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米国産LNGの売買には、従来と異なる2つの大きな特徴があります。1
点目は仕向地が制限されていない点です。従来のLNG売買契約では、

荷揚港を指定し、買主による第三者への転売を認めない「仕向地条項」が

規定されていますが、米国産LNGの契約には、こうした制約が無いため、

購買したLNGを自由に取扱うことが出来ます。2点目は独自の価格体系を

採用している点です。従来のLNG売買では主に油価連動価格が採用さ

れていますが、米国産LNGの取引では、米国内の天然ガス需給に基づく

指標「ヘンリー・ハブ」に連動した独自の価格を採用するため、油価上昇

の影響を回避することが出来ます。通常、買主は多様な地域・条件のLNG
調達を組み合わせることで、価格リスクの回避や調達の最適化を図ってい

るため、取組の選択肢を広げるこれら2つの特徴は、米国産LNGの利点と

考えられています。 
 

日本と米国産LNGの関わり 

日本のLNG輸入の歴史は1969年のアラスカ産LNGの輸入から始まり、

以後、日本が世界のLNG市場を牽引してきました。現在でも日本は世界

需要の約1/3を占める世界最大のLNG需要国として、高い存在感を示して

います。2017年1月には国内第一号の米国シェール由来LNGが新潟県に

到着しましたが、輸入のみならず、現在、3つの米国LNG液化プロジェクト

に日系企業が参画しています（図2）。 

日本の一次エネルギー供給の約23%を天然ガスが占めていますが、その

ほぼ全量がLNGでの輸入に支えられています。国際情勢に起因する供給リ

スクを低減するためには、調達先を多角化することが重要です。この観点か

ら、日 本 企 業に よ

る米国LNG事業へ

の参画や、米国産

LNGの 日 本 へ の

輸 入 が 進 む こ と

は、日本のエネル

ギー安全保障を強

化する上で大きな

意義があると言え

ます。 

巷で「The Energy Capital of the World」と言われる通り、ヒューストン

で生活をしていると、エネルギー関連のニュースや話題に接する機会が

多くありますが、近年、米国内では、有望なエネルギー事業の1つとし

て、LNG（液化天然ガス）に対する関心が高まっています。そこで今回

は、米国産LNGについて少しご紹介したいと思います。 

米国の「シェール革命」と米国産LNGの台頭 

米国は従来、世界一の天然ガス消費国ですが、2010年頃に始まった

「シェール革命」を契機に天然ガスの商業生産が本格化し（図1）、これに併

せてLNGによる天然ガス輸出を進めるようになりました。これまでに米国内3
箇所のLNG液化基地から世界約30か国向けにLNGが輸出されており、更

に、現在、合計20以上の新規建設計画が検討されています。 

図2 日系企業が参画するキャメロンLNG液化基地 （出典： 三井物産HP） 

図１ シェール・ガスの産地別生産量（bcf/d）（出典： EIA HP） 

世界の天然ガス需要と米国産LNG 

 近年、気候変動対策の観点から、世界的にLNGへの期待が高まってお

り、世界のLNG需要は今後も拡大していく見込みです。世界のLNG需要を

牽引してきたアジア地域の存在感は、今後、更に高まっていくことが見込ま

れており（図3）、米国のLNG液化基地建設計画の多くもアジア需要の獲得

を目指して検討が進められています。他方、従来のLNG輸出大国であるカ

タールや豪州、更には東南アジアの産油国など、世界各地でもアジア市場

を念頭に置いたLNG液化事業が同時に計画されています。アジアの需要

地まで物理的距離のある米国産LNGは、輸送コスト上のハンディ・キャップ

を抱えながら、これら競合国との厳しい需要獲得競争に挑むことになりま

す。前述した2つの大きな特徴を持つ米国産LNGは、ゲーム・チェンジャー

として、とりわけアジアにおける従来のLNG取引慣行に大きな変化をもたら

してきました。米国産LNGの生産量は今後も増加していくことが予想されま

すが、これにより、世界的なLNG取引の流動性が更に高まり、売手・買手の

双方により多様な選択肢をもたらすことが期待されます。  

図3 世界のLNG需要量の見通し 

（出典： 日本エネルギー経済研究所 「IEEJアウトルック2019」を基に作成） 

（文責: JOGMEC 丸山 翔） 
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準会員 小島 理絵さん 

１．会社の業務内容等について簡単にご

説明ください。 
 センター・フォー・クリエイティブ・リソーシ

ズは1968年よりカウンセリングサービスを提

供しているNPOカウンセリングオフィスで

す。ディレクターのジル・スコット・レーガン

をはじめとするカウンセラー3名と、私、小島

理絵も含めたカウンセラー・インターン4名、

実習生1名が所属しています。モントローズ

とウェストハイマーの交差点近くにあるレン

ガ建ての一軒家が私たちのオフィスです。 
 コミュニティへの還元として、無職の方や

低所得者の方へは収入に応じて払える範囲でのカウンセリング料金を

設定し、なるべくたくさんの皆様の心の支援に励んでおります。私は日

本語・英語両語でカウンセリングをしておりますので、辛い思いをされて

いる方、あるいはそのような状況の方がいらっしゃる場合はご連絡お待ち

しております。 
 

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。 
私自身は3度目のヒューストン在住となります。最初の2度は子供を持

つ前で正直なところ味気のない町だと思っておりましたが、子育てするに

は大変便利な所で今は気に入っています。また、40過ぎて学校へ戻るこ

ともそれほど抵抗なく受け入れてもらえる懐の深さ、外国人であっても結

果を出せば認めてもらえる潔さのようなものは、日本ではなかなか経験で

きないことかもしれません。ただ、メンタルヘルスの理解や向上について

は、州で言えばカリフォルニアや、テキサス州の中でもオースティンのよう

に進んでいないというのがヒューストンの印象です。 
 

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。 
私たち日本人は小さい頃折り紙をして遊びましたが、折り紙をすること

