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 5月1日より「平成」から新元号「令和」になりました 

  
 Japan Festival of Houston, Inc. 主催の第26回ジャパン

フェスティバルが4月13日（土）、14日（日）の2日間、ハー

マンパークにて開催されました。本年5月の天皇陛下のご

退位・皇太子殿下のご即位、新元号（令和）の制定に合

わせて、日本文化を感じられる演奏パフォーマンスを新イ

ベントとして日本商工会にて企画致しました。紗詩衣（さ

しえ）という尺八、ピアノ、ヴィオラの和と洋の楽器を組み

合わせた女性3人のユニットです。  

 フェスティバルの目的であった、日本の文化を広くテキ

サス及びヒューストンエリアの方々に知っていただくことは

もとより、 内外の経済及び人的交流促進にも多大な貢献

ができたと考えております。 

 今年の開会式は土曜日のお昼にメインステージにて行

われ、例年通り、日本商工会からハーマンパーク日本庭

園維持管理のための寄付6,000ドルの小切手贈呈も行わ

れました。 

 フェスティバル初日、土曜日の午後はストームに見舞わ

れるあいにくの天候となりました。翌日の日曜日は気温も

程よく、絶好の外出日和となり、祭としての賑わいも見るこ

とができました。最終的には両日で計2万人以上の観客

を集める催しとなりました。 

 商工会は、キッズ縁日として金魚すくい、スーパーボー

ルすくい、ヨーヨー釣り、輪投げ、ガラポンを出店し、

ヒューストン市民並びに駐在員ご家族の皆様に、日本の

祭の雰囲気を楽しんでいただきました。また、各社様から

は約220名のボランティアスタッフにご協力頂きました。土

曜日は午後のストームで一時中断しましたが、皆様の迅

速なご対応のお陰でどのブースも最後まで運営すること

ができ、好天となった日曜日は大盛況となり、金魚すく

い、スーパーボールすくい、ヨーヨー釣りは売切れで予定

より早く閉店しました。ご協力頂きました皆様には、改め

てお礼申し上げます。キッズ縁日での売上は、現在集計

中の経費を差し引いた利益をJapan Festival of Houston 

Inc.に寄付いたします。 

 26周年の今年に新たなる出発（新元号）を迎えたジャパ

ンフェスティバル。来年も更なる飛躍を目指し、関係者・

参加者がより楽しめる催しにしていきましょう。商工会会

員の皆様の引き続きのご協力をよろしくお願い申し上げ

ます。                  （文責：Daikin Japan Festival事務局） 

福島総領事 

紗詩衣（さしえ） ＊Photo Credit: Jeff Fantich , Thomas Dwyer 

＊ 

1880 S. Dairy Ashford Road, Suite 170 Houston, TX 77077   TEL: (281) 493-1512 

小風会長 ＊ 

左からDoreen Stoller氏(President of Hermann Park Conservacy)，小風 寧氏(商工会会

長)，武智 真二氏 (日本人会会長)，福島 秀夫氏(ヒューストン総領事)，Laird Doran氏

(日米協会会長)，名川 譲氏(ANAメインステージスポンサー) 
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平成30（2018-2019）年度 4月度 商工会常任委員会 議事録 

 

会員限定 
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 昨年12月1日に就任したアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領

（以下、AMLO）は、過去に例をみない強大な権力者である。それを支えるの

は、昨年7月1日の大統領選挙における54.80%の得票率、支持政党が上下両

院議席数で過半数を有していること、そして、最大与党の国家再建運動

（MORENA）の創設者がAMLO自身であり、実質的に同党のオーナーの立

場にあることだ。メキシコ大統領の権限はもとより大きいが、1929年から2000年

まで71年間にわたり政権を担った制度的革命党（PRI）においても、大統領が

同党のオーナーだったことはなく、相互に独立したかたちでバランス機能が働

いていた。さらに、大統領就任後も有権者からの高水準の支持を維持してい

る。母数の少ないアンケートだが、その支持率は78%とも報じられている。 

 

＜ネオリベラリズムを否定＞ 

 AMLOは昨年12月1日の就任演説において、「史上4度目となるメキシコ政

治の変革を始める」ことを宣言した。これまでの3度の変革は、1821年の独立、

1855年から1860年にかけてのレフォルマ、1910年から1917年にかけてのメキ

シコ革命だ。その上で、経済政策の基本として、「これまでのネオリベラリズム

（新自由主義）がメキシコ国民に厄災をもたらした」と述べ、過去の政権の経済

政策を否定した。AMLOは、ネオリベラリズムの象徴が汚職であると主張し、メ

キシコでは民営化と汚職が同義であると指摘する。AMLOが選挙キャンペー

ン期間中に一貫して訴えてきたのが、汚職と暴力の撲滅であり、メキシコの有

権者の多くがこれに期待して、投票した。 

 ネオリベラリズム否定と表裏一体のかたちで、メキシコ石油公社（PEMEX）、

連邦電力委員会（CFE）といった国営企業を中心とするエネルギー開発を

AMLO政権は打ち出している。これは石油、電力ともにこれまでの政権が進

めてきた民間投資の導入促進に逆行するものだ。 

 これに限らず特に前エンリケ・ペニャ・ニエト政権の政策を否定してきており、

教員の資質を確認する定期的な試験を中核とする教育改革は変質を余儀な

くされる。また、前政権が建設に着手した新メキシコシティ国際空港（NAIM）

は、その建設コストが膨大であることなどを理由に、建設そのものが中止され

た。すでに約3,600億円を投じて建設を進めてきた後の中止である。現政権

は、現在のメキシコシティ国際空港（AICM）から北方約50キロメートルに位置

するサンタルシア空軍基地を改築して、民間航空機の利用に供するとともに、

AICM、トルーカ国際空港で、航空輸送増大の需要に応えるとしているが、3

空港によるオペレーションが調和あるかたちで奏功すると考える人は少ない。 

 NAIM建設中止の決定にあたり、AMLO政権が用いたのが大衆意見公募

だ。昨年10月下旬に国民にNAIM建設続行か、サンタルシア空軍基地活用

のいずれかを問い、約110万人が回答、そのうちの約7割がサンタルシア空軍

基地活用を望んだことを受けて、AMLOはNAIMの建設中止を決定、発表し

た。 

 その後、AMLOは、再度大衆意見公募を実施して、政権にとっての10の優

先プロジェクトに対する国民の支持を取り付けた。ただし、大衆意見公募は国

民投票ではなく、投票者数も限られている。AMLO自身は「人民は決して誤っ

た判断はしない」と主張するが、大衆意見公募への投票者の多くは大統領支

持者であり、結果として大衆意見公募がAMLOの政策に対する支持取り付け

の道具になっている。 

 

