
(Children/Family) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  281-364-3024 
Aug. 7, 7pm: Jonas Brothers 
 
(Latin) 
Toyota Center 713-758-7200 
Jul. 28, 8pm:Carlos Vives 
Aug. 3, 8pm: Pesado 
 
(Rap/ Hiphop) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  281-364-3024 
Jul. 26, 6:30pm: Wiz Khalifa 
Aug. 18, 7pm: Lil Wayne 

 
Express Children’s Theatre (713) 682-5044 (446 North-
west Mall) www.expresstheatre.com  
Ransom of Red Chief (~July 20) 
 
Main Street Theater—Chelsea Market (4617 Montrose 
Blvd.) www.mainstreettheater.com  
Alice in Wonderland (~July 28) 
 
Hobby Center—Sarofim Hall (800 Bagby) 713-315-2525 
www.thehobbycenter.org 
Wicked (~August 11) 
 
Miller Outdoor Theatre (6000 Hermann Park Dr.) 281-373
-3386 www.milleroutdoortheatre.com  
A Chorus Line (July 16~21) 
 
Wortham Theater Center—Cullen Theater (501 Texas) 
 832-487-7041 www.houstonfirsttheaters.com/
WorthamCenter.aspx 
The Screwtape Letters (Aug. 16~17) 
 
Alley Theatre (615 Texas) 713-220-5700 
www.alleytheatre.org  
Summer Chills: Agatha Christie’s The Hollow (~Aug. 4) 

<The Museum of Fine Arts Houston>  
(713-639-7300 visitorservices@mfah.org 
www.mfah.org 木曜は入場無料) 
@Audrey Jones Beck Building 
@Glassell School of Art        
<Contemporary Arts Museum Houston>
(www.camh.org) 
<Houston Museum of Natural Science> 
(One Hermann Circle Drive 713-639-4629 
www.hmns.org) 
<The Menil Collection> 
(1515 Sul Ross 713-525-9400 http://www.menil.org 入
場無料 Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm) 

MLB/Houston Astros  
http://houston.astros.mlb.com 

Great Texas Mosquito Festival on 7/25-27 in Clute, TX.  
The Great Texas Mosquito Festival is a three-day fun 
filled, family event. They also have many booths with a 
variety of foods, along with arts and crafts and more. The 
carnival provides three days of fun for children and adults 
(Carnival tickets are sold separately). 
 http://www.mosquitofestival.com/  
Annual Watermelon Festival in Hempstead on Jul 20
(Downtown, Hempstead, TX Tel: 979-826-8217). This 
festival starts activities with our Watermelon Festival 
Parade and Watermelon Queen competition. Throughout 
the festival there will be plenty of great food providers by 
a wide variety of vendors and BBQ Cookoff. http://
wmf.hempsteadtxchamber.com/about/ 
7th Annual Ice Cream Festival on 8/17 (Waterloo Park in 
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編  集  後  記 
  

 ヒューストンで外食すると、1人前が日本の2人前。こ

れを毎日行ったら体が持たないので、一念発起して近

場のスポーツクラブに入会しました。そこでは、マシンも

スタジオも日本のクラブと同じように使えますが、１つ大

きく違ったのは、ウエアやシューズのレンタルが無いこ

とです。日本のクラブは、何も道具を持たないでレンタ

ルで済ます「手ぶらでフィットネス」が売りですが、

ヒューストンでは、皆が車で来るので、マイウエア、マイ

シューズでも誰も困らない、すなわち、荷物は車が運

んでくれるから「手ぶら」は実現しているわけです。そう

なると、車のありがたみを感じる反面、車で通う分も運

動しなければなりません。ここはガルフストリームを見

習って、継続あるのみです。               （白木 秀明） 

  

 ヒューストンに来て約半年が経ちました。昨年の今頃

には外国で生活することを想像さえできなかったことを

考えると、目まぐるしい変化の日々を生きてきたようで

す。中でもガルフの編集に参加させていただくことに

なったことは、ヒューストンに来なければ経験できな

かった大きな変化の一つです。理系畑で生きてきた私

にとって、表現力を問われる文章の創作経験は皆無

で、皆さんの文才に目を見張るばかりですが、その分も

含めとても良い経験になっています。 

 こちらに来て間もない頃、夫にガルフを手渡され、

ヒューストンに住む日本人の情報が詰まった日本語の

文章にとても安心したのをよく覚えています。これから

も多くの人に親しみを持っていただけるような誌面作り

に少しでも貢献できればと思います。  （岡野 真弓） 

  ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

Gulf Stream Japan Business Association of Houston 

12651 Briar Forest Drive, Suite 105, Houston, TX 77077   TEL: (281) 493-1512 , FAX: (281) 531-6730 

５...清水先生の旅行記 

６...姉妹都市提携40周年行事 

６...JASH 新事務局長挨拶文 

７...ザリガニ～珍食材啖訪 

８...教室から見たアメリカ・駐妻日記 

９...テキサス・メディカル最前線 

１０...ワン！ダフル 

１１...知っとん・ハリケーン情報 

１２...Houston Walker・編集後記 

１...Independence Day 

２...商工会常任委員会議事録 

３,４...会員消息・婦人部だより 

(Metal, Rock & Pop) 
House of Blues Houston 888-402-5837 
Jul. 17, 8:30pm: The Grievous Angels 
Jul. 19, 8pm: The Psychedelic Furs 
Jul. 19, 9pm: Cocktails And Covers Feat, Toology 
Jul. 20, 8pm: Downfall  
Jul. 20, 8pm: Bart Crow 
Jul. 21, 12pm: Kirk Franklin 
Jul. 21, 9pm: Rodrigo Y Gabriela 
Jul. 23, 7pm: Hollywood Undead 
Jul. 24, 8pm: Steven Adler  
Jul. 26, 9:30pm: Cocktails And Covers Feat, Skyrocket! 
Jul. 27, 3:20pm: The Dillinger Escape Plan 
Jul. 27, 9pm:Electric Attitude 
Jul. 28, 8pm:Andrew Stckdale 
Aug.1, 8pm: P.O.D.  
Aug.2, 8pm: Courtney Love 
Aug.2, 9pm: Cocktails And Covers Feat, Mysterious 
Ways 
Aug.3, 9pm: Zoso 
Aug 7, 7pm: Redlight King & Icon For Hire 
Aug7, 8pm: Enanitos Verdes con nuevo disco Tic Tac 
Aug.8, 7:30pm: David Tutera’s Dream Bigger 
Aug.9, 8pm: Bob Schneider 
Aug.9, 9pm: Cocktails And Covers Feat, The Smites 
Aug.10, 12:30pm: Alex Goot 
Aug.10, 2:30pm: The All Stars Tour 
Aug.14, 8pm: The Big Night Out Tour  
Aug.16, 8pm: Plastic Cup Boys 
Aug. 16, 9pm: Cocktails And Covers Feat, Kozmic 
Pearl and Nightbird 
Aug. 17, 9pm: Andres Cepeda 
Aug.21, 8pm: Colt Ford 
Aug.22, 8pm: Ted Nugent 
Aug.23, 9pm: Cocktails And Covers Feat, The World’s 
Greatest 80’s 
Aug.24, 5pm: PopExplosion Tour 
Aug.28, 8:30pm:Tribal Seeds feat. Josh Heineichs 
Aug.29, 9pm: Better Than Ezra 
Aug.30, 8pm: The Cult – Electric 13 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  281-364-3024 
Jul. 19, 7:30pm: Kid Rock 
Jul. 25, 7:30pm: Black Sabbath 
Jul. 27, 4:30pm: 94.5 The Buzz Light Weenie Roast 
Jul. 30, 7pm: Matchbox Twenty & Goo Goo Dolls 
Aug. 2, 7pm: Train 
Aug. 3, 1pm: Rockstar Energy Drink Mayhem Festival 
Aug. 14, 7:30pm: Heart 
Aug. 29, 6:30pm: Rockstar Energy Drink Uproar Festi-
val 
Aug. 30, 7:30pm: Steely Dan 
Aug. 31, 7:30pm: Backstreet Boys 
Toyota Center 713-758-7200 
Jul 21, 7:30pm: One Direction 
Aug. 15, 7:30pm: Bruno Mars  
Reliant Arena 
Jul 28, 7:30pm: American Idol Live:2013 
 
(Classic) 
Jones Hall 713-224-7575 
Jul. 19&20, 7:30pm: Pixar in Concert 
Jul. 27, 7:30pm: Frankie Valli 
Aug. 30&31, 8pm: Cirque de Symphonie 
 
(Country and Folk) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  281-364-3024 
Jul. 28, 7:30pm: Brad Paisley 
Aug. 16, 7pm: Keith Urban 
 
(Soul, R&B & Jazz) 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Aug. 3, 7:30pm: 23ed Houston International Jazz Festi-
val 