によってマインドフルネスの練習ができるのではないかと模索中です。子

供の学校行事のインターナショナル・フェスティバルで配布する折り紙の

コマを1年かけて800個作りましたが、心が落ち着かない時に無心に折り

紙を折ると気持ちが静まる効果があり、また様々な色や柄の折り紙に癒さ

れている自分も発見できました。平面の紙が折っていくことによって立体

になっていく過程は本当に美しいものです。モントローズにあるユングセ

ンター（The Jung Center）でマインドフル・折り紙（Mindful Origami）という

ワークショップを毎月1回開催しています。ご興味のある方、ぜひユング

センターのウェブサイトをご覧になってください。 

Center for Creative Resources 

いまさら聞けない… 

質問2：なぜ液体にする必要があるのです

か？ 

 ズバリ、効率化のためです。

原油やガスは生産地と消費

地が異なるために、輸送する

必要があります。輸送手段と

しては①パイプラインを敷設し

て流す、②トラックや鉄道、船

などで運ぶ、の2つがあり、特

に海上を輸送する場合には

船での輸送に頼らざるを得ま

せん。天然ガスは液化すると

体積が気体の1/600になる性質があります。それは、言い換えれば輸送効

率が600倍になるということです。LNG船は超低温の液体を気化させずに運

ぶ、巨大な魔法瓶のような機能を持っています。 

 ヒューストン日本商工会会員の皆様にとって、エネルギー関連のニュース

は身近な存在かと思います。5月にはCameron LNGプロジェクトの生産開

始にトランプ大統領が立ち会うなど、特にLNGに関する話題を最近よく耳

にしますが、そもそも「LNGって何？」。いまさら聞けないLNGに関する疑

問にお答え致します。 
質問1：LNGって何ですか？ 
 Liquefied Natural Gasの略称で、日本語で

は液化天然ガスと呼びます。ガスは常温では

気体ですが、マイナス162℃まで冷却すると

液体になり、これをLNGと呼びます。LNGの

主な成分はメタン（CH4）で、少量のエタン

（C2H6）を含みます。なお、類似した言葉とし

てLPG（Liquefied Petroleum Gas）があります

が、LPGはプロパン（C3H8）やブタン（C4H10）

といった炭素量の多い気体を液化したもの

で、日本語では液化石油ガスと呼びます。 

質問3：天然ガスは石炭や石油に比べて環境に優しいの？ 
 優しいです。地球温暖化の主たる原因とされる二酸化炭素（CO2）の排出

量で比較すると、石炭を燃焼した時の排出量を100とした場合に、石油は

80、天然ガスは57となります。また、大気汚染源とされる窒素酸化物（NOX）

や硫黄酸化物（SOX）については、石炭を燃焼した時の排出量を100とした

場合に、石油は71と68、天然ガスは20～37と0となるので、天然ガスはク

リーンなエネルギーと言えます（何れも単位発熱量あたりの比較）。 

質問4：LNGの輸出量はどこが多い？ 
 世界の天然ガス生産量の第1位は米国です。2011年にロシアを抜いて

トップに躍り出ました。一方、LNGの輸出量で見ると、第1位はカタール、

第2位はオーストラリアとなり、両国で世界のLNG輸出の約45%を占めま

す。米国では、過去に国内で生産したガスでは消費をまかなえておらず、

LNG輸入施設を建設・稼働していましたが、シェール革命により天然ガス

の生産が急激に増加、LNG輸入を目的に作られた施設をLNG輸出施設

に転換するなどして、今後のLNG輸出拡大を図っています。なお、LNG
輸入量の第1位は日本となっています。 
 

質問5：LNGの契約はどうなっているの？ 
 天然ガスを液化する（LNGを製造する）設備の建設には巨額のコストが

必要です。そのため、長期的かつ安定的にLNGを購入してくれる売り先

を確保して初めて、液化施設の建設に着手する事が出来ます。これを長

期契約と呼び、一般的には15～20年程度のLNG売買契約を結びます。

近年では、LNGの需要が伸びて供給側も長期契約に依らずに価格変動

も含めて自由度を上げた売買を選択肢に入れるようになり、消費国も短期

契約（スポット契約）によりLNGを市場から調達する割合が増えつつありま

す。                      （文責： 松澤進一 絵： 佐藤暁子） 
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JBAH会員の皆様には、2019年1月にヒューストン大学ヒルトンカレッ