＜経済成長見通しを下方修正＞ 

 AMLO政権が初めて編成した2019年度予算は、プライマリー収支を国内総

生産（GDP）比1.0%の黒字とするなど、財政規律の高いものだ。歳出の重点

は、福祉、労働、エネルギー関連の省庁におかれている。他方、高級公務員

の給与は大統領も含めて削減され、かつ、政府系組織の廃止などが盛り込ま

れており、優秀な人材の流出がすでに始まっている。歳入には新たな税金や

税率の引き上げは盛り込まれていない。「汚職を取り締まれば、財源は確保で

きる」ことを大統領は「魔法の方程式」と呼び、社会政策の実施を進めていくこ

とを強調している。 

 2019年度予算において、2019年の経済成長率は2.0%（1.5～2.5%）と見通さ

れていたが、その後、大蔵公債省は4月2日にこれを1.6%に下方修正した。こ

れに対して、AMLOは自らの見通しとして、2%成長は可能であり、2020年には

3%、その後も成長率は上昇し、任期の6年間の平均経済成長率は4%に達す

ると主張した。行政組織の見解と大統領自身の主張にずれが生じていることが

懸念される。また、公約プロジェクトのひとつである製油所の新設について、大

蔵公債省次官が「建設のための予算が確保できていない」と発言したところ、

大統領は「予算はある」と主張して、プロジェクトの推進を指示した。これも前述

の「魔法の方程式」に基づくものだが、大統領の権限が大きいだけに、自ら策

定した財政規律が破られる可能性も否定できない。 

 経済運営については疑問を抱かざるを得ないAMLO政権だが、燃料窃盗団

（ウワチコレロス）の取り締まり、国家警備隊の創設などでは大きな成果を実現

してきている。 

 

＜メキシコの経済システム＞ 

 ソフトな社会主義的傾向を持ち、成長よりも分配を重視して、経済面の集権

化、弱者支援の方向性を打ち出すAMLO政権だが、これがメキシコのベネズ

エラ化に向かう可能性はない。1982年発足のデラマドリ政権以来の経済開放・

自由化政策がすでにメキシコの経済システムとして根付いているため、現政権

が考える方向性と実施可能な経済政策には隔たりがあるからだ。実際の政策

の選択肢は限られる。 

 メキシコは13の自由貿易協定で50カ国と経済連携を有している。これもメキシ

コの経済政策のドラスティックな変化を防ぐロックインエフェクトとなり得る。特に

約3,150キロメートルにわたり国境を接する米国との関係は、メキシコにとってバ

イタル・インタレストであり、それを崩す政策は選択肢になり得ない。メキシコの

2018年の輸出の84%が米国向け、外国直接投資流入額（フロー）の39%が米

国からだ。米国との密接な経済関係が、2018年にメキシコを世界第6位の自動

車生産国に押し上げた。 

 これらの観点から、昨年11月30日のUSMCA（米国・メキシコ・カナダ協定、北

米自由貿易協定の新協定）の三カ国首脳による署名は意義深い。USMCAの

サイドレターにより、仮に米国が貿易拡大法第232条に基づいて自動車輸入に

高関税を課すことがあったとしても、メキシコからの乗用車輸出では260万台ま

でがその対象から外されることを確保した。これにより、メキシコは自動車の対

米輸出基地としてポジションを守った。 

 また、昨年12月30日には環太平洋パートナーシップに関する包括的および

先進的な協定（CPTPP、あるいはTPP11）が発効したが、メキシコは同協定の推

進役を果たしたと言っても過言ではなく、自由貿易の促進に向けた世界的な

リーダーのひとりとなっている。 

 さらに、米中貿易戦争に伴う貿易転換効果は、少なくともこれまでのところ、メ

キシコに利するものになっている。日本企業の中にも中国から対米輸出してい

たものをメキシコからの輸出に切り替えるところが出てきており、これに伴い、メ

キシコでの増産、そのための投資が行われている。 

 国内的には経済政策面での不安があるものの、対外経済面ではメキシコを

取り巻く環境は良好である。この対外環境を日系や外資も含めたメキシコ企業

が十分に活用すれば、メキシコ経済に安定的、かつ持続的な成長がもたらさ

れると考える。  

「メキシコ新政権の政策と経済動向」 

商工会講演会 

 ヒューストン日本商工会の主催により、「メキシコ新政権の

政策と経済動向」をテーマとする講演会が2019年4月24日

（水）に開催され、多くの方が参加されました。  

講師： 稲葉公彦（いなば・きみひこ）氏 

     ジェトロ・メキシコ事務所長             

略歴： 84年4月、日本貿易振興機会（現日本貿易

振興機構）入会。ナイジェリア、チリ、アルゼンチ

ン、南アフリカ共和国で海外勤務しており、メキシコ

は5カ国目。ものづくり産業部長を務めた後、2018

年9月より現職。チリ勤務後の99年にはチリ政府か

らベルナルド・オヒギンス勲章を授与されたほか、

2015年9月の南アフリカ共和国勤務終了時には同

国貿易経済大臣から感謝状を授与された。早稲田

大学政治経済学部政治学科卒。 
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ヒューストンの春恒例のジャパン・フェスティバルが4月13、14日の2日