美術 

劇・エンターテインメント 

その他 

ライブ音楽 

 皆様、つい先日当地ヒューストンはもとよりアメリカ中で花火を打ち上げてお祝いした7月4日はIndependence Dayで

した。Houstonでもいろいろな催し物がありました。毎年恒例の行事が多く皆様も参加されたかもしれませんね。Bayou 
Bend Collectionでは独立戦争の当時の服装で当時の話をしてくれる人たちがいますし、また、Declaration of Inde-
pendenceの大型版がありビジター（私です）がサインできたりして面白かったです。 
 Eleanor Tinsley ParkではFreedom Over TexasというHouston市主催のお祭りがありました。この日は大晦日と同様市

内各地で花火を打ち上げます。今まで色々なところで花火見物をしましたがどこも人垣ができて花火を楽しむのは難

しいです。そもそも駐車場を探すのが大変でもたもたしていると花火を見過ごすはめにもなりかねません。 
そこで今年はちょっと発想の転換、というわけでKemahからヨットに乗って水上から花火見物をすることにしました。 
 夜7時30分に出航して10時30分に波止場に戻ってきますので約3時間のdinner cruiseです。夕食を食べてワインで

Independence Day  

Bayou Bend: 漢字の署名入

り（右下）独立宣言！ 

Bayou Bend: Independence War Story 

Freedom Over Texas 

大型ヨットの船上から楽しむ花火 

も飲みながら全く目の前をさえぎるもののない花火見物。大人$79.00、子供(3-12才)$49.00これにsales taxと

tipがかかります。ソフトドリンクは含まれますがアルコール飲料はcash barとなります。ここまで読んで「なんだ

そんなのがあるんだったら行きたかった！」という方、ご心配なく。6月~7月いっぱい毎週金曜日に同じク

ルーズを運行しています。詳細は www.starfleetyachts.com までどうぞ。ここで一点注意です。一旦予約し

ますとキャンセル料がかかりますので予定をしっかりチェックしてから申し込んでください。24時間以内の

キャンセルは50%払い戻し又は、75%を次回のクルーズに充当という条件です。24時間以内のキャンセルと

か出航に間に合わない場合払い戻しはありません。我々のグループにも当日渋滞に巻き込まれて乗れな

かった方がおられました。Hwy 146 をLa Porteから南下するルートはぜったい避けた方がいいです。Kemah
の大橋の手前３マイルくらいが大渋滞でここを通過するのに７月４日は１時間半くらいかかります。お勧めは

I45をLeague Cityまで行ってNASA Rd 1の一つ南のFM 518 (W. Main St.) を東に曲がり、Clear Lakeの南

側を通ってまっすぐ走りますとやがて通りの名前がMarina Bay Driveに変わります。このルートですと大橋を

渡る必要がありません。 
 いずれのルートで行くにせよGoogle MapやGPSで交通渋滞を確認してお出かけください。 

                   Computerdojo.com 米元 錦城  

波止場に停泊中のヨット 

 ガルフストリームでは、常時、読者の皆様

からのご投稿、取材依頼をお待ちしており

ます。ご意見・ご感想などもお気軽にお寄

せ下さい。 

 

連絡・問合せ先： 
 e-mail: gulf.kiji@gmail.com 

スポーツ 

Austin, Texas).  Ice Cream Vendors, children’s music, 
juggling, and parade.  Estimated attendees-15000. 
ADMISSION: $10 with ice cream for Adults. Chil-
dren 12 and under FREE!!!    詳しくは： 
http://www.icecreamfestival.org/mission.html 
38th Annual Festival of Glass and Antique Show 
and Sale on 8/16-18 (The Fort Bend County Fair-
grounds) ヒューストングラスクラブが主催のいろいろ

なガラスを見たり買ったりするフェスティバルです。入

場料10 (Friday) 6ドル（Sat. Sun） 
http://www.houstonglassclub.org/ 
 

http://www.expresstheatre.com/
http://www.mainstreettheater.com/
http://www.thehobbycenter.org/
http://www.milleroutdoortheatre.com/
http://www.houstonfirsttheaters.com/WorthamCenter.aspx
http://www.houstonfirsttheaters.com/WorthamCenter.aspx
http://www.alleytheatre.org/
http://houston.astros.mlb.com/
http://www.mosquitofestival.com/
http://wmf.hempsteadtxchamber.com/about/
http://wmf.hempsteadtxchamber.com/about/
http://www.starfleetyachts.com
http://www.icecreamfestival.org/mission.html
http://www.houstonglassclub.org/
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Hurricane Safety Tips ハリケーン対策の一環として準備しておくとよい防災グッズの一例をご

紹介します。ご家族の状況に応じて，以下例をご参考の上，ハリケーン

に備えて事前に準備されることをお勧めします（◎は必需品，○は可能

であれば準備をお勧めするもの，△はあると便利というものです。） 

  項目 留意点等   項目 留意点等 

□ ◎飲水 通常一人当たり１日１ガロン７日分以上を準備。 □ ○現金 カード・ATMが使えない場合あり。できるだけ小

額の現金を準備。 □ ◎衛生用水 トイレ，シャワー用。バスタブ等を利用して貯水。 

□ ◎食料 保存可能な食料を人数分×７日分以上準備。 

【例】パン，各種缶詰（肉，野菜，フルーツ等），スープ

類，ドライフルーツ，ナッツ類，ゼリー，飲物，高カロ

リー食品，冷蔵を要さない野菜，調味料等 

□ ○衛生用品 【例】トイレットペーパー，ウエットティッシュ，石

鹸，消毒用アルコール，洗剤，生理用品，洗面用

品（歯ブラシ，シャンプー，洗顔用品等），マスク，

ふた付きバケツ，ごみ袋，ビニール袋等 

□ ◎懐中電灯 一人１つ準備が望ましい。予備電池を準備。 □ △扇風機 電池式のもの。 

□ ◎携帯ラジオ等 携帯テレビも有用。予備電池を準備。 □ △コンパス 避難時に使用。 

□ ◎救急医療品 【例】各種サイズの絆創膏，安全ピン，ゴム手袋，ガー

ゼ，三角巾，包帯，はさみ，ピンセット，針，ウエット

ティッシュ，消毒剤，体温計等 

□ △ドライアイス(塊) シーツにくるみクーラーに入れると長持ちする。 

□ △チューブテント 家が倒壊した場合，避難先等で利用可能。 

□ △処方箋 必要であれば，避難前に薬局等で処方箋を書い

てもらう。 □ ◎ガソリン 車のガソリンは常時３分の２以上入れておく。 

□ ◎重要文書一式 重要文書は直ぐに持ち出せるように準備。 

【例】旅券，保険証書，出生・結婚証明書等。 

□ △消火器 小型のものが望ましい。 

その他 

（各ご家庭の事情に応じ

て） 

赤ちゃん用の乳幼児用食品（ミルク等），おむつ，

赤ちゃん用の薬 □ ○食器類等 箸，紙皿，紙コップ，プラスチック容器等。 

□ ○調理器具 携帯ガスコンロと燃料，缶切り，ナイフ等。 ペット用の水，食料，ケージ等 

□ ○寝具等 寝袋，エアマット，毛布，タオル等。 【緊急連絡先】 

  

  

  

  

 

●在ヒューストン日本国総領事館   

 TEL：713-652-2977  FAX：713-651-7822 

 國金領事 （携帯）713-501-5074 (E-mail) harue.kunikane@mofa.go.jp 

□ ○常備薬 使い慣れた薬（頭痛薬，風邪薬等） 

□ ○マッチ・ロウソク 防水用の缶等で保管すること。 

□ ○食器類等 箸，紙皿，紙コップ，プラスチック容器等。 

□ ○工具 【例】ペンチ，テープ，アルミホイル，ソーイングセット，

スパナ，ペン，紙等 

□ ○衣類 着替え以外にも，予備の靴，長靴，雨具等も準備して

おくとよい 

ご家族の緊急連絡先をご記入ください。 

日  時：平成25年6月19日（水）11：30～12：50  
場  所：住友商事社 会議室（10階） 

出席者：名誉会員1名、理事委員11名、正会員4名（理事委員代理 

4名）、婦人部委員長、事務局長（図書委員長兼任） 

欠席者：理事委員8名（うち会長委任4名、代理人委任4名） 

司 会：金子公亮幹事 

 