ジの学生Kevin McCaslinさんからの依頼で、ヒューストンにおける日系

ブランドホテルの需要についてのアンケート調査にご協力頂きました。

同大学には、ヒルトンホテル創業者Conrad Hilton氏の寄付により1969
年に設立されたホテル・レストラン学科ヒルトンカレッジがありますが、同

カレッジは、ホスピタリティ分野で全米上位に名を連ねる学部です。

Kevinさんは、今回のアンケート調査と関係者へのインタビューを織り込

み、日系ブランドホテルのヒューストンでの事業性調査を卒業論文とし

てまとめました。簡単ですが、その結果の一部をここにご紹介させて頂

きます。 

Kevinさんは、日本の歴史と文化に惹かれ日本への興味を募らせてきま

した。現代の日本は、近代の技術、理想が、独自の文化を育んだユニーク

な歴史、伝統に見事に溶け合っていると感じています。そして彼は、ヒュー

ストン日米協会やヒューストン日本総領事館でのボランティア活動を通して

日本との関わりを築いてきました。ヒューストンは全米第四の人口を擁する

大都市にもかかわらず、日系ブランドホテルが進出していない都市です。

テキサスに生まれ育ちながら日本に惹かれ、将来はホテル開発やホテル

市場分析の仕事に興味を持つKevinさんにとって、卒業論文の題材として

ヒューストンでの日系ブランドホテルの事業性調査は自然な選択肢でし

た。 
 

日系ブランドホテルは北米では主に日本人にリゾート地として人気のハ

ワイに集中していますが、幾つかの日系ブランドホテルは米国本土にも進

出を果たしています。『おもてなし』と呼ばれる日本独特のユニークなホス

ピタリティも知られるようになっており、Kevinさんはこの差別化要素にも注

目しました。 
 

今回のJBAH会員を対象とした日系ブランドホテルについてのアンケー

ト調査は、次の通り事業性調査の計量

化に寄与しました。 
 日系企業関係者のヒューストン訪問

頻度については、過半数が毎月若しく

は四半期毎と頻繁な訪問が特徴的で

した。また、ヒューストン訪問者数につ

いても年間100名以上と回答した企業

もあり、規模感のある日系企業関係者

がヒューストンを訪れていることがわか

ります。また、日系企業関係者のヒュー

ストン訪問時に、日本人は日系ブラン

ドホテルを利用する可能性が比較的

高いことも予想されました。 

 一方、日系企業が主催するイベントに関する質問では、日系企業関係

者のヒューストンでのソーシャルイベントやトレーニングなどに伴う会場需要

があることを示しています。また、これらのイベントを日系ブランドホテルに

於いて開催する可能性については、イベント差別化への潜在的な期待が

確認されました。  

 Kevinさんは卒業論文でJBAH会員にご協力頂いたアンケート（上記一部

抜粋）に加えて、日系ブランドホテル関係者、JETROとのインタビュー、

ヒューストン観光局、モントローズ行政地区などから情報を収集、分析を実

施し、その結果からヒューストンでの日系ブランドホテルの実現可能性あり

との結論を導きました。更にヒューストンの文化活動の中心でありながら充

実したアップスケールホテルが存在しないヒューストンミュージアム地区で

の日系ブランドホテルの開発コンセプトを提案しました。ヒューストンのホテ

ル市場はビジネス需要に依存していますが、ヒューストンミュージアム地区

はライス大学、ハーマンパーク、ヒューストン動物園、NRGスタジアムへのア

クセスも便利で多様な需要が期待出来る立地です。ヒューストンでの日系

ブランドホテルへの投資は経済的なリターンだけでなく、ヒューストンと日本

の懸け橋として、ヒューストンの国際都市としてのダイバーシティの良い事

例になるだろうと結論付けました。  

Kevinさんは本年5月にヒルトンカレッジを卒

業、7月からJETプログラム（Japan Exchange and 
Teaching Program）のALT（Assistant Language 
Teacher: 外国語指導助手）として長崎県壱岐

市で憧れだった日本での生活を始めました。将

来、ホテル業界でのキャリアを目指すテキサス

育ちのKevinさんが、日本での生活体験を活か

して、日系ブランドホテルをテキサスでの開業

に導く日はそれほど遠くないかも知れません。 Kevin McCaslinさん  

（文責： 後藤理成） 
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 子供たちの夏の一大イベント、ダラス対ヒューストンソフトボール親善大会の季節となりました。1990年に始まった本大会も今年で第30回という節目

を迎えます。年々規模が拡大し、参加する子供たちの数はヒューストンチーム、ダラスチームとも、それぞれ100人を超えました。 

 ヒューストンチームのソフトボール活動は、日本語補習校に在籍しているか否かを問わず小学1年から高校3年までの子供たちを対象にしており、

商工会・日本語補習校に支援を頂きつつも、全ての運営は参加生徒の保護者を主体としたボランティアによって成り立っています。 

 毎週土曜の日本語補習校の授業終了後、暑い日差しの中、子供たちは汗だくになって一生懸命に練習し、時には日曜も自主練習に励んでおり

ます。中には練習道具を持ち帰り、家庭でも練習している子供たちもいます。練習の成果が出

て上手くプレーできれば喜び、ときには思い通りにいかず涙を流す子供もいます。監督・コーチ

陣はそんな子供たちを見て、どうすればもっともっと上達させてあげられるだろうか?と試行錯誤

を繰り返し、保護者の方々にはさまざまな運営業務担当として、少しでも快適な練習環境を整え

られるようにと奔走頂いております。 

 このように、大人も子供もヒューストンチームとして一丸となり、年に一度の対外試合、そして勝

利に向け頑張っています。子供たちの熱い戦いが今年はヒューストンにて繰り広げられます。皆

さまの応援、宜しくお願いします!!! 

懇親ソフトボール大会運営委員 鵜飼・南川・大野 

ダラス対ヒューストン ソフトボール親善大会  チーム紹介 
暑い夏も終盤、練習を積み上げてきた選手たちが、いざ決戦の日を迎えます。 

今年もソフトボール大会の日は一層HOTで、実り多い一日となりそうです。  

日時: 9月1日（日） 開会式8:00AMより       場所: Houston Sportsplex（12631 South Main St., Houston, TX 77035） 

運営委員： 左から南川さん 鵜飼さん 大野さん 

各チームよりひとこと 
Q1: 練習を続けていく中で成長していると思うところ 

Q2: チームのセールスポイント 

中高生女子A・Bチーム    キャプテン  樽谷桜香  

A1: チームプレーの練習を通して、メンバー個人のソフトへの思い

とスキルが成長しています! 
A2: 学年に関係なく仲良しで笑いが絶えない、とても元気なチーム

です! 

A1: 中1の選手6名の加入でメンバーが増え、去年以上に練習中の

声と元気が増して活気が出てきた。その活気を本番に生かしていき

たい。 
A2: どんなに辛い練習の時でも、先輩・後輩関係なく励まし合い、

笑い合いながら乗り越えていける、明るくて、助け合うことのできる

チームです。 

A1: 大きな声を出して仲間を応援し、課題を持って練習に取り組

めるようになりました。 
A2: 皆が主役。One for all, all for one。ダラスチームとの交流戦に

向け、みんな楽しく練習しています。  

A1: 高学年チームでは、各選手ご
とに、毎回練習にて自分の課題を
整理し、それを克服しようとする姿
勢が見えてきている。低学年チー
ムは、各選手の技術的な成長が
著しい。 
A2: 勝つためには、ソフトの技術
だけではなく、チームの「和」が大
切であると指導しています。仲間
を大事にし、助け合って、チーム
として強い絆を持って戦えることが
セールスポイン
トになると信じ
ています。 

中高生男子A・Bチーム    キャプテン 森 泰聖 

小学女子Cチーム     監督 堀 朋義 小学男子Cチーム     監督 中野圭一 
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 現時点（2019年7月末）で発動を見合わせている第4弾は、3,000億ドル

