思い、ブルーボネットをあしらって

作った作品です（掲載写真）。早速部屋に飾って

みると、テキサスの雰囲気がそこに漂いました。私

達家族がヒューストンで過ごした日々の証のよう

に、確かな存在感を放ってくれています。 

 5歳の娘もまた私と同様に、ヒューストンと東京のギャップに揺れ動いているようで

す。9月から近所の幼稚園に入った娘は、すぐに仲良しの友達ができて毎日楽しく

通うようになりました。アメリカで言葉がまったくわからないところから現地の友達をつ

くっていったことや、日本人同士でも年齢や出身地も様々な子どもたちと遊んでい

た経験のおかげか、環境の変化に強いタフさを身につけてくれたように思います。

それでも時々、まるで家族のようにいつも一緒に遊んでいた友達や、毎日のように

入っていたタウンハウスのプール、ハロウィンやパンプキン・パッチなどの楽しかった

イベントを思い出して、「アメリカに帰りたい」と言うことがあります。2歳半で渡米した

娘にとっては、東京よりもヒューストンでの生活の方が長く、愛着があるのでしょう。い

つまでも忘れないでいて欲しいと願っています。 

 もう一つ、ヒューストンから持ち帰った思い出の物に、分厚いアルバムがあります。

去年の夏に息子が生まれた時から始めたプロジェクトライフというアルバムです。こ

こには、なんということのない日常を写した写真が入っていて、それぞれの写真には

日記のようにジャーナルを一言書いたカードが添えてあります。息子が生まれた時

の写真や、娘が自転車に補助輪なしで乗れるようになった日の写真、散歩中に見

上げた空の写真…。このアルバムを開くと、ヒューストンでの日々が鮮やかに蘇って

きます。娘の描いた絵や友達からいただいた寄せ書きも一緒に入れてあり、まさに

思い出が詰まった一冊です。テキサスが恋しくなった時には、娘と一緒にこのアル

バムを開き、「懐かしいね」と話しながら写真を眺めています。 

 こうして写真を見返すと、笑いあり涙あり、私達家族にとって宝物のような忘れがた

い3年間でした。また戻りたいと思えるほどにヒューストンでの生活が楽しくかけがえ

のないものになったのは、良い友達に恵まれ、楽しい思い出をたくさん持ち帰ること

ができたからこそ、と感謝しています。これからも折にふれて、子どもたちとこのアル

バムを開き、ヒューストンで過ごした時間を大切に思い返していきたいです。                                            

                                              松本 幸 

A Letter  
from Japan 

 私達家族は約3年間の駐在生活を終え、今年8月に帰国しました。そ

れから数ヶ月経ち、生活もだいぶ落ち着いてきた頃、無性にヒューストン

に戻りたくなった時がありました。ホームシックなのでしょうか。東京は言

葉も通じるし、土地勘もあるし、食べ物もおいしいし、生活するのはとても

ラクです。渡米した時に比べて、帰国した時の方が日常生活に慣れたの

もとても早かった気がします。でも、そのラクな感じが逆になんだか物足り

なく、また、毎日のように会っていたヒューストンの友達がいない東京で

の生活が当たり前になるにつれて、ヒューストンがどんどん遠くなっていく

ような寂しさを感じました。 

 そんな時に開いた船便の荷物の中に、帰国直前に作ったシルクフラ

ワーのアレンジメントがありました。ヒューストン滞在中に通っていたフラ
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編 集 後 記 

毎年恒例のテキサス州六者交流会が、去る11月6日（金）、7日（土）に

ヒューストンで開催されました。今年で記念すべき20回を迎えるこの大きな

イベントは、ダラス、オースティン、サンアントニオ、マッカーレン、エルパ

ソ、そしてヒューストンの六都市の日本商工会、日本人会の皆様の親睦を

深めるために行われる交流会で、毎年六都市持ち回りで開催されていま

す。この六者交流会、もともとは1996年にダラス、エルパソ、ヒューストンの

三者交流会からスタートし、その後2001年にマッカーレンが参加、2003年

にオースティンとサンアントニオが参加し現在に至ります。今回、参加者総

数は126名となり、各イベントで大いに親交を深めました。 

 