１．商工会会長連絡（岡野夏井会長） 

TVのlocal番組でHoustonの経済・生活動態が特集されていた2012年 

ヒューストンのGDP伸び率は4.8%（全米平均2.5%）と高い伸び率。失 

業率は6.0%（全米平均7.5%）。人口伸び率も3%(全米平均1%)。人口 

構成はヒスパニック系41%、白人33％、アフリカ系米人18%、アジア系 

8%。全米20の大都市を対象にした生活費の比較ではNew Yorkが一 

番高く、San Francisco、Boston、D.C.、Los Angelesが続き、Houstonは 

St. Louisに次いで下から2番目の19位。何れも当地に住んでいると実 

感できる数値だが、米国経済のヘソと言っても過言でないこの 

Houstonの高揚感を皆さんと共有しつつ、少しでも日本経済の復活に 

繋げられればと願っています。 

２．総領事館連絡（岩田慎也領事） 

岩田領事より下記3点の報告があった。 

①今年3月にヒューストン・千葉姉妹都市提携40周年を記念して、ゴン 

ザレス・ヒューストン市長代理を団長とした代表団が千葉市を訪問し

たことをうけ、6月3日から7日まで小川千葉市議会議長一行が当地
を答礼訪問。千葉市の寿司職人による寿司プレゼンテーション、

ヒューストン・テクノロジー・センターを初めNASAや日本庭園などの
視察が行われた。今回の一連の姉妹都市交流事業に対しヒュース

トン日米協会から多大なる支援を頂いたことに改めて謝意を表した 

い。 

②報道等に拠れば、第23回参議院議員選挙が7月中に行われる見 

込みである。その場合、当地での在外投票は7月上旬に実施される 

可能性が高い。詳細については総領事館ホームページに掲載する 

のでご確認頂きたい。 

③テキサス州日本政府代表の白根直子さんが日本時間の6月18日に 

逝去された。 

３．幹事連絡（金子公亮幹事） 

①理事委員交代・任命について 

Sumitomo Corp. of America社の代表者が上野真吾氏から及川毅 

氏へ交代されたことに伴い、商工会常任委員も及川氏に交代となっ 

た。商工会定款で全役員は常任委員から選出と定められているた 

め、副会長兼分会委員長職を退かれた上野氏の後任に及川氏が 

推薦され、理事委員会全会一致の承認を得て同氏が就任されるこ 

とになった。なお、定款に従い、及川氏の副会長就任については次 

回8月度常任委員会で過半数以上の追認を取る。また、兼任の文 

化委員長職についても、岡野会長より及川氏が任命された。 

②部会長の交代・任命について 

鉄鋼部会長の三木平基氏（JFE Steel America, Inc.）が日本に帰国 

されたため、中溝丘企画調査委員長が三木氏の後任の中村宏氏 

（同社）を新鉄鋼部会長に任命された。 

③正団体会員入会申請について【承認事項】（受付順・敬称略） 

商工会定款第二条第二項「入会および会員の選考」に従い、 

3社の入会申請につき理事委員会の全会一致の承認があった。 

（各社詳細については別項「会員消息」欄参照） 

４．2012-2013年 第2回宇宙セミナー開催について 

（山上武尊正会員：酒井純一特命理事代理） 

 山上正会員より、2012-2013年宇宙セミナー年間実施計画の説明が 

あった。年3回行われるセミナーの第1 回目は2月24日（日）にJAXA職員 

による「HTVのランデブードッキング技術」の講演とトラムツアーを実施 

し、20家族（65名）の参加があった。来る6月23日（日）に予定されている 

第2回宇宙セミナーは、昨年度好評だった体験型イベントを更に発展さ 

せた企画を用意し、「宇宙飛行士にチャレンジ！」と題して宇宙飛行士に 

問われる資質・能力（知識力、記憶力、想像力、持続力、忍耐力など）を 

試すいろいろな課題に親子でチャレンジしていただくもの。最後となる第 

3回宇宙セミナーは、JAXAの金井宣茂宇宙飛行士による講演会を8月 

24日（土）にヒューストン日本語補習校オーディトリアムで開催する予定。 

現在山岡補習校校長先生と詳細調整中。 

５．安全対策連絡協議会について（堀田宏樹特命理事） 

総領事館・商工会・日本人会・日本語補習校とJAXAによる安全対策連 

絡会議が、総領事館オフィスにて6月24日（月）に予定されている。同協 

議会でハリケーン対策に関する情報提供や緊急連絡網テストランの実 

施などについて話し合われる。商工会としても緊急連絡網の整備を進 

め、7月中のテストラン実施に向け準備を行っていきたい。 

６．委員会・部会関連事項 

①企画・調査委員会（中溝丘企画調査委員長） 

＊8月度経済講演会開催について 

先般4月度常任委員会開催時に予定されていた経済講演会が事情に 

より延期されたため、今般8月28日（水）に予定の8月度常任委員会終 

了後の午後3時半から開催されることとなった。詳細については改めて 

事務局より連絡の予定。追加として、会場となるFour Seasons Hotelの 

都合で8月度常任委員会は午後2時から開始される旨の説明が金子幹 

事よりあった。 

②文化委員会（中村俊介正会員：及川毅副会長兼文化委員長代理） 

＊ピクニック収支報告（見込み）連絡 

中村正会員より、去る5月12日にThe Gordon Ranchで行われたピクニッ 

クとソフトボール予選・決勝トーナメントの収支報告があった。今年度の 

収入実績$10,268に対し支出が$9,979.07で、最終的に$288.93のプラ 

スとなった。ただ、ピクニックでレンタルしたゴルフカートの破損問題が 

生じ、業者から約$650の修理費の請求が出される見込みのため、現 

在、商工会のLiability保険等でのカバーができるかどうかを調査中。カ 

バーできないことが判明した場合は、修理費をピクニック経費から支払 

う可能性もあることをご了解いただきたい。 

③婦人部委員会（岡野眞貴子婦人部委員長） 

＊古本市終了報告 

婦人部委員会による古本市を去る5月18日（土）の正午から4時まで、 

三水会センターのあるビル1階東側ホールで開催。その収益金が 

$766、寄付金が$155集まり、総額$921は小学・中学生用の図書購入 

のため三水会センター図書館へ全額寄付する。 

７．事務局関連事項（ライブロック祐子事務局長） 

①三水会センター図書館棚卸作業終了報告 

去る6月6日（木）から15日（土）まで三水会センター図書館において第 

3回目の棚卸作業を行った。作業は図書担当の竹中を中心に、ボラン 

ティア22名（大人14名、中学・高校生8名）の協力を得て無事終了。そ 

の結果、棚卸図書数が25,236冊、貸出中図書91冊となり、同図書館蔵 

書数は25,327冊となった。 
②2013年テキサス州六者交流会事前参加人数調査報告 

先般、サンアントニオ日本企業会から今年11月8日（金）・9日（土）のテ 

キサス州六者交流会開催に先駆け、各地区へ事前参加人数調査要 

請があり、ヒューストンでは15社（23名）の参加希望回答があったことを 

報告済み。 

③会員消息（敬称略） 

新規登録正団体会員3社(10名)、正個人会員入会15名(7社)、正個人 
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ダフル 

 学校がお休みの間に、旅行を計画しているご家

族も多いことと思います。今回は、犬を連れて旅行

に出かける際の安全について考えてみたいと思い

ます。 

 ヒューストンでは、車での移動が日常的です。旅

行にもマイカーで出かけることも多いでしょう。子ど

もたちには、チャイルドシートの義務づけがなされ

ていますが、ペットに関しては特に決まりはありま

せん。でも、決まりがないというのは、何もしなくて

も安全というわけではないのです。 

 運転中、車内で自由にしている犬は大変危険で

す。急ブレーキを踏んだときにバランスを崩して転

倒したり、窓ガラスにぶつかってしまうかもしれませ

ん。運転席や助手席に座っている人の膝に乗って

いる犬は、万が一の事故の際にエアバッグで怪我

をしたり窒息したりするおそれがあります。犬ばかり

ではありません。運転中に犬に気を取られて脇見

運転してしまったり、犬が運転席の飼主にじゃれ

ついてハンドル操作を誤ってしまったり、小型犬が

足元に入り込んでブレーキを踏めなくなったりす

れば、大きな事故にもつながりかねません。犬を

連れて運転する際は、旅行に出かける長距離の

移動も、近所の動物病院に出かけるような短距離

の移動も、是非、犬のためにもご自身のためにも

安全にお出かけください。 

 一番安心なのは、犬をクレート（プラスチック製の

移動用のハウス）に入れて移動することです。中に

は、クレートの天井部分にシートベルトを引っ

掛けて車の中で固定できるようなデザインのも

のもあります。そのような装備がないものでも、

クレートの持ち手部分にシートベルトを通して

座席の上に固定するか、持ち手がない場合

は、丈夫なロープでクレートを固定するか座席

や荷物で挟み込んで、車内でできるだけ固定

されるような工夫をしてください。そうすれば、

万が一急ブレーキを踏んだときにも、衝撃を最

低限におさえることができます。 

 犬用のシートベルトというものも市販されてい

ます。胴輪のようなものを犬に装着して、これ

を車のシートベルトに接続するタイプが多いよ

うです。使用する際には、是非、犬用シートベ

ルトの強度を確認するようにしてください。人

間用のシートベルトは、衝突安全実験を重

ね、安全性が確認されていますが、犬用の商

品は実際の衝突時には破損してしまい、犬の

安全を守れないものもあるのです。日本で売ら

れていた犬用シートベルトのパッケージに、「こ

のシートベルトは車内の犬の動きを制限するも

ので、衝突時の安全を保障する物ではありま

せん」というような説明を見つけたことがあり、

「シートベルト＝安全」というイメージを疑う必

要があると思い知らされたことがあります。 

 飛行機での旅行はどうでしょうか。犬を飛行

機に乗せて移動すると、過度のストレスにより

体調を崩してしまう場合があることはもちろん

のこと、特に夏の時期には、熱中症のリスクを

伴うことがあります。航空会社の中には夏の時

期の犬の移送を制限しているところもありま

す。たとえば、ユナイテッド航空は、5月15日か

ら9月15日までの間、特に暑さに弱く、呼吸器

系の問題を起こす可能性の高い短頭種（鼻の

短いタイプの犬種）のボストン・テリア、アメリカ

ン・ブルドッグ、パグ及びそれらの犬種の雑種

犬の移送をしないという決まりを設けていま

す。それ以外の期間でも、出発地または到着

地の気温によっては、移送ができない場合も

あります。（詳細は、ユナイテッド航空のウェブ

サイトをご覧ください。http://www.united.com/
web/en-US/content/travel/animals/restrictions 
.aspx） 