相当、第3弾で適用除外になった携帯電話やパソコンなどを含む殆どの

商品3,805品目が該当する。JETROがITC（米国際貿易委員会）資料をも

とに調べたところ、米国の輸入額が大きい第4段階の対象商品には、携帯

電話（448億ドル）、ノートパソコン（387億ドル）、玩具（119億ドル）、ビデオ

ゲーム機（54億ドル）、パソコン用モニター（46億ドル）などがある（カッコ内

は2018年の輸入額）。第4弾が発動された場合、以下図表の通り消費者

への影響は格段に大きくなる。 
＜影響＞ 
 関税引き上げにより、関税そのものの影響と、中国側の対抗措置による

影響とが出てくる。 
 中国側対抗措置の影響については、米国から中国に輸出される商品、

例えば自動車、LNG、農産品（大豆やグレインソルガム、鶏肉、牛肉）、ア

ルコール飲料などに対抗関税をかけられたことにより、輸出が大幅に減り

関連業界に影響が出ている。 
 米国側関税による影響については、ここでは3点に分解してそれぞれ考

察していく。 
 まず消費者への影響について。Walmartなどの米国大手小売業は、第4
弾の発動見送りが発表される前（米中首脳会談が行われる前）の6月13日

にトランプ大統領に共同で送った書簡の中で、関税措置が実施された場

合には米国の4人家族平均で2千ドルの負担増になると指摘している。ま

たシカゴ大学の研究者らの調査によれば米国内で販売されている洗濯機

が12%程度値上がりしているとのこと。トランプ大統領理論では、関税は中

国企業が支払うことになるとのことだが、実際には輸入した米国企業や消

費者が負担せざるを得ない。スーパーで食料品を買っている分には中国

製品は少ないのでさほど感じないだろうが、雑貨や衣類や靴、あるいは携

帯電話やパソコンなどを買う時に値札が2割高くなっていたら、買うかどう

か躊躇してしまうだろう。 
 次に企業への影響について、JETROが全米各地の日本企業にインタ

ビューを行ったところ、企業としては①中国側に値引きを求める、②調達

先を中国以外に切り替える、③販売先に経費上乗せを求める、④関税分

を自社で負担する、といった方策の組み合わせでの対応を検討されてい

るとのこと。①であれば大統領の見込み通りだが、③であれば消費者やエ

ンドユーザーが、④であれば企業がコストを負担することになる。日本経

済新聞よれば、任天堂はニンテンドースイッチ、アシックスはランニング

シューズのそれぞれ生産の一部をベトナムに移管するよう検討していると

報道している。米国のアップルもiPhone用イヤホンの生産地をベトナムに

移管するなどの動きが広がっているようだ。とはいえ生

産のためのサプライチェーンは世界を跨いで構築され

ており、容易には調達先を変更することはできず、企

業の負担が高まっていることは間違いない。 
 経済全体への影響としては、小売価格上昇により消

費が低迷し、経済成長率が押し下げられる要因となる

ことが懸念されている。また資本財や中間財の場合に

は製造価格の上昇により他国製品との競争力が削が

れることが心配される。 
＜展望＞ 
 トランプ大統領の胸中はともあれ、ペンス副大統領の

スピーチにみられる通り米国内の中国に対する見方は

厳しく、知的財産問題や国営企業に対する補助金な

どを含めた中国の構造的問題については短期的な解

決を見通すことは困難で、安易な妥協は行いにくい状

況にある。一方で、2020年の大統領選に向けて、株価

を含めた米国経済動向に敏感な大統領が、敢えて経

済を悪化させるような決断をするかどうかも疑問。今後

の展望として第4弾の制裁関税が発動されるか否かに

ついては、大統領の決断を見守るしかない。 

中国製品に対する関税引き上げが及ぼす影響とは？ 

 米国政府は貿易問題に関する中国への制裁措置として昨年以来3度に

わたる追加関税を賦課しており、本年5月13日には約4,000品目の第4弾

の追加関税対象品目リストを公開した。6月に大阪で開催された米中首

脳会談を受け、第4弾の関税賦課は一時的に延期されているが、今後の

展開は予断を許さない。本稿では、アメリカで暮らしている私たちに今回

の中国製品に対する関税引き上げがどのような影響を及ぼすのか、入門

編として解説する。 
 
＜現状＞ 
 私たちの身の回りに中国製品はどのぐらいあるのだろうか。原稿執筆に

あたりWalmartや1ドルショップなどで輸入品の流通状況を観察してきた

が、日本に比べると食料品や衣料品で中南米製品を見かける比率は幾

分高いようではあるものの、中国製品は予想通り多く売られていた。携帯

電話、パソコン、テレビなどの電気製品、家具や衣料品や子供のおも

ちゃなど、Made in Chinaの商品で溢れている。 
 我々の目に触れる消費財ばかりでなく、多くの資本財や中間財も中国

から輸入されている。2018年の米国貿易統計（通関ベース）によると、中

国からの輸入額は約5,397億ドル（全世界からの輸入総額約2兆5,408億

ドル、日本から1,424億ドル）、輸出額1,201億ドル、対中赤字は4,195億ド

ルだった。 
＜制裁措置の具体的内容＞ 
 USTR（米通商代表部）は、中国に進出した米国企業が技術移転を強

要されるなど米国の知的財産権が侵害されているとの報告書を提出、こ

れを受けたトランプ大統領は2018年3月22日に「通商法301条」に基づい

て不公正な貿易慣行に対する制裁措置を大統領権限で発動する方針を

打ち出した。 
 2018年7月6日には第1弾の制裁関税が発動。金額は340億ドル相当、

自動車、情報通信機器、ロボットなど818品目に25％の追加関税が賦課

されることになった。 
 同8月23日の第2弾は、160億ドル相当、半導体、化学製品、鉄道車両

など279品目に25％の追加関税が賦課された。 
 さらに9月24日の第3弾は、2,000億ドル相当、対象商品は5,745品目と

大幅に拡大され、2019年5月9日までは10%、5月10日以降は25%の追加

関税が賦課された。当初予定されていた携帯電話やパソコンは除外され

たが、機械類や自動車部品が含まれた。第1弾と第2弾は資本財や中間

財が殆どであったことに対して、家電製品や家具などの消費財も含まれ

た。 

＜蛇足＞ 
 トランプ大統領は、移民問題に関してメキシコに対し関税引き上げを交

渉材料として利用。結果はタリフマンを自認する大統領の思惑通りとなり、

関税が交渉に際しての武器となるという大統領の思考が強化されたものと

思われる。トランプ大統領の政治的直感や交渉力には舌を巻くところ大で

ある。 
 しかしながら第一次大戦から第二次大戦にかけての世界情勢、とりわけ

世界恐慌後の1930年に米国がスムート・ホーリー法を制定して関税を引き

上げて以降、各国の保護主義によって世界経済が縮小し第二次大戦の

遠因の一つとなったことへの反省から、戦後にGATTが創設され、多角的

自由貿易の重要性が世界の共通認識になったことは忘れてはならない歴

史の教訓である。 
 部分最適が全体最適とは異なるように、各国との個別交渉に勝つことだ

けを求めることが必ずしも最善策ではない。中国との交渉でも、単に二国

間で勝ち負けを競うのでなく、多国間の枠組みに中国を巻き込んで解決策

を見出していくことも考えるべき方策ではないだろうか。 
 世界で最も豊かな国の一つである米国が自国中心主義に陥ることなく、ノ

ブレス・オブリージュ（大国としての責任）を体現することが米国のソフトパ

ワーを高め、最終的には米国自身のためになると個人的には考えるが、皆

様は如何？ 

注： 本稿の内容はあくまで著者の個人的な見方であり著者の所属する組

織の公式見解ではない。 

 