初日は、会場となるヒルトン・ポストオークに集合、バスでNASAジョンソ

ンスペースセンターへと向かいました。ここは、1961年に有人宇宙飛行プ

ログラムの中枢センターとして開所、NASAが全米に持つ9つのフィールド

センターの1つで、現在は国際宇宙ステーション（ISS）プログラムの拠点、

本部が置かれ、ISSの運用管制が行われています。今回、宇宙航空開発

研究機構（JAXA）様に全面的なご協力を頂き、若田光一宇宙飛行士によ

る講演会及びトラムツアーによるNASAが誇る最先端施設の見学会が行

われました。講演会には金井宇宙飛行士もご出席頂きました。若田宇宙

飛行士は皆様ご存知の通り、日本人初となるISSでの船長（コマンダー）と

なられ、過去3回のミッションを含めた宇宙滞在期間の合計は347日8時間

33分と日本人宇宙飛行士では最長となります。講演は、「ISS長期滞在と

リーダーシップ」というタイトルで、豊富なご経験とリーダーシップに基づく

貴重なお話を伺うことができました。参加者の皆様からのご質問にも丁寧

に受け答え頂き、講演内容もさることながらそのお人柄に参加者の皆様も

親しみを持たれ、宇宙をより身近に感じる非常によい機会となりました。講

演会のあとはトラムツアーによる国際宇宙ステーション運用管制室、宇宙

飛行士訓練施設の見学が行われました。 

 

NASAスペースセンター訪問後、ホテルに戻り懇親ディナーパーティが

行われました。本多之仁ヒューストン日本商工会会長による開会の辞、続

いて髙岡望総領事によるご挨拶と乾杯のご発声を頂き懇親会がスタート。

懇親会では開始前から閉会後も皆様相互交流、名刺交換を活発にされ

ておりました。その後、恒例の各都市による近況報告のプレゼンテーショ

ンとなり、ヒューストン、オースティン、エルパソ、マッカーレン、サンアントニ

オ、そして最後に来年の開催都市となるダラスから各都市の今年のトピッ

クス、企業紹介、観光名所、スポーツチーム、日本人会及び商工会の活動、

日本語補習校について等々の様々なお話しを頂きました。テキサス各都市

は近年日本からの企業進出、駐在員の増加が著しく、日本と各都市の往来

が活発になっています。これに伴い各航空会社は日本との直行便を就航・就

航予定しており、今回、ユナイテッド航空様、全日本空輸様、日本航空様か

らそれぞれ日本往復の航空券をご提供頂き、クイズによる航空券抽選会が行

われ大いに盛り上がりました。クイズはヒューストンにちなんだ二者択一問題

（実際は殆ど関係ありませんでしたが）を数題出題、残り5名となったところで

最後「地球と月の初の月面着陸を果たしたアポロ11号はケネディ宇宙セン

ター発射から月面到着迄何時間掛かったか」（答えは102時間45分40秒）とい

う問題に対し、答えの近かった上位3名の方（1位：マッカーレン瀬口様、2位：

ヒューストン井口様、3位：ダラス安藤様）に航空券が授与されました。 

 

翌日は、アメリカの名門ゴルフ場のレプリカホールを集めたTour18におい

て懇親ゴルフ大会が開催され、総勢53名がご参加。前日まで天候が懸念さ

れましたが、当日ゴルフ場周辺は幸い雨が降らず、午前8時に15組による

ショットガンスタート、残り3ホールを残したところで雨が降り出し始めたもの

の、無事18ホール全てプレーをすることができました。ダブルぺリア方式で

競った結果、地元ヒューストンSumitomo Corporation of Americasの森様が見

事総合優勝を果たしました。懇親会及びゴルフの賞品のご提供を頂きました

皆様にはこの場をお借りして御礼を申し上げさせて頂きます。 

 

本会開催にあたりましては、至らぬ点も多々あったかと存じますが、皆様の

特段のご協力、特に各都市事務局の皆様、ヒューストン日本商工会事務局

の皆様、並びにヒューストン日本商工会幹事会社のChubu Electric Power 

USA様、JAXA様、JTB USA様のご協力に支えられまして無事終えることが

でき大変感謝しております。ありがとうございました。 

 