間、ハーマンパークにて行われ、私達Showing Japanもボランティアでし

おりにカタカナで名前を書いて差し上げるしおりブースと日本の小物販

売ブースで参加致しました。 

昨年同様、ジャパン・フェスティバル1週間前からの初日の天気予報は

雨。おまけにサンダーストームのマークまで。既に帰国したShowing Ja-

pan元メンバーからも「当日雨が降らない事を祈っているね。」との励まし

のメールを頂き迎えた当日。予報通り前日の夜から降り始めた雨は土曜

日の朝にはあがっていたものの、時折吹く風は生暖かく、今にも降り出し

そうな空模様。雨が降り出さないうちにと急いでブースに荷物を運び入れ

た途端ポツポツポツ…。商品が濡れないようにカバーをして、テントの中

で右往左往しながら準備を行いました。 

時折降る雨で始まったしおりブースでしたが、学生ボランティアの流暢

な英語と笑顔で対応してくれた甲斐もあってお客様が途絶えることなく、

また販売ブースには今年も着物や浴衣お目当てのお客様がたくさん来

てくださいました。「予

報のサンダーストーム

は大丈夫そうだね。

やっぱり日頃の行い

かな。」なんて話して

いたところ、またもや

雲 行 き が 怪 し く な

り…。「竜巻警報が出

た の で 、 ミ ラ ー シ ア

ターに避難してくださ

い。」との連絡が。大

急ぎで風に飛ばされ

そうなものをまとめ、メ

ショーイング・ジャパン 

ンバー一同ミラーシアターま

で避難しました。激しい雨は

降ったもののフェスティバル

会場では被害はなく、間もな

く避難解除となりましたが、所

によっては雹が降ったようで

す。ここ何年もジャパン・フェ

スティバルには参加しており

ますが、こんなことは初めて

です。 

翌日の日曜日は、前日とは打って変わっての快晴。ひんやりと涼しいお

祭り日和となりました。昨年の夏、Showing Japanでは法被を制作し、今回の

ジャパン・フェスティバルで初お披露目致しました。浴衣そしておそろいの法

被を着、今まで以上にShowing Japanの一体感が高まったように思います。 

1日目の悪天候にもかかわらず、今年もたくさんのお客様にお越しいただ

き、2日間でしおりブースでは1800人以上の方に名前を書いて差し上げまし

た。ご自分の名前がカタカナになると「どう読むの?」と、皆一様に興味津々。

一文字が一音になるカタカナはアメリカでは珍しく面白いようです。笑顔で

頑張ってくれた学生ボランティアの皆さま、お疲れさまでした。 

また、浴衣や着物を購入して下さった方にその場で着付けをして差し上

げると、早速嬉しそうに写真を撮ったりといった場面もあり、今年もジャパン・

フェスティバルの二日間にたく

さんの笑顔をいただきました。 

いよいよ来年はオリンピック

イヤーです。来年も是非ジャパ

ン・フェスティバルに参加し、オ

リンピック開催国でもある日本

を私たちの活動を通してもっと

知って頂けたらと思っておりま

す。そして出来ることならば、来

年こそは両日とも青空の下で!! 

 （文責：岩﨑優美子）    

＊Photo Credit: Jeff Fantich , Thomas Dwyer 

＊ 
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グレーターヒューストン 

日本人会 

 4月13日（土）、天気予報は大雨でしたが、実際

雨が降ったのは午後の１時間程度でジャパンフェ

スティバルの運の強さを感じさせました。雨予報の

為、午前中の出足はまばらでしたが、午後のオー

プニングセレモニーから人出が多くなりました。セ

レモニーでは、福島総領事の挨拶のあと、武智日

本人会会長が、小風商工会会長とともに、それぞ

れハーマンパークへの寄付の大型小切手を贈呈

しました。 

 翌14日（日）は朝からよく晴れ、気温は少し涼し

めで絶好のジャパンフェスティバル日和となりまし

た。朝10時からの開場でしたが、11時を過ぎたころ

から、会場は山手線のホームのような混み具合と

なり、どこのブースでもたくさんの人が行列を作る

Vol.44 No.8 May 

盛況ぶりでした。その中でも日本人会のブースの

前には大行列が出来ました。 

 土日両日とも、ヒューストン日本人会では、毎年

恒例かつ好評のたこ焼き、つくねの焼き鳥、綿菓

子、アンパン・クリームパンの販売を行いました。3

つのゴルフボール大のつくねの串が焼き鳥用のグ

リルの上に置かれると、その匂いに誘われてか、お

客さんがどんどん並び始めました。大好評のつくね

は、おかげさまで日本人会ブースでは2日連続で

完売第一号となりました。 

 一方、フェスティバルの日本人会といえばこれ、

「大阪のたこ焼き」は、ずらりと並んだ9台のたこ焼き

器で、イケメンの男性・女性陣が一生懸命本場の

たこ焼きを焼く姿を眼前に、長蛇の列が出来まし

た。作っても作ってもその列は短くならず、うれしい

悲鳴！結局、フェスティバル終了時間まで焼ける

だけ焼きました。現地の皆さんも本物の味が分かっ

てきたようです。 

 静かな人気のアンパンとクリームパンは、売り声

に足を止める人に、パンの説明を丁寧にしながら

着実に売り上げ、こちらも午後に完売。日本のアン

パンのヒューストンへの浸透を感じます。子供

たちに人気、と思われている綿菓子は、大人

にもひそかに人気で、ピンクのふわふわの綿

あめを手にすると、誰の顔にも思わず無邪気

な笑みが広がり、幸せオーラが漂います。こち

らは美人・カワイイ女子中高生トリオが中心に

なっての製造・販売でしたので、彼女たちに惹

かれての購入者もいたとか、いなかったと

か…。 

 忙しくも、楽しく充実した今年の日本人会

ブースは、準備や運営にかかわったボランティ

アの皆様にも心に残るイベントになったことと

思います。 

 尚、今回の収益は今後のイベント（懇親会、

コンサート、落語、秋祭り、新年会等）を通じて

ヒューストンの日本人コミュニティの方々に還元

する予定ですので、皆さんの日本人会のイベ

ントへのご参加をお待ちしています。 

（文責：日本人会ニュースレター編集部） 

～行列のできる日本人会ブース～ 

＊ ＊ 
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■予選リーグ結果一覧 

 3月30日、ハーマンパークの日本

庭園にて清掃ボランティアに総勢

102名、その内弊社からは関係会社

も含め59名が参加しました。作業開

始時は曇り空でしたが、途中から晴

れ間も見え気温も上がり、歩道の整

備や芝生の手入れをしている大人

はもちろん、雑草を抜いたり、枯れた花を摘んでいる子供も皆汗をかきな

がら一丸となって作業している姿がとても印象的でした。 

 私自身、今まで園内をゆっくり見て回ることはなかった

のですが、茶室や枯山水をはじめ、様々な日本の植物

があることに驚きました。これからの季節、テキサスの日

差しをたっぷり浴びた木や花で彩られた庭園がとても楽

しみです。 

 (文責： Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc. スミス那美枝)  

日本庭園清掃ボランティア 

  【最終順位】 

優勝：JAXAダイナボアーズ 

準優勝：アストロズ 

三位：三菱 Red Diamonds 

 雲一つない青空の広がった4月21日（日）、Sportsplexにて恒例の商工会ソフトボール大会が開催されました。会

場では早朝から“黄球”をめぐっての熱い戦いが繰り広げられました。選手の皆さんの爽やかな笑顔、それを見つ

める応援団の歓声が会場の随所に溢れた一日でした。次ページに続く入賞チームのレポートをお楽しみください。 
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 優勝   
商工会ソフトボール大会２０１9 優勝記 