編集部注： 8月1日にトランプ米大統領は第4弾を関税率10%として9月1日

より発動すると表明しましたが、執筆時点（7月末）の原稿をそのまま掲載し

ます。 

（文責： JETROヒューストン 平井利長） 

 7月7日（日）、ミュージアム・ディストリクトにあるヒューストン・チルドレン

ズ・ミュージアムにて、今年で6回目となる七夕祭りが実施されました。こ

のイベントは、総領事館、ヒューストン日米協会及びミュージアムとの共

催で行われているものです。 
 クラフトのコーナーでは、来場者がボランティアの方々と一緒に折り紙

を折ったり、七夕ポストカードを作ったりしました。図書室では、総領事館

員による織姫と牽牛の物語の紙芝居が上演され、七夕の由来を楽しく

知ってもらいました。そして、会場に立てた大きな笹竹が、来場した子供

たちのお願い事が書かれた色とりどりの短冊で飾られはじめると、七夕

の雰囲気はますます盛りあがっていきました。 

ヒューストン・チルドレンズ・ミュージアムでの七夕祭り開催 

入門編 

 さらに今年は、会場でけん玉が紹介され、たくさんの子供たちが日

本の伝統的な遊びを楽しみました。午後には館内のシアターで、けん

玉チャンピオンによる美技が披露され、客席からは何度も歓声が沸き

あがるほか、子供たちが飛び入りで舞台に上がり習ったばかりのけん

玉に挑戦する場面もあるなど、熱気であふれました。 
 今回のイベントでは、毎日猛暑のヒューストンで、日本の夏のさわや

かな風物詩を市民の方々に満喫していただくとともに、日本の伝統文

化に親しんでいただく良い機会となりました。     

 

（文責： 総領事館） 
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～ピーカンキッズ活動日程について～ 

＜あそぼーかい＞ 
9月6日（金）10時30分～       
9月7日（土） 9時30分～       
 
 
 

 

 

 

＊変更がある場合もございます。三水会センター内のポスターやコミュ

ニティーサイト： ヒューストンなび＜hounavi.us＞でもご確認ください。 
＊スタッフは随時募集中です。ご興味をお持ちの方やお問い合わせ

は、次のアドレスまでご連絡ください。お待ちしております。 
あそぼーかい mama.asobokai@gmail.com 
読み聞かせの会 houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

今週末は時間が取れそう！そう思いたったが吉日。 近場へロードト

リップに出かけてみませんか？ 
  
 ＜Round Top＞ 

ヒューストンからオースティン方面に向かって約100マイル程に位置す

る、人口約100人の小さな小さな町。とはいえ、この町で年2回開催される

50年の歴史を持つ「アンティークフェア」は、なんと全米で最大規模だそ

う。この時期は近隣の宿泊施設が満室状態になるのだとか。（今秋の開

催予定日は9月30日〜10月5日）。他にも必見なのが、1971年に世界的

に著名なピアニスト、ジェームズ・ディック氏が創設した「Round Top Festi-
val Institute 」。内部の天井や壁にはゴシック調の木彫りの彫刻が施さ

れ、息を呑むほど美しい歴史的建造物です。アンティークフェア開催期

間中は研究所内の宿泊施設が一般にも解放されるそうです。クラシックコ

ンサートの本格シーズンは夏場ですが、それ以外の時期にも定期的にイ

ベントが開催されるので、ぜひ訪れてみては？ 

（イベント情報はコチラ：http://festivalhill.org） 
 

週末はロードことりっぷへ！ 

Round Top Festival Institute  

<Pearl Brewery> 
サンアントニオの観光代名詞といえばリバーウォークですが、最新ス

ポットとして今人気急上昇中なのがPearl Brewery。街中心部から北に

車で5分ほど。1883年〜2001年までかつてはビール醸造所だった場所

を、建築当時の建物を残してオシャレにリニューアルした注目地区で

す。22エーカーのエリア内にはレストランやバー、カフェ、ベーカリー、

雑貨屋さん、ブティック、ホテル等があり、週末はファーマーズマーケッ

トも開催されます。広場にある噴水で子供たちが水遊びをする姿もみら

れ、とってもファミリーフレンドリーなエリア。どのショップも個性的で可

愛らしく、小洒落たカフェやヘルシー系のレストランも点在しているの

で、のんびり散策しているとあっという間に時間が経ってしまいます。 

（詳細はコチラ：www.atpearl.com） 
（文責： グラント里香） 

The Twig Book Shop 

Pearl Brewery 

＜読み聞かせの会＞ 
8月17日（土） 9時45分～       
9月20日（金） 10時00分～ 

10月18日（金） 10時00分～ 

秋からの活動では、手遊び等も交え開催時

間もより長く楽しい読み聞かせの会にバー

ジョンアップします。どうぞお気軽にご参加く

ださい。 

Bakery LORRAINE 

Green Vegetarian Cuisine 
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国際姉妹都市連盟総会  ヒューストンで開催！  

 

国だけあって、日本とは桁違いの数のジュニア選手がいます。今まで男

子チームの中で唯一の女子としてプレイしていた娘にとっては、目をみは

るものでした。 

この新たな環境に親子ともども無我夢中で飛び込み、息子の初遠征

先・カレッジステーションに「日本で言ったら東京〜富士山までの距離だ

ねぇ」などと驚いていたのが、オースティン、サンアントニオ、ダラス、そし

てオクラホマ！とどんどん遠征先が広がってゆくにつれ、この街の距離感

に慣れ、高速をガンガン運転できるように。娘と息子が別チームのため、

週末はほぼ夫と私の2台体制でフル稼働、母子での遠征もあります。今春

はなんと、ラスベガス遠征の際にフライトが遅れてロスで置き去りにされて

しまい、急遽レンタカーを借りて娘と2人でラスベガスまで夜中の4時間半

ドライブ！というハプニングも…我ながら逞しくなりました。保険契約時に

年3,000マイルと申請していた走行距離も、年15,000マイルを軽く超えて

います。 

もうすぐ秋の新シーズン。初めのうちは「わゎ、今話しかけないでっ」と

ガッチガチで運転していた私ですが、娘や息子と会話を楽しみながら、こ

の広大なテキサスを爆走したいと思っています！ 

駐妻のヒューストン日記 179回 檜森祐子 さん 

(左)ヒューストンに越して間もない頃、ピックアップトラックの多さに驚いて撮った 

一枚。 (右)観ているほうも気持ち良いサッカー環境。 

7月18日市長主催夕食会

で披露された18姉妹都市

に向けた指標(Geor ge 

Brown Convention Center

設置)  