 また、先日、テレビのニュースで信じられない

ような事故についてレポートされていました。グ

アムから、ボストンに移動する家族の愛犬

Boobooの話でした。ハワイとヒューストンでそ

れぞれ1泊して、食事と水を与えられて散歩に

連れ出してもらえる予定だったのに、手違い

で、ハワイで1泊せずヒューストンへ移動してし

  ヒューストン 
 

川原志津香 
（家庭犬しつけインストラクター） 

まい、さらに、犬が先にヒューストンに到着してし

まったと聞いて驚いた家族が、急ぎヒューストン

へ向かっている最中に、犬がヒューストンの空港

内で脱走し、車にひかれて死んでしまったという

のです(http://www.click2houston.com/news/fami 
ly-loses-pet-after-being-assured-animals-safe-tra 
vel/-/1735978/20321504/-/qirrng/-/index.html)。
その他にも、ニューヨーク州からアリゾナ州へ移

送される予定だった愛犬が、手違いでアイルラ

ンドに移送されたというニュースもありました。アメ

リカ国内の移動のはずが、海を渡ってヨーロッパ

まで移送されてしまうとは、飼主も想像もしなかっ

たことでしょう(http://abcnews.go.com/US/dog-tak 
es-accidental-trip-ireland-airlines-slip/story?id= 
18746247#.UbQDZ6Xv5SV) 。 

 稀なことだからニュースになるとはいえ、このよ

うなケースを見ると、短い旅行のために飛行機を

利用することは考え直そうかという気になります。

小型犬の場合は、航空会社の指定するサイズの

キャリーバッグやクレートに入れて機内持ち込み

できる可能性もありますので、飛行機の移動が

必要な場合は、是非機内持ち込みの可能性を

検討してみてください。もちろん、機内持ち込み

できても、キャリーバッグの中で犬が鳴いてしまう

と、周りの方の迷惑となってしまいますので、数

時間キャリーバッグに入っておとなしくしている

練習をしてから旅行に出られることをお勧め致し

ます！ 

 最後に、犬との旅行の安全のために、犬には

必ずIDタグをつけて出かけるようにしましょう。家

から遠く離れた旅先で万が一犬が行方不明に

なってしまったときに、首輪も身につけていなけ

れば飼い犬かどうかも分かりません。首輪を必ず

身につけておき、首輪には、ヒューストン市の動

物管理局(BARC)発行のライセンス・タグや、犬

の名前や飼主の電話番号の記載されたIDタグ

をつけておけば、飼主と再会することもより簡単

になることでしょう。もちろん行方不明にならない

ことが一番ですが、万が一を考えて犬にも身分

証明書を身につけてお出かけください。ヒュース

トンのペット・ライセンスについては、BARCの

ウェブサイトをご覧ください 

（http://www.houstontx.gov/barc/lyp_about_Licen 
sing.php）。 

 旅の安全に気をつけながら、みなさま思い出に

残る旅を楽しんでください！ 
  

婦人部だより 

 今日から6月。日本では既に梅雨に入ったところもあり、また

ヒューストンには暑い夏がやってきました。そんな中、“あそぼー

かい”にたくさんのちびっ子が集まってくれました。 

 先月と同様に今月も虫歯予防デー、時の記念日、そして父の

日と盛りだくさんのテーマがありました。「くろわん、しろわんはみ

がきシュッシュッ」の紙芝居の後は、スタッフ特製の歯ブラシを

持っての「ハミガキじょうずかな」で歯磨きの練習。みんな上手に

歯を磨くことができました。「とけいのうた」で体を動かした後の工

作では、父の日のプレゼントづくりで腕時計を作りました。それぞ

れ好きな色の丸い台紙に時計の針をつけ、上手に数字を書い

たちびっ子達。まだ数字が書けないちびっ子は、絵を描き、最

  ～あそぼーかい～ 

 

 変更がある場合もございます。三水会セン

ター内ポスターやヒューストンなびでもご確

認ください。 
 スタッフは、随時募集中です。ご興味をお

持ちの方やお問い合わせは、次のアドレス

までご連絡下さい。お待ちしております。 

あそぼーかい    
  mama.asobokai@gmail.com 
読み聞かせの会  

  houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

 
テーマ：学校でのコミュニケーション 

申し込み受付開始：8月20日 

申し込み方法：以下のアドレスに①お名前

②携帯番号③所属先④お子様の年齢を明

記の上、お申し込みください。 
eikaiwahouston@gmail.com 
今回はお子様連れＯＫのレッスンです。 

 

英会話９月度レッスン 

ご案内 

車での移動の際には、犬は

クレートに入れておくのが安

心 で す。（写 真 左 が ヒ ュ ー

ゴ、右がシャーリのクレート）  

シートベルトをかけて

固定できるタイプのク

レートもあります。  

夏の暑い時期

は、飛 行 機 へ

の積み降ろし

のために屋外

で待機してい

る間に熱中症

になるおそれ

が あ る と 聞 き

ます。  

左から、犬の名前と電話番号入りのIDタグ、

2011年BARCライセンス・タグ、狂犬病注射

済みタグ、2012年BARCライセンス・タグ。  

後にバンドを付けてかわいい腕時

計の出来上がり。きっとお父さんに

喜んでもらえることでしょう。 

 あそぼーかいでは、7月、8月は

お休みを頂いております。9月に

真っ黒に日焼けした元気なちびっ

子達に会えるのをスタッフ一同楽

しみにしております。是非遊びに

来てください!! 

日時：9月12日（木） 10：00～11：30 
場所：三水会センター会議室 

●今後の開催予定 
＜あそぼーかい＞  

7、8月はお休み 

9月14日（土） 

9時30分～ 
 
＜絵本読み聞かせの会＞ 

7、8月はお休み 

9月7日（土）  

9時30分～  3歳以上 

10時30分～ 3歳未満 

婦人部委員会主催  

          

会員退会2社（3名）、常任委員交代１社、住所変更1社、会員配

偶者登録3名（2社） （詳細は別項「会員消息」欄参照） 
 

★よろしく！～新規入会です  
＊正団体会員入会 

・Kureha America, Inc.   
 1330 Post Oak Blvd., Suite 1600, Houston, TX 77056   
  Tel. 713-963-3670（代表） 

 正個人会員・常任委員：阿部俊輔    

 登録部会：物資・化学品部会 

・Osaka Gas Resources America Corporation 
  （大阪ガス株式会社） 
 1980 Post Oak Blvd., Suite 1500, Houston, TX 77056    
  Tel. 713-360-4820（代表） 

 正個人会員・常任委員: 山本唯史 

 正個人会員： 榎本茂樹・川西芳和・中村公彦・藤田 

       周作・生川裕晃・田山皓大 

 登録部会：エネルギー部会 

・Tokyo gas America ltd. 
 800 Town & Country Blvd., Suite 300, Houston, TX 77024   
  Tel. 713-465-1811（代表） 

 正個人会員・常任委員: 吉崎浩司 

 正個人会員： 西願寺篤史 

 登録部会：エネルギー部会 

＊正個人会員入会 

・Chiyoda International Corporation  鈴木正和  

・Hanwa American Corporation  藤田旭彦   

・Japex (U.S.) Corporation 平田一成  

・Marubeni America Corporation 和久いち子  

・Marubeni -Itochu Tubulars America Inc.  
     大畑順義・金澤健彦・蜷川研一   

・Sumitomo Corporation of America  

        及川毅・網倉昭・稲村敦志・平野貴裕・小柳剛  

・Yokogawa Corporation of America  

                小林健夫・鷹見裕司（恵子）・仲田陽介（志保） 

＊会員配偶者登録 

・Marubeni America Corporation 
                   山口奈津子（山口貴之氏配偶者） 

                      呉 尚真（伊藤優氏配偶者）  

・MMGS Inc. 量 希実子  

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

＊正個人会員退会 

・Marubeni-Itochu Tubulars America Inc. 篠田浩通 

・Sumitomo Corp. of America 上野真吾／竹本幸平（桂子）  

●替わりました  ～ メモのお願い 

＊常任委員交代 

・Sumitomo Corp. of America   上野真吾 → 及川毅 

＊住所変更   （電話番号、その他変更なし） 

・Hanwa American Corp. 
 （新）2925 Briarpark Drive, Suite 100, Houston, TX 77042  

会 員 消 息 ＜敬称略＞ 

→ 議事録 2ページからの続き 
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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。 