来年の六者交流会はダラスにて開催されます。また来年、皆様にお会い

できますことを楽しみにしております。 

 

                                              Sumitomo Corporation of Americas 竹平 英貴 

 

 そこここで、イルミネーション飾りの見られる季節になり、クリスマスの

月になったことを実感させてくれます。年の瀬ですね。今号のガルフス

トリームは髙岡総領事の離任のご挨拶があります。髙岡総領事には2年

余り、当商工会の名誉会長を務めていただき、本当にありがとうござい

ました。 

 なお、10月号で募集した商工会名簿表紙写真については、応募1件

のみで、残念ながら、解像度が適さなかったため、編集部で昨年写真

を提供いただき好評だった Dr. Ned Shimizuに今年も提供をお願いし

ました。来年度はたくさんのご応募があるよう編集部一同皆様のご参加

をお待ちしております。 12月中に配布予定とのことです。 今号も「ガル

フストリーム」を宜しくお願い申し上げます。  

 

第２０回 

♦Until December 20:Trader’s Village 2015 Holiday Market with Santa Claus:  

Santa is at Traders Village this weekend to meet and greet. It only $5 to take pictures 
with Santa. Free to enter the market. $4 to park your car http://tradersvillage.com/
houston/events/holiday-market-with-santa-claus-5-photos-4/ 

 

♦December 31,2014:Children’s museum: There are a lot of activities for  children 

who can enjoy at the Houston’s most popular place during the holiday seasons. Ad-
mission fee: adult/child $10 plus the parking, See more see the event information at:  
http://www.cmhouston.org/ 

 

♦January 8-17 @Houston Boat Show 入場料大人12ドル子供12歳以下5ドル。

Reliant Center駐車場料金＄5。1000以上のボートやＲＶ(レジャーカー)が展示される

予定になっています。日本ではなかなか見られないボートを見に行ってみません

か？ 詳しくは：www.houstonboatshows.com/  

 

♦January 17:Chevron Houston Marathon @Downtown: Founded in 1995, the 

Chevron Houston Marathon's Run for a Reason charity program links thousands of 
runners with participating nonprofits and provides a platform for charities to raise 
awareness and funds as well as educate others about their cause.  
http://www.chevronhoustonmarathon.com/ 
 

♦January 18 @ 10:00am: 22nd Annual Martin Luther King Jr. Parade@San 

Jacinto St & Elgin Street Houston: Celebrating! Its 21st Anniversary, the MLK 
Grande Parade is the third largest Parade in the U.S. behind The Rose Parade and The 
Macy’s Day Parade. See the website for further information at:   
http://mlkgrandeparade.org/ 
 

♦Until February 18: The Ice Skate at The Discovery Park in Houston Downton: 

The ICE at Discovery Green uses recycled water from Kinder Lake to create a 7,716 
square-foot ice skating surface, making it the largest outdoor skating rink in the South-
west. $13 includes skate rental and tax.  See more details at   
http://www.discoverygreen.com/ice  

テキサス州六者交流会開催 Houston 

NASAでの集合写真 若田宇宙飛行士（中央）金井宇宙飛行士（最後列一番左）とともに 

本多ヒューストン 

日本商工会会長 
懇親ディナーパーティ 

 このたび、お問い合わせの多かったヒューストンでの子育て事情につい

て、ご自身では4人の子育てをしながらプリスクールや補習校での教師経験

をお持ちのカルデロン先生に講師をお願いし、講演会を開催する運びとな

りました。 

 小さいお子様連れの方も歓迎致します。皆様、お誘い合わせの上、ご参

加申込みいただけますようお待ちしております。  

 

 テーマ： テキサスでの子育ての楽しみ方 

 日    時:  2016年1月29日(金) 10時受付開始 11時半終了予定 

 参加費： 無料 定員：20名前後（先着順、お子様連れOK、授乳・ 

                           おむつ交換はキッズルームを開放します。） 

 申し込み方法： 2016年1月5日（火）〜7日（木）に以下のメールアドレスに 

                        お申込みください。    

 お助けマップメールアドレス： otasukemap@jbahouston.org 

 講演会開催のお知らせ（生活・情報委員会/お助けマップ主催） 
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