18日夕食会: ターナー市長と油井

宇宙飛行士紹介  

 ヒューストンの姉妹都市といえば、千葉市が真っ先に皆さんの頭に浮かぶことと思います。しかし、ヒューストン市は他にも

世界17カ国の市と姉妹都市提携をしているのです。ちなみに一番古いのは台湾の台北市で1961年から姉妹都市となって

います。千葉市は1972年に3番目の姉妹都市となりました。 

 では、テキサス州内では、どの市が日本のどの市と姉妹都市になっているのでしょうか。ダラスは仙台市、サンアントニオ

は熊本市、オースティンは大分市など、10県15市町にものぼっています。 

 そもそもアメリカでの姉妹都市交流は、アイゼンハワー大統領による、世界中の異なる都市の市民がつながりあい、その

文化の違いを理解しあうことによって、世界の平和と繁栄を実現する中心となる組織づくり提唱したことから始まりました。

1956年に非営利団体の国際姉妹都市連盟（Sister Cities International）が設立され、現在140カ国以上に広がっています。 

 この姉妹都市連盟は、毎年総会を開催しており、場所は持ち回りとなっています。テキサス州では、2013年7月にサンア

ントニオ市で第57回が開催され、第63回目となる今年は、7月17～19日の日程でヒューストンで開催されました。 

 17日は、米中サミットとアフリカフォーラムが開催されました。年次総会は18日に開会式が行われ、経済、文化、芸術、ス

ポーツなど、様々な角度からパネルディスカッションや講演が行われました。 

18日の夜は、ホストであるヒューストンのターナー市長が夕食会を開催し、千葉市を代表して出席された服部副市長と

ターナー市長と同じテーブルで2都市間の更なる交流を深められました。また1969年の月面着陸50周年を記念した催しも

合わせて紹介され、会場はNASA関連で飾られ、油井宇宙飛行士らのご紹介もありました。 

 最終日の19日は、福島総領事を含めた5カ国の代表によるパネルディスカッションで幕が開き、青少年の育成、都市の発展、女性の社会進出、世

界平和と人道問題などを議題にスピーチやパネルディスカッション、講演が行われました。最後は、テキサスを地元とするGeorge W. Bush元大統領を

主賓に迎えた1000人近い出席者で埋め尽くされたGALAで、ヒューストン姉妹都市のひとつパキスタンのカラチ出身事業家S. Javaid Anwar氏

（Midland Energy CEO）のBush元大統領による表彰をもって総会は締めくくられまし

た。 

  全体のプログラムや夕食会とGALAを通して、ヒューストンが持つダイバーシティ、

国際性、宇宙と医療をはじめとする先進性を各国から来られた参加者に紹介すること

ができ、ヒューストンがもつバイタリティーとホスピタリティーに満ち溢れ参加者も満足さ

れた3日間だったと思います。 

（文責: 日本庭園 他団体対応特命理事 名川 譲）  

今さら若葉ドライバー奮闘記  

コラムのタイトルである「駐妻」歴は現在16年目。自覚のないままに、気

づけば立派な“中堅”駐妻のようです。（半ば旅行気分で赴任したNYか

らシンガポールを経て日本へ戻り、ここヒューストンが3都市目です。） 

しかし、今回の赴任を聞いた際は、また大好きなアメリカで暮らせる喜

びをも上回る懸念事項が…ワタシ運転できない…。慌てて付け焼き刃の

ペーパードライバー講習を受け、一抹どころではない不安を抱えてヒュー

ストンに上陸しました。空港から市街へ移動する時点ですでに、見るから

に車がないと暮らしてゆけない景色が眼前に。 

これは兎にも角にもクルマを買わねば！と前のめりに焦る私を、夫同

僚の奥さんが翌日さっそく販売店へ連れて行ってくれ、人生初のマイ

カー購入です。次は双子の娘・息子（当時5th）の諸々をせねばと、無謀

にも車を受け取る日に補習校の校長先生と面談のお約束をするという荒

技に出た私。I-10フィーダー沿いの販売店を出るや否や、ヤーッと一番

左の車線まで移動してUターンし、子供たちを軽く恐怖に陥れました。 

続いて、5歳からサッカーを続けて来た2人のサッカーチーム探しで

す。ネットで見つけたチームにトライアウトをお願いし、まずは娘の所属が

決定。「今週末、大会があるからさっそく出る？」というコーチからの有難

い話に、ぜひ！と答えて会場を教えてもらうと、家からの距離40マイ

ル。…って60km!? 怯む夫と私。そもそも、週3回の練習も郊外のフィール

ドまで片道15〜20マイル。ここへ来て、夫の勤務地ダウンタウンの近くに

居を定めたことが、“サッカーマム”としては完全に裏目に出たことを知り

ました。 

それにしても、ここテキサスのサッカー環境は素晴らしく、天然芝の

フィールドが何面もあることにまずびっくり。特に女子は世界ランクNo.1の

19日GALA: Bush元大統領とファシ

リテーター役のSister City Interna-

tional のRoger Mark De Souza氏  



ベイラー医科大学博士研究員 

三谷忠宏 
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 前回の小網博之先生から小児科がご専門の三谷忠宏先生にバトンが移りました。 

第178回 

ゲノムと小児科医療 

皆様こんにちは。小児科医の三谷忠宏と申します。石川県金沢市の出

身です。日本では北陸以外の方とお話しをすると、（実際はそうでもない

のですが）寒いところですね、とものすごく北の方から来たかのような反応

をされることが多かったのですが、ここにいると何故あんなに金沢と他の地

域が離れているように感じたのか不思議な気がいたします。さて、私は現

在こどもの病気の原因となるゲノムの変化を調べる研究を行っています。

ゲノム科学は小児科医療を大きく変えようとしています。そこで、今回はゲ

ノムとは何か、ゲノムの話がどのようにこどもの病気と関係するのか、そして

ゲノムの研究はどのようなことを目指しているのかについて簡単にお話し

をさせて頂きたいと思います。 
 
1. ゲノムとは何か 

ゲノムとは私たちが持つ全遺伝情報のことです。これはよく46冊の書物
に例えられます。この書物はA,T,G,Cというたった4種類の文字だけで書か
れています。文字数は60億文字です。ここに私たちヒトの設計図が書かれ
ています。この設計図をもとに私たちは生まれ、成長し、様々な経験（これ

はもちろん設計図に書かれていません）を経て成熟していきます。ちなみ

に設計図は個人によって少しずつ違い、血縁関係にない日本人同士の

場合は約1%の文字が異なると言われています。異なるといっても、これら
は例えば「わたし（私）」と「わたち」のように意味は大きく変わりません。この

ような違いは主に、性格などの個性の違いに関係していると考えられてい

ます。21世紀に入り、個人のA,T,G,Cのほぼ全配列を調べることが出来る
ようになりました。これは21世紀の医学・生物学研究の最も大きな成果の
一つです。 

 