 

 1ページものスペースを頂けるとのことで、執筆のお話を頂いた時には

少々戸惑いましたが、折角の機会ですので、僭越ながら大会の振り返り

と、チームメンバーの紹介をさせて頂きます。 

 

 2018年の前回大会を準優勝という悔しい結果に終え、今大会は優勝

カップ奪還を目標に掲げていた。2019年1月、年が明けて集まった新チー

ム。前回大会後に帰国者が相次いだため、フレッシュなメンバーが顔を合

わせた。2月から練習試合を始めていくものの、なかなか勝てない。練習

試合の度に反省点を振り返り、次に活かす。部活動さながら、コツコツと努

力を続けて状態を上げ、本番に臨んだ。 

 大会当日、予選1試合目はIZAKAYA WAさん。好投手に抑えられ、、

得点が奪えない。先制を許し、終始リードされる苦しい試合展開。1-2で迎

えた最終回、主砲栗山のホームランにより同点に追いつき、2-2の引き分

けで試合終了。1試合目から壮絶な死闘を繰り広げた。 

 予選2試合目はRookiesさんとの対決。好投手を相手に攻めあぐね、また

も終始リードを許す苦しい展開。試合中盤の時点で2-5とリードを許すも食

らいつき、最終回に逆転。7-6で勝利。1勝1分で決勝トーナメント進出を決

めた。 

 準々決勝はOsaka Takoxansさんとの対決。先制を許し、中盤まで1-4の

リードを許す。焦りからか、フライアウトを連発し打線が繋がらない。冷静

に、確実にヒットを打って後ろの打者に繋ぐことを意識するよう、皆で声を

掛け合った。終盤に打線が繋がり逆転、13-4で勝利。Takoxansさんは、敵

味方関わらず好プレーに大きな声で声掛けをされており、スポーツマン

シップを体現する素晴らしいチームであった。 

 準決勝はコメッツさん。練習試合では3連敗しており、苦手意識が強い相

手。初回、長短打でうまく先制し流れにのる。その後も油断することなくコ

ツコツ得点する意識を徹底。投げてはエース天野が1失点完投。8-1で勝

利。 

 迎えた決勝戦、相手は強豪、アストロズさん。コメッツ戦の勢いそのまま

にと迎えた1回表の守備、1番から5者連続でヒットを打たれ失点。あまりの

勢いに戦意を失いかけたが、村田、辻村に好プレーが飛び出し、3点で抑

える。その裏、我々も負けず劣らず打ちまくり、5点を返し逆転。そこからは

投手戦となりゼロ行進。中盤に1点を返され4-5となるも、5回裏の攻撃で4

番栗山、5番アダムの連続ホームランが飛び出し3点を追加しダメ押し。8-4

で勝利。昨年の悔しさを晴らし、優勝カップを勝ち取った。 
 

＜メンバー紹介＞ 

ピッチャー：エース天野が4.5試合を投げ切った。マラソンで鍛えた強靭な

足腰により、安定感は抜群。 

キャッチャー：小林（妻）が5試合ほぼフル出場。打っては全ての打席で

バットに当て、打線に貢献。週明けは筋肉痛で大変なことに。 

ファースト：打線の中軸、アダム。大会当日は決勝戦の最終打席にホーム

ランを打つも、それまではフライアウトを連発する大不調。最後にホームラ

ンが出てよかった。 

セカンド：大会MVPプレイヤーの栗山。守備では併殺プレーを連発、打っ

ては4番でホームラン2発の大活躍。 

サード：堅守イバン。シュアな打撃と堅い守備は心強く、とても頼りになる。 

ショート：キャプテン中村。毎年大会当日は空回りする傾向にあるが、今年

はまずまずの活躍を見せた。ネクストバッターズサークルで張り切って素

振りをしすぎて、肝心の打席では息切れしていたらしい。 

レフト：大会MVP（子ども）の村田ゆうき。打っては上位と下位打線を繋げ

る起点となり、守っては足と肩を活かしてレフトで幾度もピンチを救った。

将来が楽しみである。今後も好きな野球を頑張ってほしい。 

センター：前キャプテン中西。俊足を活かし、攻守においてチームを引っ

張った。センターからの叱咤激励は、その迫力に皆が引き締まる。特に

ショート中村には厳しい。 

ライト：恐るべしシニア枠、逆方向打ち職人の土居。準々決勝までその打

棒はなりを潜めるも、準決勝、決勝では爆発。いざという時に頼りになる

男。 

ローバー：辻村（妻）が5試合ほぼフル出場。学生時代の経験を活かした

シュアな打撃と守備が持ち味。ピンチになるとキャッチャーへ移り、内外野

の送球を捕りピンチを救った。 

DH①：打撃職人、梶川。過去2回の大会は無念の欠席で今回は満を持し

て参加も、足にケガを抱えていたこともあり本調子は出ず。来年のリベンジ

を誓う。 

DH②：俊足小林。足を活かし、全力でダイヤモンドを駆け回った。大会へ

の想いは人一倍熱く、週明けは燃え尽き症候群を発症。 

 村田（父）、青木、橘、佐藤、阿部は多岐に渡るベンチワークを協力し見

事にやり遂げた。村田七海は小林と辻村のサポート役として女性子ども枠

を支え、松田は代打で打率十割の活躍。宮崎（父）、ゆいな、はるかは家

族で懸命にベンチを盛り上げチームに勢いを与えた。チームが一つとなり

勝ち取った念願の優勝。打ち上げでは皆で余韻に浸り、美酒に酔った。 

 

 最後に、練習試合及び大会当日に対戦させて頂きましたチームの皆

様、ならびに本大会を運営頂きました幹事会社様及び関係者の皆様、誠

にありがとうございました。改めてこの場をお借りしまして、チーム一同を代

表し、心より御礼を申し上げます。  

（キャプテン 中村信哉）  
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 今大会の3位入賞という結果に、正