前回の吉原弘祐先生から泌尿器科がご専門の土橋正人先生にバトンが移りました。 

はじめに。 
 みなさま、初めまして、土橋 正人と申します。

私は神奈川県の北里大学で働いており、現在

はMD Andersonで黒坂先生、平山先生の後を

継いで、前立腺がんの研究をしております。 
 これまでのBack numberですでに泌尿器科領

域についてお話があったようなので、今回は少

し内科寄りのお話になりますが、最近増えている

といわれている男性更年期障害についてお話さ

せていただきます。 
 
 更年期障害というと女性に特有の症状と思わ

れがちですが、近年では、男性にも同様の症状

があるといわれ、男性更年期障害ともよばれて

います。 
 そもそも、更年期障害とは何でしょう。 
 更年期障害とは性腺機能の低下によりホルモ

ンバランスをくずし、自律神経失調症様の症状

（動機、息切れ、不眠、倦怠感…）や精神症状

（意欲減退、抑うつ傾向…）などを起こす症候群

のことを指します。 
 女性の場合、閉経前後にエストロゲンの分泌

が減少し、ホルモンバランスをくずし、更年期障

害をきたします。 
 一方、男性には閉経はありませんが、加齢によ

る男性ホルモン（テストステロン）の減少のため、

同様の症状を起こすことがあります。男性ホルモ

ンの減少による男性更年期障害のことを加齢男

性性腺機能低下症候群（略：LOH （ロー）症候

群）と呼ばれています。 
 今回のメディカル最前線ではこのLOH症候群

についてお話したいと思います。 

 
 

LOH症候群の症状 
 LOH症候群の特徴として、男性ホルモンの働

きが影響する臓器や部位にその症状がみられま

す。 
 男性ホルモンの働きが顕著に影響する生殖器

の場合、男性ホルモンの減少によって早朝勃起

の減少や勃起不全（ＥＤ）などの症状が認められ

ます。 
 男性ホルモンは脳にも影響を与えるため、イラ

イラ感や不安感、不眠、抑うつ感や性欲減退な

ど、精神的な影響をもたらすこともあります。 
そのほかの症状として、筋肉量の減少、内臓脂肪

の増加、ひげなど体毛の伸びが遅くなる。骨塩減

少などにより、骨粗鬆症の原因にもなるといわれ

ています。 
 これまで、LOH症候群はうつ病と診断されること

も多くありましたが、男性ホルモンの減少をその

原因とするという点でうつ病とは区別されます。た

だし、LOH症候群が進行することによってうつ病

を発症したり、うつ病の発症によりLOH症候群が

引き起こされるという場合もあります。 
 加齢による様々な身体の変化やストレスが、こ

の諸症状の原因となります。年齢が増すにつれ

て男性ホルモン低下による症状が強く出てきやす

いといえます。ただ男性ホルモンの量と諸症状の

程度には相関がないため、男性ホルモンの量が

少なくても、何の症状もない方も数多くおられま

す。 
 
かかりやすい時期 
 女性の更年期障害は閉経前後に多いといわれ

ますが、男性ホルモンは20代中頃をピークに30
代前半頃から男性ホルモンの分泌量は減少しま

す。したがって、更年期（40代後半～50代前半）

以降の年代には発症のリスクがあると考えてよい

と思われます。 
 しかしながら、最近は、LOH症候群の発症する

年代が徐々に下がってきています。実際に30代

中頃の人でも男性ホルモンの検査などでLOH症

候群と診断される方も多く存在し、30代の方の罹

患数は増加する傾向にあります。 
 この傾向の原因は、男性ホルモンを含め多くの

ホルモンは、その生成や分泌を含め、精神的な

影響を受けやすい性質を持っているからです。 
 強いストレスにより、自律神経が抑圧され、正常

なホルモン生成・分泌活動が妨げられるということ

はよくあります。 
 30代中頃～40代前半の男性は会社で責任あ

る地位にあることも多く、社会的なストレスに晒さ

れる機会が非常に多くあります。 
 強いストレスに晒される状態が日常的に続くこと

によって男性ホルモンの生成や分泌が妨げら

れ、LOH症候群を発症してしまうのです。 
 このような事情もあり30代の方であってもLOH症

候群にかかる方が多くなっています。 
 
LOH症候群の診断 
 具体的な診断方法としては、問診と血液検査が

あります。 

問診： 
 問 診 用 紙 は 施 設 に よ り 異 な り ま す が、

HeinemannらによるAging Males Symptom(AMS) 
スコアがよく用いられます。 
 自己記入式の質問紙で，心理的因子（睡眠状

況や気分について）、身体的因子（筋肉や体毛

のことについて）、性機能因子（性欲や勃起につ

いて）の質問で構成されています。 
 このほかにもうつ病や気分変調障害など除外

診断に必要な質問もあわせて行われます。 
検査： 
 血液検査として一般採血（白血球やヘモグロビ

ン、コレステロール、肝機能、腎機能など）のほ

か、男性ホルモン（総テストステロン、フリーテスト

ステロン）のほか下垂体ホルモンとして黄体化ホ

ルモン（LH）卵胞刺激ホルモン（FSH）やプロラク

チン（PRL）、成長ホルモン（GH）副腎ホルモンな

どのホルモン検査を行います。特に男性ホルモ

ンの低下がこの症候群で大事な証拠となります。 
PSA検査（前立腺特異抗原） 
 これは前立腺がんの検査ですが、LOH症候群

でホルモン補充療法を行う場合、前立腺がんが

あると症状を進行させてしまう可能性があるため

前立腺がんの除外は必要となります。 
 そのほか理学検査として体毛の様子や精巣の

触診、前立腺の触診、骨密度検査、腹囲測定な

どメタボリック症候群のチェックなども行います。 
 
LOH症候群の治療 
 薬物療法として、アンドロゲンの補充療法があ

ります。 
 ただし、この治療法は基本的に４０歳以上の男

性でかつテストステロン（男性ホルモン）の値が低

い方。さらに前立腺がんや肥大症など補充療法

が禁忌にならない方が適応となります。 
それ以外の方はそれぞれの症状に対し対症療

法となります。 
 LOH症候群の予防対策としては、交感神経の

緊張を避け、副交感神経を優位にすることが大

切です。 
 簡単に言うと、適度な運動としっかりとした睡

眠、食事をとること。過度なストレスを回避するこ

と。大きな声で笑ったり、人と楽しくおしゃべりする

ことが予防にもつながります。 
 豊かな更年期そして老年期を迎えるため、まず

は日常生活の改善から始めてみてはいかがで

しょうか。 

 

 次回は、口腔外科がご専門の浜名智昭先

生です。 

 浜名先生は今年の5月に渡米したばかりで

すが、アパートが同じで、妻とともに仲良くお

付き合いさせていただいております。笑顔が

素敵な先生で、とても好感が持てます。 

 歯科領域は大事な分野でもありますので楽

しみです。  

医師  

（現MD Anderson Cancer Center研究員）   

土橋 正人  

男性更年期障害について 

―LOH症候群をご存知でしょうか？？ 

婦人部だより 

記事が夏枯れとなるこの時期恒例になりました婦人部からお料

理レシピの紹介です。今回は2月に行われました婦人部委員会主

催のおもてなし料理講習会で吉川先生に教えていただいたお料

理の中から二品と、我が家のおもてなし定番料理を一品ご紹

介します。 

お役立ちレシピ ! 
渡部 淳子 

 一品目は生春巻き。ベトナムレストランの多いヒューストン。何度も口にはし

ているけど、あの皮をどう扱っていいかわからずおうちで作るのをためらわれ

ている方も多いのではないでしょうか。実は、少しコツをつかめば超簡単！お

子様もお野菜を抵抗なく食べられてお弁当にも重宝するヘルシーな一品で

す。皮はアジア系スーパーならどこでも乾物（麺）コーナーで売っています。

経験上、透明のケースに入ったもの、圧縮パックされたものの品質が高いで

す。そうでないと、袋をあけたらすでに皮が破けている・・・という悲惨な状況に

遭遇する可能性ありです。それでは作り方。 

  二品目は“バリバリチキン”。骨な

しもも肉（カロリーを気にしつつも美

味な皮付きを選択）に、酒と醤油（1

枚につき大匙1/3）で2、30分下味を

つけます。このとき身の厚いところは

包丁を入れて厚さを均一にしておく

と揚げやすくなります。下味を付けた

鶏肉に薄く粉をまぶして中高温で揚

げます。講習会ではall purposeの小

麦粉を使っていましたが、私はよりバリバリ感を出すために片栗粉を

使いました。下記の“万能だれ”をかけてできあがりです。（写真3） 

 このお料理、鶏肉だけでなく豚肉・魚・エビ・イカ・なす等具材は何

でもOKです。ディナーの時、お客様の目の前でアツアツの鶏に

ジュッとかける演出でお出ししてもいいし、忙しい時には冷蔵庫に漬

け込んで冷たい一品としてお出しすることもできます。 

 

  万能だれ（冷蔵庫で1、2週間保存可能） 

    醤油1カップ、酢1.5カップ、砂糖大匙4、葱1本、生姜1かけ、 

         ニンニク3～4かけ（以上みじん切り）、すり胡麻1/2カップ、 

    胡麻油大匙2  

      （香菜や豆板醤などお好みで加えても） 

 