2. ゲノムと子どもの病気 

私たちのゲノムは23冊を父親から、23冊を母親からもらっています。ここ
で驚くべきことは、父親もしくは母親は自分たちの23冊を手書きで写して

次回はベイラー医科大学の荒川達彦先生です。荒川先生とは

何度か食事を一緒にさせて頂いておりますが、笑顔がとても素

敵な先生です。研究室は異なりますが、大学院時代はお互い

に近いテーマに取り組んでいたようです。どのような内容を執筆

されるのか、私も楽しみにしています。  

子どもに渡すのです（例えがわかりにくかったらごめんなさい）。ただし手

書きですので、コピー機による複写とは異なり、時々書き換えをしてしま

います。この書き換えの大部分は「わたし」と「わたち」のようなタイプの変

化であり特に大きく意味を変えません。このことはむしろ、子どもが父親・

母親とは異なる遺伝情報を持つことになりヒトの多様性の維持に重要で

あると考えられています。しかしごくごく稀に「PLANET（惑星）」を
「PLANT（植物）」のように書き換えてしまい意味が変わってしまうことがあ
ります。このように意味が変わってしまうと、ごく稀に疾患として発症するこ

とがあります。ちなみに書き換えは父親・母親それぞれ数十個ずつで、

頻度は非常に少ないと考えられています（誰もがこのような書き換えを

持っています。そしてどこに書き換えが起こるかはランダムで予測ができ

ません）。ここで一つ例をお話しさせて頂きます。非常に稀なのですが、

この書き換えのために甲状腺ホルモンを自分で作ることができない赤

ちゃんがおられます。もし無治療のまま経過しますと、この赤ちゃんは重

度の成長障害と知的障害をきたします。一方で、早期に甲状腺ホルモン

を投与すれば甲状腺ホルモンの不足による影響を防ぐことができます。

このことから現在は、生後4〜6日に原則赤ちゃん全員に甲状腺ホルモン
の低下がないかを調べ（新生児スクリーニング）、早期に対応するという

取り組みが行われています。 
 
3. 小児科領域におけるゲノム医療はどこを目指しているのか 

甲状腺ホルモンの場合は、以前からよく研究されており新生児スクリー

ニングとして対応方法が確立しています。一方で、甲状腺ホルモンの不

足以外にも新生児期〜小児期に発症する病気は実はたくさんあります

（個々の病気は非常に稀ですが、種類が多いのです）。このような病気の

多くは、ゲノムのどこかに原因があると考えられていたのですが、それが

どこなのかを見つけることが困難なため多くは原因不明のままでした。甲

状腺ホルモンの場合には、ゲノムを調べなくてもホルモンの量を測定す

ることで間接的に分かるわけですが、多くの病気はそのような良い指標

がないのです。しかし、近年、個人のゲノムの配列を調べることができる

ようになり、原因がここ10年でだいぶ分かるようになってきました。原因が
分かるようになれば、いまのところ全てという訳ではありませんが、対応を

考えることができます。小児科としてはこのようなゲノムに関わる技術と知

識を利用し、甲状腺ホルモンの例のように早期に対応をすることで子ども

たちの健康に貢献することが今後10-20年の大きな目標になってきてい
ます。 
 
少し難しい話であったかもしれません。また遺伝の話ということで話題

としてはやや重いものであったかもしれません。しかし、この分野は着実

に進歩しており、ヒューストンはこの分野において世界をリードする立場

にあります。今後、ゲノム科学の知見は益々、実際の医療現場で活用さ

れていくことが予測されます。本稿が小児医療とゲノム科学について皆

様が考えるきっかけとなれば幸いです。 
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Buffalo Bayou Park Cistern Tours 
105 Sabine Street, Houston, TX 77007 
 元々はヒューストンの地下貯水槽だった場所。それをBuffalo Bayou 
Partnershipが保全し、アートインスタレーションの場として再利用し一般

に公開できるスペースに復元したもの。ヒューストンの水道システムの歴

史と水が無くなって初めて見える貯水槽の独特な美しさが見どころで

す。 
ホームページのCistern Toursで予約、チケットを購入して下さい。 
チケット： $5から 
https://buffalobayou.org/about-us 
 
Houston Restaurant Weeks 2019 
8月1日～9月2日（毎日） 
Houston, TX 
 美味しい食事をしながら尚且つ、人助けが出来ると言うイベントです。

2003年に発足して以来、全米でもその種の最大の募金活動で収益は

Houston Food Bankへ行き、援助を必要としている人々のために使われ

ます。参加レストラン名、Restaurant Weeks Menuを知りたい方は下記の

ウェブで見る事ができます。 
http://www.HoustonRestaurantWeeks.com 
Facebook: www.facebook.com/HoustonRestaurantWeeks 
Twitter/Instagram: @HouRestaurantWk 

 

見たことのない 小さい町を 楽しみに行こう  Waco 2 

 
 ヒューストンから日帰りでも楽しむことのできる北西の町WACO、先月号

に続き見所をご紹介します。 
 
 WACOにはBRAZOS川という幅の広い川が流れていて、川に架けられ

ている橋がWACO吊り橋です。1866年に当時の権力者たちにより、

WACOで初めての橋を架けるということが計画されました。そして1870年

に全長145mのWACO吊り橋が完成しました。 

 

 ケーブルと鉄骨構造部材を使用

した技術は当時としては画期的な

工法と称賛され、長い間ミシシッピ

川より西方では最長の橋だといわ

れてきました。この吊り橋がもたらし

た経済効果は大きく、WACO発展

の契機となりました。1914年に改修

工事が行われ1971年からは歩行者

のみが通行できる橋となり、現在は

国定歴史登録財となっています。 

 

 橋は遠くから眺めても壮大で、実

際 橋 を 渡 っ て み る と、橋 か ら の

BRAZOS川の眺めが美しく散策に

は絶好の場所です。川沿いには空

の 色 を 反 射 す るBRAZOSと 吊 り

橋、それを囲む緑の木々を写真に

おさめる観光客や地元の方々が多

くいます。また夜はライトアップさ

れ、昼間とは違った印象の吊り橋を

見ることができます。 

 
33rd Annual AIA Sandcastle Competition 
8月24日:  10時～15時 
East Beach 
1923 Boddeker Drive, Galveston, TX 77550 
 雪の降る所は雪像、海岸沿いだと砂像と、人は身近にある材料を

使って芸術作品を作ります。今年は60チーム以上が技を競うと言われ

ています。以前、完成した作品を見て感動した事がありますが、この大

会では見に行った人達は作り始めから完成までの過程も見る事のでき

る更なる楽しみもありそうです。 
入場料： 無料 
駐車料金： $15（現金のみ） 
https://aiahouston.org/v/event-detail/2019-AIA-Sandcastle-
Competition/1ff/  
 