直自分自身が一番驚いていたりします

が（苦笑）、大会に向けてチーム一丸と

なって取組んできて良かったと、素直に感じています。

実はこれまで私自身がチームに加入して以降の過去2

大会は、ベスト8の壁をなかなか突破することができま

せんでした。また、今年のこのチームもご多分に漏れず、帰任に伴う戦力

ダウン（特に得点力）に見舞われていましたので、今年の最初の課題は人

数集めでした。これまであまりこの大会には参加していなかったメンバーな

ども（多少強引に?）巻き込んだ結果、選手総勢27名（大会当日の応援団も

含めると40名以上!?）という大規模なチームになりました。 

 考えてみれば、これが今年のチームの強みだったと実感していますが、

これを最大限活かすことができたのは「Unity」「和」というテーマのもとに、

試行錯誤を繰り返してきたことが大きかったと感じています。色々試しすぎ

たのか、実は練習試合では3勝のみ（十数試合中）であったところ、大会前

日の練習試合で漸くメンバーも揃い、終盤逆転

されそうになっても貴重な得点を守り抜く、この

チームの勝ちパターンが（直前すぎますが）確

立されたように思います。 

 大会当日の試合結果をみると、大差で敗退し

た準決勝を除くと、得点はいずれも5点以下、相

手との点差は1～3点差での僅差での勝利で

す。まさに文字通りの「全員ソフト」で、選手が一

丸となって守り勝つスタイルを貫き通し、これが3

位入賞という結果につながりました。監督の中

野と共に二人三脚で、この大人数を「和」の力で

まとめ上げ、選手27名全員が本番の試合に出

場した結果として、3位入賞を導き出せたこと

３位 

 アストロズ、第1回大会から出場。もう

32年ほどになるでしょうか? 1998、1999の

日商岩井2連勝の時には7-8、2-3と1点

差で2年連続準優勝、1年おいて、2001、2002、2003は6-

7、8-9、4-7と3年連続僅差で優勝を逃し、アストロズ=準優

勝というレッテルが貼られていましたが、久し降りにその名

が復活、今年も残念ながらJAXAに僅差で破れてしまいま

した。 

 今年の初戦は、昨年の覇者住友ダッシュ。2016は、準

決勝で住友と当たり8-6で逃げ切り、結果優勝。昨年は、

逆に初戦で6-8で敗れ、住友はその勢いのまま優勝。何と

今年も初戦が住友。1回表に3点を先取され不安がよぎりましたが、その後

の好守で何とか5-4で勝利。昨年の雪辱が第1目標であったアストロズに

とっては、この時点で80%目的が達成した思いでした。全ての試合を終え

て、やはり住友ダッシュとの1戦が今年も一番きつかったです。 

 第2戦は、Roadrunnersを17-0で難なくクリア。そして準々決勝は毎回のよ

うに対戦するFC Japan。またもや初回に3点を取られどうなるかと思いまし

たが、佐藤(流)、沢野、東の外野越えの3ホーマーなどで11-6で大逆転勝

利。そして準決勝の相手は三菱。ここでも

勢いは止まらず、沢野、王子、石田のまた

もや外野越えの3ホーマーで20-2の大勝

利。難なく決勝へ。 

 ただここまでで3人の故障者、加えて前

試合までで打ち過ぎ、走り過ぎで全員ダウ

ン寸前。最少人数登録チーム故、控えも

少ないなかで、皆よく踏ん張ってくれまし

た。ところが自身のピッチングが大乱調。

準優勝 

皆打てず、守れずで結果4-8でま

たもや優勝を逃してしまいまし

た。 

 それでも今年からキャプテンに

なった上田の華麗なる流し打ち

が光り、もう50歳に届くという東の

度重なるダブルプレーで何度も

救われる場面もあり、かつ5年ぶ

りに戻って来た美和子(足の両親

指の爪を剥がしながらの女性

MVP)が20歳になった弟俊輝を

連れて参戦、この二人の好守に

随分と助けられました。この少ないメンバーから来年は3人ほど抜けます

が、妊婦で参加出来なかったKatieの復帰、UTに決まりHoustonを離れる

えりかも継続を宣言してくれたので、少数精鋭で来年こそは優勝を狙いま

す。                                                         (監督 佐藤文昭) 

を、心から嬉しく、ま

た誇りに思います。 

 今後の決勝進出には、チーム力を一段上に持っていく必要があることを

今大会の準決勝で痛感できましたので、来年の大会に向けた宿題として、

チーム全員レベルアップし、3位入賞しても皆さまから驚かれないチームを

目指していきます! 

 最後に、今大会を円滑に運営頂いた、幹事会社をはじめとした関係者の

皆様に、この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。 

（キャプテン 岩谷圭介）  
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2019年度 ヒューストン補習校 