では、我が家の定番おもてなし料

理にまいりましょう。シシャモの南蛮漬

けです。シシャモなんか売ってるの？

と思われるかもしれませんが、ランチ

マートには常時、Hマートには70％ぐ

らいの確率で魚コーナーの棚にあり

ま す。（写 真4）品 名 は ズ バ リ

Shishamo、そのまんまです。でも、日

本のように串に刺されて美しく並んではいません。頭も尾も関係なく

トレイにぎっしり小ぶりなシシャモが詰まっています。塩干しはされて

いないので、お料理にかかる前にキッチンペーパーの上に並べ、少

し塩をふってしばらく置いておくと余分な水分が出て身がしまりま

す。でも、何度かこの過程を忘れて作ったこともあるのですが、味は

あまり変わらなかったようにも思います。 

まずマリネ液を作ります。トレイ全部のシシャモを使うなら玉ねぎ半

分、小ぶりのニンジン1本ぐらいを細切りにします。シシャモと野菜が

ひたひたにつかる程度の量の酢を鍋で温め、そこにお砂糖を投入。

我が家は甘めが好みなのでかなりの量を入れますが、それぞれの

お好みに応じて、大さじ1杯ずつ味見しながら足していってくださ

い。少量の塩を足すと甘みが引き立ちます。味が決まったら、甘酢

が熱いうちに鷹の爪（お好みで）と細切り野菜を入れてマリネ液完成

です。酢は米酢でもワインビネガーでもOK。レモンや乾燥ゆず、お

好みのハーブを加えて様々なアレンジ可能です。 
水分を拭き取ったシシャモに小麦粉（all purpose）をまぶし、高温

に熱した油で揚げます。ほとんどが子持ちではないため破裂する心

配はあまりありませんが、念のため注意しながら揚げていきましょう。

注意しながらって…？と疑問をお持ちかと思いますが、私の場合、

少し顔をそむけながら、破裂したらすぐに飛び退く気持ちを持って、

という感じです。美しいお顔に何かあっては、と思われる方は顔を雑

誌ででもカバーしながら挑まれるか、ご主人様にこの作業をお願い

してください。パリッと揚がったシシャモを順次、マリネ液の入った鍋

に放り込んでいきます。余熱が取れたら冷蔵庫で保存。全体にマリ

ネ液がなじむまで、思い出したら混ぜてくださいね。2、3日はおいし

くいただけます。それ以上でも美味しいかもしれませんが、そこまで

残ったことがないので不明です。 
 

 ほかにもご紹介したいお料理がたくさんありましたが、誌面の都合

上今回はここまで。ぜひお試しください。 

 （1）中身の具材を用意します。これがなきゃダメというものはありません。冷

蔵庫のお掃除をする感じでOK。胡瓜、人参、セロリ、ピーマンなどは千切り。

レタスは柔らかいものはそのまま、硬めのものは千切りでも手でちぎっても。

その他、戻した春雨、もやし、しそ、香菜、ねぎ等。野菜だけでも超ヘルシー

でOKですが、ゆでたエビを加えるとさらに豪華。大きなエビを使うときは、縦

に二つに切って節約しても。さらに節約するならカニかまを代用。我が家で

は、定番以外にキムチと焼肉を加えて韓国風、生ハムやスモークサーモンを

加えて洋風にとバリエーションを楽しんでいます。 

 （2）以上のような具材をまな板の横にすべて準備して、大きめのお鍋にお

風呂より少し熱い程度のお湯を沸かします。まな板はきれいに拭いておきま

しょう。雑菌が気になる場合はサランラップ、水でぬらしたキッチンペーパー

やふきんを敷いてもいいのですが、サランラップ・キッチンペーパー・ふきん・

春巻きの皮の種類によっては相性が悪くくっついて作業続行不可能な状況

に陥ります。まずは1枚試してみて下さい。皮は1枚ずつもどします。しゃぶ

しゃぶの要領で湯にくぐらせ、まな板の上に。この時点で少し硬いな、と思っ

てもみるみるうちに柔らかくなります。 

 （3）好みの具材を皮の上、すこし手前に重

ねていきます(写真1)。エビを入れる場合は一

番下に置くと後で外側から透けてきれいで

す。巻き方にも色々バリエーションがありま

す。両側を巻き込む場合は、具材がはみ出な

いように真ん中寄りに置きます。両側からサラ

ダ菜など出して豪華に盛り付けたいときは、皮

からサラダ菜がはみ出るように（写真2）。指で

かなりきつく巻いていきますので、ご覧のよう

に、一つにかなりの具が入ります。 

 （4）（3）を巻いていきます。この時、前述した

ように一巻き一巻きかなりぎゅっと巻いていく

のが最大のポイントです。でないと、食べると

きに持ち上げた途端、バラバラ事件になって

しまいます。一度体験するとお分かりいただけ

ますが、自然に水分が抜けて皮どうしがくっつ

いていくので、巻き終わりを気にする必要はあ

りません。 

 （5）たれの定番は市販のスィートチリソース。こ

れにお好みでナンプラーや絞ったライムを加えます。 

 少し乾きますが、午前中作りおくこともできるのでお客様や忙しい日に便利

ですよ。 

写真１ 

写真２ 

写真３ 

写真４ 
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1７ ブラゾスベンド州立公園   
Brazos Bend State Park: ヒューストンより車で約1時間  

清水直樹 （清水直樹歯科医院） 

 ヒューストンから2番目に近い州立公
園 は 多 分 こ のBrazos Bend State 
Park だと思います。飛ばせば（飛ばさ
なくてもいいですが）1時間以内につく
かもしれないです。といって侮ってはい

けません。多分テキサスの州立公園の

中では一番有名です。州外から来る人

もたまにはいるようですし、何年か前は

あのイギリスのBBCが取材に来ていま
した。何の取材かというとやはりワニで

す。皆さんもヒューストンに赴任が決

まったらたぶんワニの話は聞かされたと

思いますが、実際来てみるとなかなか

見ないですよね。私はゴルフはしない

からわからないですが、ゴルフ場ではよ

く昼寝してるらしいですね。ヒューストン

にいるのにまだ野生のワニをまじかに

ご覧になったことがない場合は、すかさ

ずここです。ここほど、ワニを高密度で

近くから観察できるところはありません。

BBCがフロリダでなくここを選んだ理由
は、狭い敷地内で高密度にワニが見れ

て、他の観光客が少ないので写真が撮

りやすいからのようです。観光客が少な

いというコメントはおいておいて、行く価

値はあります。私の友達の動物写真家

もここはすごい！といっています。日本

でもいろんな動物が見れるところはある

けど、こんなに密度高くいろんな動植

物が見れるところは、なかなかないそう

です。このガルフストリームが出る頃に

は私は日本です。日本歯科審美学会

第106回    豊川亜希子 さん 

ヒューストン駐在も早いもので5年目に突入。夫婦2
人でアメリカに来たが、今やアメリカ生まれの子供が2
人増え4人家族となった。今回はアメリカでの出産体
験を記したいと思う。私は長男を「臍のうが首に巻きつ

いている」という理由で帝王切開で出産。今年5月末
に生まれた次男も「長男を帝王切開で生んでいるか

ら」という理由で同じく帝王切開。長男の時は初めて

の出産で状況が良くつかめない中行われたが、次男

の時は違う。一度手術を体験している分、手術に対す

る不安、緊張、そして術後の痛みを考えると体が震え

た。しかしそんな私とは裏腹に手術工程全てが非常に

明るい！ 

手術室では看護士さんが準備をしながら大きな笑

い声。ド派手な化粧の人もいる。そういえば病室で最

初に点滴をしてくれた女性看護士さんはネオンカラー

のネイルにガムをクチャクチャさせてたっけ。私の緊張

を悟った看護士さんが、体を擦ってくれたり、明るく

いっぱい話かけてくれ、少し不安が解消。そしてドク

ターが緊張する私に「それでは、本日は何の手術をす

るか言って下さい」と聞いてきた。質問の意味が分から

ない私は「はぁ、帝王切開ですけど…」と答えると、ドク

ターが「Does everybody agree!?」と看護士さん達に言
うと、全員が「Yeaaah!!」と叫びながらパーティーのよう
な雰囲気の中で手術が始まった。アメリカでの手術は

雰囲気が違いすぎて気疲れする。その内に主人が登

場し、私の頭の側に席を取った。日本でも家族が手術

室に入るのだろうか？緊張していた私にとって、主人

が近くにいてくれたことはとても心強かった。と、安堵し

たのもつかの間、あっという間に赤ちゃんの産声が！

主人が慌ただしく写真を撮り始める。「今、

指の数を数えてる」「頭のサイズ図ってる」

と実況中継してくれた。 

手術後はリカバリールームで一時間余り

を過ごした。10台くらいのベッドが並んで
いたが、寝ているのは私だけ。この日はメ

モリアルデーで病院は空いており、お蔭で

手厚い看護が受けられた。そう言えば長男

もサンクスギビングデー当日に誕生。本当

に祝日が好きな兄弟である。 

その後やっと自分の病室へ。アメリカで

は生まれた赤ちゃんはニット帽を頭にかぶ

り、ブランケットで固く巻かれて登場する。

ブランケットは子宮の中にいた状況に近い

 