Glenwood Cemetery 
2525 Washington Ave, Houston, TX 77007    
月曜～金曜 ゲート： 7時～17時 
 Houston歴代の著名人、知事、市長などが埋葬されている歴史と由

緒ある霊場。84エーカーの敷地が庭園風にデザインされ、多様な木や

花、様々な墓碑、行き届いた管理などでTripAdvisorも5スターを与える

ほ どの 美 しい ス ポット ですが 意 外と 知 られて いな い 穴場 です。

Washington Ave.から車で入れます。お出かけ前にホームページを見

て行かれる事をお勧めします。                        
http://www.glenwoodcemetery.org/visiting/  

      
 吊り橋の入り口のところには西側にINDIAN SPRING公園、東側に

MARTIN LUTHER KING公園があります。INDIAN SPRING公園では

DALLASのPIONEER PLAZAのものに匹敵するような、綿密で今にも動

きそうな躍動感溢れる、よくできた彫刻のLONG HORNとCOWBOYを見

ることができます。 
 街の中心街はBRAZOS川の重要な渡河地点だった橋の周りに建設さ

れたので、今では道を挟んでCONVENTION CENTERがあります。 
  
 WACO中心街には1910年に完工し

たALICO TOWERがあり、当時のアメ

リカ合衆国南西部では最も背の高い

建物でした。TOWERはドクターペッ

パー博物館からさほど離れていないと

ころに位置しています。 
                   
 2015年に国定となったWACOマンモス国定公園は、その名の通り、マ

ンモスが展示されてます。1978年にBOSK川とBRAZOS川の合流点の

泥の中から大きな動物の骨が発見され、研究者たちによってその骨が

68,000年前のものであり、コロンビアマンモスの体の一部であることが突

き止められました。その後10年以上に亘る発掘作業が続けられ、その結

果24体以上のマンモスや、約7万年前の氷河期に存在した1体のラクダ

および1体の大型猫などの動物たちの骨を見つけることができました。こ

の公園では1時間ごとにガイド付きツアーが催行されています。 
 
 WACOマンモス国定公園では、発掘された状態のままマンモスや動

物たちの骨が展示されているため、発掘現場全体を見学することが可

能です。沼地にはまった子マンモスをキバで助けようとしている親マンモ

スや、洪水から子マンモスを守ろうとしている親マンモスなど、写実的で

貴重な展示品を目にすることができます。 
 

（文責： Japan Tours & Travel, Inc.） 

https://buffalobayou.org/about-us
https://aiahouston.org/v/event-detail/2019-AIA-Sandcastle-Competition/1ff/
https://aiahouston.org/v/event-detail/2019-AIA-Sandcastle-Competition/1ff/
http://www.glenwoodcemetery.org/visiting/
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編  集  後  記 

 5月から編集委員会に参加しています。ヒューストン生活は3年

目に入りましたが、ヒューストンについて知らないことがまだたくさ

んあり、いつもガルフストリームの情報に支えられています。様々

なバックグラウンドを持った編集委員たちとの意見交換の場となる

編集委員会では毎回刺激を受けています。微力ながら充実した

紙面づくりに貢献していきます。よろしくお願いします。 
 今号では「いまさら聞けないLNGのはなし」が載っています。私

の職場でもよく耳にする単語ですが、恥ずかしながら「液化天然

ガス」という日本語訳しか知らず、今回の記事を読み、更に知識が

広まりました。こうしたヒューストンの産業に関連した話題が詰まっ

ているのも、ガルフストリームの大きな魅力だと感じました。 
 さて、8月も後半。新学期の準備で忙しいご家庭も多いのではな

いでしょうか。特に初めてアメリカの学校に行くお子さんを持つ方

は、何かと心配事も多いことと思います。ガルフストリームのバック

ナンバーでは現地校情報記事「Back to School」を読むことが出

来ます。この機会に参考にされては如何でしょうか。我が家では

長男のキンダー入学に加え、9月には三男の誕生を控えており、

子供の成長と家族が増える喜びと更に慌ただしくなる生活への不

安が入り交じっています。育児と仕事の両立をより賢くこなすこと

が当面の目標となりそうです。             （スミス那美枝）  

発      行 ： ヒューストン日本商工会 

発行責任者 ： 小風 寧 

編集委員長 ： 松澤進一 

構成 ・ 編集 ： ガルフストリーム編集委員一同 

印     刷 ：  Sel-Fast Printing Copies &  Laminating   
     （713）782-2000 

By 
Kumiko 

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/ 

 商工会生活・情報委員会主催 

   「古本市」開催のご案内 
9/7 

 （土） 

第564回テキサス会ゴルフコンペ 「United杯」 
      （共催： ヒューストン日本商工会・日本人会） 

9/8 

 （日） 

 生活・情報委員会では恒例の「古本市」を開催いたします。 
古本をご寄付いただけます方は、三水会センターに8月31日までにお持ちいただ

きますようお願いいたします。また、今回も日本語を学習している方々に好評な日

本語教材コーナーを設けますので、教材の寄付にもご協力ください。皆様のご来

場を心よりお待ちしております。 
 

開催日時： 2019年9月7日（土）10：00～12：00 
開催場所： 三水会センター 会議室 
 

♦ボランティアも同時募集♦ 
 前日及び当日にお手伝いをしていただける方を募集しております。ご希望の方

は、希望日の3日前までに、商工会事務局までご連絡ください。 
 

前日： 9月6日（金）11：00～13：00  当日: 9月7日（土）9：30～13：00 
連絡先： 商工会事務局 Tel： 281-493-1512 E-mail： sansuikai@jbahouston.org 

第564回テキサス会「United杯」を下記日程にて開催致しますので、皆様奮って 

ご参加頂けます様お願い申し上げます。 参加資格は商工会、日本人会会員に

限らず、日本人コミュニティー関係者の方はどなたでもご参加頂けますので、ご家

族、ご友人、知人、出張者等ゴルフをなさる方の幅広いご参加をお待ちしており

ます。 尚、皆様からのご寄付、賞品のご提供も宜しくお願い申し上げます。 
  

開催日時 ： 2019年9月8日（日）午前8時00分 ショットガンスタート＜小雨決行＞  
開催場所 ： WindRose Golf Club（http://www.windrosegolfclub.com/）  
お問い合わせ／お申込み先： Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp.  
                                         松本 （yukiya_matsumoto@mhicompressor.com） 
CCにて 佐賀（manabu_saga@mhicompressor.com）にもご送付お願い致します。 
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