  日本から桜の便りとあわせて新元号「令和」発表のニュースが届いて間も

ない4月6日、第48回ヒューストン日本語補習校の入園・入学式が行われま

した。今年は幼稚部62名、小学部62名、中学部35名、高等部11名の新入

生を迎えての新たな船出となりました。 

 はじめに行われた中学部・高等部の入学式

は、温かい拍手のなか新入生が堂々とした面持

ち で 入 場、日 米 国 歌 斉 唱

後、担任の先生から新入生

一人一人の名前が呼ばれる

ところから始まりました。新た

に着任された井手校長先生

は、現役を引退した米大リーグのイチロー選手を引き合

いに「イチロー選手が偉大な選手たりうるのは日々の努

力を怠らないから。それでも打率は3割くらい。あとの7

割は失敗している。皆さんも失敗を恐れずいろいろなこ

とに挑戦してほしい」、ま

た、福島総領事は「米国

の文化・教育だけでなく

日本のそれらも経験する

ことは、将来、国際人とし

て活躍するためにとても

大切なこと。この機会を

是非活かしてください」と

いう激励の言葉をかけて

くださいました。 

 小休憩をはさんだ、第二部。前半とは雰囲気がかわって真新しいブレ

ザーやワンピースに身を包んだ新幼稚園生・新小学1年生が、期待と不安

を胸に、それでも元気いっぱい嬉しそうな笑顔で入場するところからスター

トしました。新入生の皆さんは、校長先生と「元気よくあいさつすること」、

「友達をたくさん作って仲良く勉強したり遊んだりすること」、「週に1回の貴

重な補習校に楽しく登校すること」の3つの約束をしました。 

 現地校では入園・入学式などを経験できないため、補習校での入園・入

学式は、新入生にとって新鮮で感慨深いものになったに違いありません。

新入生の皆さん、保護者の皆様、本当におめでとうございます。子供達に

とって現地校と補習校の両立は、日本では決して体験できない貴重な経

験であり挑戦です。補習校での経験を有する子供達が、本当の意味での

国際感覚を身につけ、近い将来、世界を舞台に活躍する大人に育ってく

れることを期待しています。                     （文責： 補習校運営委員 森）  

井手校長 

福島総領事 

中学部挨拶 高等部挨拶 

小学部挨拶 幼稚園挨拶 

新校長ご挨拶 
ヒューストン日本語補習校  

校長 井手登士昭 

 2019年4月5日(金)、ヒューストン日本語補習

校第15代目の校長として着任しました井手登

士昭と申します。よろしくお願いいたします。

出身は福岡県小郡市です。私は、高等学校、

小学校、幼稚園などの教育機関での経験が有り、在外教育施設へはシン

ガポール日本人学校への派遣経験が有ります。 

 私は、管理職として在外教育施設へ派遣され、海外で頑張っている子

供たちのためにお役に立ちたいという思いを強く持っていましたが、この

度、念願だった校長としてヒューストン日本語補習校に派遣させていただ

き感謝で一杯です。 

 ヒューストンの街並みは、街路樹が整備され、自然豊かで緑が多く、何

車線もある高速道路、ダウンタウンの高層ビル群、住宅地や補習校周辺

に広がる芝生など、住環境や教育環境が素晴らしく感激しています。 

 ところで、グローバル人材育成会議では、これから世界で活躍できるグ

ローバル人材として、①多言語によるコミュニケーション能力、②異文化

共生意識、③異文化理解の深化と日本人としてのアイデンティティーを掲

げていますが、補習校と現地校で学ぶ子供たちは、まさに、グローバル人

材としての素地づくりを着実に進めていると言えます。 

 令和元年、新たな節目にヒューストン日本語補習校という新たな舞台で

共に学べることに感謝し、子供たちが『笑顔•協働•自立』した姿を目指し、

子供たちの無限の可能性を拓くべく、全力で頑張る所存です。どうぞご支

援よろしくお願いいたします。 

第563回テキサス会「総領事杯」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。  
 

開催日時 ： 2019年6月2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：Valqua NGC,  Inc.  吉田 

                   （wyoshida@valqua-ngc.com） 

CCにてScott高 （sko@valqua-ngc.com）にご送付お願い致します。 

6/2 

 生活・情報委員会では恒例の「古本市」を開催いたします。 

古本のご寄付、日本語教材のご寄付にご協力お願いします。皆様

の来場を心よりお待ちしています。 
 

開催日時：2019年6月1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。 
 

連絡先：商工会事務局  

Tel：281-493-1512 E-mail :  sansuikai@jbahouston.org 

6/1 「古本市」開催のご案内 
（主催： 商工会生活・情報委員会） 

第563回 テキサス会ゴルフコンペ  

      「総領事杯」 

（共催： ヒューストン日本商工会・日本人会） 
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  このページ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、健康と医療について

お話して頂きます。 

 前回の千葉隆先生から産婦人科がご専門の横山暁先生にバトンが移りました。 

第175回 

   血液1滴で13がん種を同時診断? 

皆 様 こ ん に ち は。テ キ サ ス 大学MDア ン ダ ー ソ ン が ん セ ンタ ー の

Gynecologic Oncology and Reproductive Medicine部門にて、主に卵巣が

んの研究をしております、横井暁と申します。今回は、日本で研究が進ん

でいる、新しい“がんの血液診断”についてご紹介させていただきたいと思

います。もしかすると、昨今ネットニュースなどで、「血液1滴で13がん種を

同時診断」というキャッチフレーズをご覧になった方もいらっしゃるかもしれ

ませんが、今回はその内容について解説させていただきます。 

 

１．がんの早期発見の難しさ 

がんは、とても治療が難しい病気ではあるものの、早く見つけることがで

きれば治る可能性が高いということは、今やよく知られていることかと思いま

す。実際に厚生労働省が公表しているがんの治療成績によると、がんが一

部にとどまっている、いわゆる早期で発見された患者さんにおいては、およ

そ9割が5年後にも生存することができるのに対し、すでに転移をしている

状態、いわゆる進行期で見つかった場合はがんの種類による違いはあるも

のの、およそ1割強の患者さんしか生存することができないという事実があり

ます。早期発見が重要であることは疑いようのないところですが、残念なが

ら、がんを早期に見つけることは容易なことではありません。厚生労働省が

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に定めてい

る、科学的に効果があると認められているがん検診は、胃がん、大腸がん、

肺がん、乳がん、子宮頸がんの5種類を対象としたものに限られており、多

くのがん種は有効な早期発見の方法がないということになります。産婦人

科医である私の専門領域を例とすれば、検診がある子宮頚がんは症状の

ないような早期のがんを見つけることができるケースが多いのに対し、検診

方法がなく早期には症状も示さない卵巣がんは、ある時偶然超音波などの

画像検査で見つかるか、もしくはお腹が張ったような症状で病院受診さ

れ、その時にはすでに進行期として見つかってしまうといったケースが主で

す。診断から10年後の生存率が、子宮頸がんが8割を超えるのに対し、卵

巣がんが5割程度という事実は、早期診断ができているかどうかによるとこ

ろも大きいと思います。このように、がんの克服のためには、早期診断を目

指した研究が大変重要になるということが、ご理解頂けるかと思います。 
 

 次回は呼吸器外科が専門の加藤毅人先生です。こちらへ来て

から初めてお会いしましたが、同じ名古屋大学から留学されおり、

同じマンションにお住まいでかつ娘の学年も一緒と、共通点がとて

も多く、大変仲良くさせて頂いております。どんなことでも快くご相

談させて頂ける、懐の広いとても素敵な先生です。  

２．大型プロジェクトの始動 

2014年から、国立がん研究センター研究所が日本医療研究開発機構

や東レ株式会社等と協力し、「体液中マイクロRNA測定技術基盤開発プ

ロジェクト」（http://www.microrna.jp/）という大きなプロジェクトを開始しまし

た。奇しくも同時期に、私は同研究所に所属していたため、わずかながら

同プロジェクトに携わっておりました。マイクロRNAとは、ヒトの細胞に存在

する小さな分子で、2500を超える種類が確認されており、近年の研究によ

り、がん等の疾患に伴って患者の血液中でその種類や量が変動すること

が明らかになったため、新しい診断マーカーとしての利用が期待されてい

ました。そこで本プロジェクトでは、日本人に多い13種類のがん（胃がん、

大腸がん、食道がん、膵臓がん、肝がん、胆道がん、肺がん、乳がん、卵

巣がん、前立腺がん、膀胱がん、神経膠腫、肉腫）を対象に、5万例を超

える膨大な患者さんの血液検体すべてからマイクロRNAの情報を取得し、

その情報を利用してがんを診断するという、新しい検査システムの開発を

することを目的として進められています。 

 