 ｢夏休みは何をしましたか？｣ 長い、ナガ～イ夏休みが終わり新学年度が始

まった初日、集中力の緩くなっている生徒達にこんな質問をする事にしてい

た。「ディズニーランドに行きました」「サマーキャンプに行きました」｢お父さんの

いるコロラドに行ってました｣（離婚した家庭では長期の休みの間、普段一緒に

暮らしていない側の親元に送られるケースが多い）、家族で「ヨーロッパ旅行」

や｢クルーズ｣という豪華版もある一方、「どこにも行かなかった、家でゲームして

いた」｢妹や弟のベビーシッターをしていた｣という生徒もいる。中には、｢日雇い

の土方作業をしていた｣（14才での労働は違法）という生徒もいたりしてビックリし
たことがある。 

 アメリカの公立学校では、色々な人種そして様々な家庭環境からやって来る

子ども達が、学校というひとつのコミュニティーの中で、勉強やアクティビティを

しながら一日の大半を共に過ごしている。その内部にいて見える格差の現実

は、まるでアメリカ社会の縮図を見ている様でもあった。 

 かつては学校が所在する地区の住環境、つまりその地区の家の価格等に

よって生徒の家庭の経済レベルは、ある程度予測がつくと一般的に言われて

いた。しかし近年そうとはいえない場合も多くなっている。地区の経済格差に

よって生じる教育の質の格差をなくし、人種、家庭の経済状態に拘らず、全て

の子供に均等に教育の機会を与えるべきだという趣旨の元でMagnet Program
が全米で開始されたが、1990年代後半以降、さらに独自の特色ある強化プログ
ラムを持つ学校が年々増えている。ヒューストン学校区（HISD）にも既に113校
あるそうした学校では、広範囲に生徒を募り学区外からの越境入学が認められ

ている。つまりMagnet強化プログラムがある学校は、総合評価が平均以上だと
認められ特別予算が支給されている学校であると同時に、在籍生徒とその家庭

事情にさらに多様性がみられるという事になる。 

 以前勤務していた学校は比較的裕福な住宅地区にあるMagnet Schoolだっ
た。スクールユニフォームが採用される前は、家庭の経済状態によって子供の

服装に明らかな差があった。特に冬になると、毛皮のジャケットを着てくる生徒

がいる一方で、セーターさえなく着古した長袖のTシャツのみの子もいたもの
だ。ユニフォームについての決定権は各学校に委ねられるが、服装に関する嫉

妬やイジメ等が減り、勉強に集中することができるという賛成派と、子供

の個性と表現力・創造性の発達の妨げになるという反対派に分かれて

おり、現在、全米では約20％の公立校がユニフォームを採用している。
服装による格差が改善されても、公立学校には、ミドルクラスの家庭も

多い中、住み込みのお手伝いさんを抱えた裕福な家庭から、日本の一

般家庭の常識ではまったく想像もできない家庭環境からくる生徒も中

にはいるという現実は変わらない。 

 学校でのランチを例に挙げてみよう。日本国内では給食費の滞納が

一時深刻な社会問題となっていたが、アメリカの公立学校では、政府

によるNational School Lunch Programの充実により、経済的に恵まれな
い家庭(economically  disadvantaged family)の生徒へは、申請があれ
ば手厚い援助の手が差し伸べられる。学校のランチは通常$1.70~2.25
するが、4人家族でグロス年収の合計が$42,643以下だと$0.40払うだけ
で良いし、$29,965以下だと無料で支給される。この援助を受けている
生徒が果たしてどれくらいいるかというと、同じ学校区内でも学校によっ

てその割合は異なる（各School Profile参照）が、HISD全体で80%、
SBISDで57%、Katy ISDで30%となっており（2013年現在、各ISDのHP
参照）、かなりの人数がいる事が分る。家庭で十分に栄養のある食事を

与えられていない子供にとって、この学校でのFree Mealsが命綱になっ
ているケースも少なくないのである。  

 移民の数は毎年増えているが、アメリカへの移民は決して簡単では

ない。祖国を離れ、アメリカでの永住を覚悟した親たちは、「この国で生

き延びるには必死で英語をマスターし、一生懸命努力し続けなさい。そ

うすれば将来成功できるチャンスがある」と子供に日々言い聞かす。最

近の記事で、10才の時に難民としてアメリカにやって来て、当初は英語
が一言も喋れず、シングルマザーで困窮した家庭であったにも拘ら

ず、今年ハーバード大をはじめトップアイビーリーグ大学全てに学費免

除で合格した男子生徒の話が載っていた。育った家庭環境、バックグ

ランドがどうであれ本人の努力・能力次第で道が開かれるアメリカンド

リーム。公立学校はその基盤作りの場でもある。様々な格差の問題を

抱えながらも、たとえその生徒が外国からの難民、あるいは違法入国

者の子供であろうと平等に教育の機会を与えているという、そうした事

実を学校教育の内部にいて目の当たりにすると、つくづくアメリカという

国の懐の深さに敬服したものだ。 

Special Education Column  

③ 格差について  

教室から見えるアメリカ 
異文化問題コンサルタント 西元 洋子 

でなんとシンポジスト として招待されていますので、今頃東京でアメ

リカ最先端の歯科の話をしているはずです。ちょっと緊張しますが。

この緊張を解くために（笑）講演のスライドの合間に使う写真のほとん

どはここで撮られています。行くたびに何か新しい発見がある場所で

す。ヒューストンにいちばん近い桃源郷ともいえるかもしれません。 

 ワニ以外にも春先のワイルドフラワー、5月の蛍はわれわれ日本人
には情緒深いものがあります。また日本では絶滅したトキやスプーン

ビル など野鳥の宝庫です。鹿やアルマジロなども頻繁に見られま

す。ステートパーク内なので、ライセンスなしで、釣りも楽しめます。

大きなナマズを狙うのもいいですが、子供にはお祭りの夜店感覚で

ブルーギル の釣りも楽しいです。小さい針にミミズをつけて、上から

魚を見ながら釣ることができます。ただしすぐに釣り上げないと、ワ

ニに横取りされたりします。また、天体望遠鏡もあり星座観察もでき

ます。キャンピングや自転車も楽しめますが、ワニが多いためカヤッ

クは禁止のようです。秋から冬そして春にかけてはハイシーズンで

キャンプをするには1年位前から予約がいる場合があります。 

 ワニに関しては春先（3－5月）の朝、
オスのワニが半分体を水につけて体を

震わせて水しぶきを上げ叫びながらメ

スを探します。夏には子供が生まれま

す。雨などで気温の低い日の続いた

後の温かい晴れた日はたくさんのワニ

が、池から出てきてこうら干しをしてい

ます。実際普通のトレイルの真ん中に2
メートルものワニが寝ていることはよく

あります。まだ体温が低いうちはワニも

動けないので安全です。しかし、いつ

動ける状態になってるかはわからない

ので、危険です。瞬発力はあるようで、

低い枝にいる鳥の雛などは、ジャンプ

して食べてしまうこともあります。いちば

んよくワニの見れるのは公園に入って

すぐ左の40-Acre Lake だと思います。
Brazos Bend State Parkは私にとっては
いろんな面白いものが詰まったおも

ちゃ箱のようなところです。 

 Brazos Bend State Parkについて、詳
しく知りたい方は、テキサス観光.com 

www.texaskankou.com をご覧くださ

い。ここは近いこともあり、1年中を通し
て、ご家族で散歩がてら何回も行かれ

ることをお薦めます。四季折々に応じ

て、ヒューストンの自然の変化を楽しめ

ます。テキサス観光.comには、ヒュース
トンにいるからこそ行ける他の楽しい場

所も載っていますので見てください

ね。 

  