３．プロジェクトの成果 

私の担当した卵巣がんは、前述の通り初期に症状を呈さず多くが進行

期でみつかる大変治療の難しいがんであり、有効な早期診断方法もありま

せん。しかし、本研究により、卵巣がん患者血清で変化する複数のマイク

ロRNAをみつけることができ、そのうち10種のマイクロRNAを組み合わせ

ることで卵巣がんを早期から検出可能であることを確認しました（https://

www.amed.go.jp/news/release_20181017-02.html）。その精度はすさまじ

く、進行期の患者さんでは100%陽性と診断でき、またステージIのごく初期

の患者さんでも95.1%という高い精度で陽性と診断することができました。

患者さんの負担の多い、経腟超音波検査やCT、MRIなどの精密検査でし

か見つけることができなかった卵巣がんを、わずかな血液から診断できる

可能性が高いということは、大変意義の大きいことと言えます。その他これ

までに、乳がん、膵がん、大腸がん、膀胱がん、前立腺がんなどでも、同

様に高い精度が確認されています。 

 

４．今後の期待 

今後プロジェクトでは13種すべてのがん種での検証を行い、最終的に

は1回の血液検査で13種すべてのがんの診断を同時に行う検査方法の開

発・実用化を目指しています。もちろん、本研究成果によって他の血液検

査や画像検査などが一切不要になるというわけではありませんが、これま

でがん検診の対象でもなかったがん種や、負担の大きかった検査の代わ

りに、一度に多種のがん種の検査を一般の採血検査で行えることのメリット

は、極めて大きいものといえます。研究一般にも当てはまることですが、本

プロジェクトの研究成果は、明日にでも患者さんに還元できるというもので

は残念ながら言えず、実用化には時間がかかります。しかし、できるだけ

早期の実用化を目指し現在もプロジェクトチームが尽力しており、なにより

本稿を通じて、日本でもこのような世界に先駆けた、がん診療改善への積

極的取り組みが行われていることを知っていただけたら幸いです。 

 医師（現MD Anderson Cancer Center 研究員）    

横井 暁 

日本語補習校の運動会親子競技にて娘さんと 

http://www.microrna.jp/
https://www.amed.go.jp/news/release_20181017-02.html
https://www.amed.go.jp/news/release_20181017-02.html
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 に参加出来なかった

3月生まれのお友達

も一緒にお祝いしま

した。おめでとうござ

います。お誕生日メ

ダルをかけてニコニ

コ笑顔でハイチーズ! 
 

 初めてのちびっ子もお待ちしています。「あそ

ぼーかい」は月に2回、平日1回と土曜日1回開

催しています。三水会センターのキッズルームへ

どうぞ気軽にお越し下さい。 

ピーカンキッズ今後の開催予定 
 

＜あそぼーかい＞ 

6月、7月、8月はお休み 

9月6日（金） 10時30分～       

9月7日（土） 9時30分～  
 

＜読み聞かせの会＞ 

6月、7月、8月はお休み   
 

＊変更がある場合もございます。三水会セン

ター内のポスターや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 

●からだあそび “おべんとうばこ” 

 ♪これくらいのおべ

んとうばこに〜♪とみん

なでお弁当の中にお

にぎり、人参、ごぼう、

レンコン、ふきと詰め

て、アリさんの小さな

小さなお弁当を作っ

たり、ゾウさんの大きな大きなお弁当を作る手遊び

をしました。 
 

●工作 “チューリップ” 

 トラお君、トラ子ちゃんがお話ししてくれた春の花

の中から、チューリップを折り紙を使ってみんなで

作りました。小さなお子さんにはお母さん方がとて

も素敵に作ってくださり、少し大きいお子さんは自

分で一生懸命作ってくれていました。その後スト

ローの茎に折り紙で作った葉をつけ、最後に

チューリップの花をつけてとても可愛いチューリッ

プが完成しました。 
 

●今月のうた “チューリップ” 

 折り紙で作ったチュー

リップの花を手に持って

みんなでチューリップの

歌をうたいました。小さ

なお子さんもお姉ちゃ

ん も、み ん な 自 分 で

作ったチューリップをゆ

らゆらさせながら楽しそうに歌っているその姿がと

ても可愛かったです。  
 

●4月のお誕生日会 

 今月もお誕生日をみんなでお祝いしました。3月

●はじまりのあいさつ 

 あそぼーかいのマスコットキャラクターのトラお

君・トラ子ちゃんが登場。ヒューストンで春に咲く花

の名前知ってる?、日本で咲く花の名前も知って

る?、と質問。みんな色々な花の名前を元気に答え

てくれました。 
 

●紙芝居「タンタン テンテン」 

 朝起きた時、ご飯

を食べる時、食べ終

わった時、お出かけ

する時になんてご挨

拶するのかな?って

事をタンタンとテンテ

ンと一緒にお勉強し

ました。朝起きたらみんななんてご挨拶するの?と

尋ねたら、元気よく「おはようございます」と答えてく

れ、お出かけする時は?の質問には、参加されてい

たお父さんにお訊きしたら、「行ってきまーす」と優

しく答えてくれました。ありがとうございます。 
 

― あそぼーかい ― 

 4月の「あそぼーかい」は4月5日(金)と8日(土)

に開催されました。日本では、4月は入園、入学

があったりといろいろな事の始まりの時期のよう

に思います。そして今回は春の季節を少しでも

感じていただけるようなお話で始まりました。  

 

    第176回  杉浦 初美 さん 

   駐妻のヒューストン日記 

 振り返ると、あっという間に時は過ぎ、ヒュースト

ン生活は今年で3年目となりました。米国に赴任

する前は、アフリカのボツワナ共和国に滞在して

いました。そこから3回飛行機を乗り継ぎ計32時

間のフライトを経て、疲労困憊でヒューストンに到

着しました。 

 今でも鮮明に覚えている事。それは、ヒュースト

ン空港に着いた時の人の多さ、そして空港から

宿泊ホテルまでのフリーウェイ。6車線以上ある道

路にここ数年見たことのない数の車が走っていた

ことです。なんといっても2日前までは、赤土の

中、時には舗装されていない道は当たり前。フ

リーウェイの存在もなく、牛や鶏が道を横断し、そ

れを後続車に知らせるためにハザードランプを点

滅させていた日々。そんな私から見た初ヒュース

トンはあまりにも近代的過ぎてクラクラするほどで

した。 

 また、米にしても、日本米は手に入らず、虫が

いても仕方なしと思い食べていた日々から、日本

の味と比べて遜色のないお米が買える！それも

多くの種類の中から選べる！日本の調味料やお

菓子まで手に入る環境に！初めて大道スーパー

に行った時は、涙すらしそうに（笑）。娘達も今ま

で見たことがないくらいの大興奮。当地滞在3年

目の今でも心温まるスポットになっています。 

 アフリカ生活では何回もの停電や断水を経験

したためか、サバイバル精神は人一倍強い私達

ですが、娘2人の日本語補習校スタートは大変

苦労しました。入学当初、小学5年生と3年生。そ

れまで日本人の友達は全くおらず、日本人の集

団と接する事も初めて。加えて日本語教育も受

けずに等しい状態。漢字は自分の名前以外は

全く書けず、作文は一度も書いたことがない状

態。算数にいたっては、長女は5年生ながら割算

も知らず、次女についても、3年生は割算から始

まる中、掛け算すらできない等、問題だらけの状

態にもかかわらず、意を決して補習校に入学し

ました。 

 不安いっぱいの娘達と共に初めて補習校へ登

校した朝、こんなに日本人いるの！？と自分達

も日本人なのに動揺し、足が竦んでしまいまし

た。1年目は補習校での集団生活に戸惑い、勉

強に全くついていけず。泣きながら宿題をしてい

ました。音読でも、1年生の漢字すら読めないた

め2ページ読むのに30分以上かかってしまい、

親子共々挫けそうな時も多々ありました。それで

も、先生達の温かいフォロー、お友達の存在によ

り、今でも挫折せずに通い続けられています。ま

だまだ実学年として必要な学力は身についてい

ませんが、補習校に入学して本当によかったと

思っています。 

 またヒューストンに来るまでは、日本人の奥様、

このコーナーのタイトルとなっている「駐妻」の皆

様と接する機会がなく、無論、育児や生活の情

報交換をしたり、たわいもない話を何時間もした

り、お茶をしたり、大好きなお酒を楽しんだりとい

う時間は皆無に等しかった日々。そんな私は、英

語も苦手なため、時には日本にいた時のように、

日本語で友達と話したい思うこともありました。幸

いにも、今まで接してくれた外国の方は皆優し

く、寂しさに負けず過ごせましたが、ヒューストン

に来て、たくさんの日本人の方々と接し、忘れか

けていた楽しみを味わい、海外生活5年たった所

で初駐妻体験が出来たように思います。 

 たわいもない話もできる今の環境に感謝です。

その分英語ももう少し頑張ろうと思えるようにな

り、日本を離れ7年経つ今が一番勉強しているか

もしれません。 

 ヒューストン赴任になった主人に、頑張る娘達、

温かく接してくれる友達に、支えてくれる皆様に

感謝し、残り少ないヒューストン生活を過ごしてい

きたいです。 
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No.133 

編  集  後  記 

 ジャパンフェスティバル、ソフトボール大会と、大きな行事が天

候の崩れもなく、無事に行われました。ジャパンフェスティバル

には私もボランティアとして少しばかり参加させて頂きましたが、

多くの来場者が楽しそうに過ごされている姿を見て、こちらまで

楽しくなってきました。紗詩衣（さしえ）の方々の演奏も素晴らし

かったですし、コスプレをされている方々の高いレベルにも驚か

されました。ソフトボール大会は、優勝のJAXAダイナボアー

ズ、おめでとうございます。また日ごろの成果を出せなかった

チーム、あと一歩だったチーム、大変お疲れさまでした。商工

会のホームページでも詳細を掲載していますので、是非ご覧く

ださい。 

 補習校では新学期が始まり、入園・入学式も行われ、新しい

校長先生も着任されました。新しい生活を始められた御家族の

皆様、おめでとうございます。お子様方がヒューストンという地で

新しい門出を迎えられ、これからも健やかに過ごされる事を祈

念致します。 

 編集委員としてHouston Walkerを担当頂いていた國光涼子さ

んが4月末に帰任されました。会員の皆様が楽しいヒューストン

生活を送れるよう、様々なイベントの紹介を通じて、ガルフスト

リーム誌に大きな貢献を頂きました。有難うございました。帰任

されてからも、益々のご活躍を祈念しております。 （松澤進一） 

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 ： 五十木希実/山村河奈 

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：info@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/ 

ヒューストン日本商工会 

会 社 紹 介 

 Bond Consultants Group 

準会員 斧田 早苗さん 

１．会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

 全米に進出し、各地域と日本あるいは世界をつなぐ仕事をされている企業に、更なる

発展の一翼を担う人材を紹介することが当社、ボンドコンサルタンツの役割です。その

ためには各社の特色と求める人材像を一早く理解することはもちろん、常に登録候補

者一人ひとりの個性や能力を把握していることが重要と考えております。貴地の日系企

業と米国在住の人々をつなぐ役割を果たして行きたいと願っています。迅速かつ適材

適所の紹介によって、一般事務を始め、経理、営業、カスタマーサービス、技術職と幅

広い分野・ポジションでの、会社と働く人の絆づくりをサポートさせて頂きます。履歴書

の紹介から面接設定、採用を決められるまでの候補者との交渉など、経験豊富なエー

ジェントが全て対応致します。 

 

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。 

 ヒューストンと聞くと、全米でも最先端を行く業界が集まっているイメージがあります。ビ

ルや住宅もモダンで、お洒落なレストランや街並みを見てわくわくします。シカゴに住ん

でいる私にとってヒューストンの気候は天国のようですし、ヒューストンのローカルの方々

のとても親切でフレンドリーな対応にも感動しました。ヒューストンと言えば、はやぶさ2と

オシリス・レックス計画の協力関係など日米の懸け橋的な街としても有名ですね。 

 

３．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

 マラソン、ハイキング、ウエイトトレーニング、旅行などのアウトドア、楽器演奏、音楽鑑

賞、ひたすら寝ることなどのインドアを趣味に持つ個性豊かなエージェントに日々囲ま

れております。ヒューストンでは全て楽しめそうなので楽しみです。 
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