らしく、赤ちゃんが落ち着くらしい。この巻き方は単

純なようで素人には中々難しく、おむつ替え等でブ

ランケットを解いてしまうと同じように元に戻すのは難

しい。 

病室では母子同室。私は手には点滴、足には

マッサージ器がついている状況でベッドから出ること

ができない。 

赤ちゃんのベッドには、オムツ、おしりふき、ミル

ク、着替え等が収納されており、使った分だけ補充し

てくれるので有難い。動くことの出来ない私に代わ

り、日中は家族が赤ちゃんのお世話をしてくれたが、

夜は私が担当。ベッドから体を起こすだけでお腹が

痛かったが、痛み止めを飲みながら世話をした。こ

れが相当キツかった！！ 

入院中は食事が楽しみの一つ。食事代は部屋代

に含まれていたのでオーダーし放題だが、ここはア

メリカ。メニューにはハンバーガーやフライドチキン

等、いつも通りのアメ食が並んでいる。塩っ辛いもの

もあれば、そこそこの味の物もあったが、一番は母が

炊いてくれたお赤飯。久しぶりの日本食は体に染み

る！ 

入院期間はたった4日間。もっと病院で看護を受
けたかったが、まだまだ痛みが残っているお腹を支

えながら、抗生物質と痛み止めを処方され帰宅し

た。 

アメリカでの出産は日本での出産と異なる点が

多々あるであろう。どちらが良いとは一概に言えない

が、私にとって2回のアメリカでの出産はとても貴重
な経験になった。 

二人はアメリカ生まれ！ 
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ヒューストン総領事館だより 

ヒューストン・千葉姉妹都市提携40周年 
－ 千葉市議会議員の来訪と千葉市寿司職人による講演 －  

 今年3月、ヒューストンと千葉の姉妹都市提携40
周年を記念して、当地日米協会の支援を得て、ゴ

ンザレス・ヒューストン市長代理を団長とする代表

団が千葉市を訪問しました。ヒューストン市訪問

団は、千葉市で歓迎を受け、熊谷千葉市長を表

敬訪問した他、学校訪問や文化交流等を通じ

て、両市の姉妹都市交流を深めました。 
今回、その答礼訪問として、6月3日から7日ま

で、小川智之千葉市市議会議長と川村博章市議

会議員がヒューストンを来訪しました。一行は、4
日にヒューストン市議会を訪問し、パーカー市長

より、この日を「ヒューストン・千葉姉妹都市の日」

と宣言し、これまで40年にわたる両市の交流の発
展について述べた宣言書が小川議長に贈呈され

ました。小川議長は、ヒューストン市の歓迎に対す

る謝意を表明し、今後益々両市の姉妹都市関係

の発展を祈念する挨拶を行いました。小川議長と

川村議員は、ヒューストン日米協会のアレンジに

より、千葉市と経済交流協定を締結している

ヒューストン・テクノロジー・センター、NASA、ハー
マン・パーク日本庭園、ヒューストン美術館、アジ

ア協会テキサスセンター、MDアンダーソン癌セン
ター等を訪問しました。小川議長と川村議員は、3
月にヒューストン市訪問団として千葉を訪問した

ゴンザレス市長代理、ホアン市議会議員や日米

協会関係者との再会を喜ぶ機会となりました。 
 さらに、昨年JETROの事業で当地を来訪し、
ヒューストン市から名誉市民に任命された千葉

市の寿司職人・風戸正義氏の再来訪が今回の

千葉市議会議員の訪問と重なったことから、5日
に総領事公邸にて千葉市議会歓迎レセプショ

ンを実施しました。レセプションでは、風戸氏が

友好協定を締結しているノルウェー水産物審議

会から提供を受けたサーモンをはじめ、数種の

ネタを招待客の前で握りながら、お寿司に関す

るレクチャーを行い、お寿司を通じて日本文化

に親しんでいただく機会となりました。さらに、6
日夜には、ライス大学において、風戸氏による

一般公開の寿司レクチャーが実施され、文化的

背景、味だけでなく鮮度を保つための様々な工

夫、磨かれてきた技などについて実演を交えた

講演が行われました。100名を超える参加者が
講演を聴講し、日本の食文化について理解を

深めました。 
また、5月には、ライス大学の学生23名と引率

者2名が、外務省招聘事業「KAKEHASHI Pro-
ject – The Bridge for Tomorrow-」にて訪日した
際に、千葉市役所を訪問し、市長を表敬訪問し

た他、千葉大学の学生との交流や幕張メッセ、

モノレール等の視察を行いました。これらの訪

日したライス大学学生も、今回の一連の姉妹

都市交流事業に参加し、小川議長や川村議

員に対して日本での体験についてプレゼン

テーションを実施した他、風戸氏の寿司レク

チャーに出席しました。 
（文責：ヒューストン総領事館） 

節目となる記念すべき2013年に 

将来への橋を架ける  

パッツィー・ブラウン（Patsy Brown） 

ヒューストン日米協会（JASH）事務局長 

45年前、日本とヒューストン出身の先見の明が
ある人々が、将来、日米両国がかけがえのない

関係を結び21世紀の社会を牽引していくことに
なるであろうと気付きました。こうして生まれたの

がヒューストン日米協会(JASH)です。JASHは、
ニューヨーク日米協会とジョン・ディ・ロックフェ

ラー3世による支援を基盤として発展し、日米協
会の国内ネットワークとも連携している非営利団

体です。本団体は、日本に対する理解を深める

ための活動を支援する事をミッションの一つとして

います。1968年の創立以来,日米両国の関係をより
建設的かつ力強くするための活動を続けると共

に、異文化交流への意識を高める環境をヒュースト

ン市に提供して参りました。また、芸術・文化から、

ビジネス・政策そして教育に至る様々な興味深い

公開講座を主催することにより、両国間の知識や

文化交流の手助けをしています。 

 

2013年はJASHとヒューストンにとって記念すべき
年です。JASH創立45周年、ヒューストンと千葉市と
の姉妹都市提携40周年、そしてジャパンフェスティ
バル20周年となる年なのです。この記念すべき年
に、我々関係者が文化意識の向上プログラムやイ

ニシアチブの強化に努めることにより、新たな活力

と協力関係が築かれ、より深いコミットメントがもたら

されることを期待しています。 50周年、そしてそれ

以降の数年を視野に入れ、将来の活動の地固めを

行いながら多くの成果が得られるよう努力してまいりま

す。 

ヒューストン日米協会（JASH）の新エグゼクティブ・
ディレクター（事務局長）として、私の日本語力やリ

レーションシップマネージメントと戦略開発の経験を、

このような重要な時期に活かせることをとても誇りに

思っています。私は、約12年間日本に住み（岩手県
九戸村、東京都）、学び（上智大学、慶応義塾大学大

学院）、働いた（JETプログラム、長島・大野・常松法
律事務所）貴重な経験を持っています。そんな私が

ヒューストンで日本とアメリカの交流を深めることを目

的とする団体の一員として働けることをとても幸せに

感じています。 

JASHは、ここヒューストンにおける他の団体や企業と
強い関係を築き、これらのリソースを利用させて頂き

ながら、日本の伝統・古典舞踊や音楽のパフォーマ

ンス・映画を紹介したり、日本企業のポリシーに係

る問題等を取り上げた活気あるレクチャーを企画

するなど様々なプログラムを提供したりしていま

す。それらを通して日本に対するより深い理解を

促進することが私のJASHにおける使命であると
思っております。ヒューストンに日本の政治家、詩

人や役者を招くことも楽しい活動の一つです。ま

た、日本語講座の強化、ヒューストン・千葉姉妹都

市間の学生交流プログラムの規模の拡張の他、

教育者のワークショップ、子供向けのクラス、大人

の生涯教育プログラムの主催も意欲的に行ってい

ます。 

規模を大きくし、これまで以上に野心的なプロジェ

クトに取り掛かる一方で、これまで同様、知的・文

化的に意義のある物事に｢チャレンジする」刺激的

かつ社会的なフォーラムであり続けたいと思って

います。一方で、日本の隣国との関係の変化、ア

ジアや西洋が脱工業化社会を目指すことによって

直面している諸問題にも目を向け、21世紀におけ
る新しい日本の誕生に関する研究の最先端となる

ことを目指しています。これら全ての活動を通して、

既存の協力関係を強化しつつ、新たなメンバーとも

親睦を深め、ヒューストンにおける日本さらには将

来との架け橋となるよう努力して参ります。 

私は現在計画中のプロジェクト、特に11月2日に行
われるJASHギャラパーティーを始めとした数々の
催事を楽しみにしておりますので、商工会の皆様も

最新情報をお見逃しなきよう、JASHのホームペー
ジをご覧ください！  

これまで皆様と友好的な関係を築かせていただき、

皆様から多くのご支援を頂いてきたことに大変感謝

しております。お陰様で様々なチャレンジを乗り越

え、多くの人々の心に触れることができました。 

これからも色々お世話になりますが、どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 クローフィッシュ（Crawfish）を初
めて食べたのは、10年位前でフロ
リダに住んでいた時のことでした。 
 「クローフィッシュとジャンバラヤ

のパーティがあるよ。」と言われ、

「行く、行く！」と反射的に答えた

私でしたが、ふと我に返って、「ク

ローフィッシュってなんだ？」と息

子たちに聞いてみました。 
 クローだから黒いの？カラスの

魚？何だそりゃ？「違うよ、クロウ（crow）じゃなくてクロー。」 
 なんだクロール(crawl)フィッシュの聞き間違いか。「違うよ、クローだよ。
大きな爪がある赤いエビみたいなヤツ。」 
 でも、フィッシュっていったら魚でしょ？あ、クロー(claw)って爪か！爪が
ついてるから…「違うよ！Rだよ！」 
 結局わからないまま対面したのは… 
「こ、これか？ザ、ザリガニにそっくり！」って、まさにザリガニでした。こんな

の食べられない。これは、「田んぼやドブの中に住んでいて、子どもたちが

釣りの練習をするものである」、というのが私の中でのザリガニの解説。 
 「おいしいから食べてみなよ。」と言われ、おそるおそる一つつまむも、見

た目が気持ち悪～。これはまさに子どもの頃、近所のドブで釣って遊んで

いたザリガニそのもの。これを食べるのか？しかも、食べ方わからないし… 
 「頭をもいで、しっぽをひっぱると、ほら、簡単にむけるでしょ。」とホストは

言うが、これがなかなか難しい。でも、食べてみると、スパイスが効いてい

て、生臭さもなく、エビといわれれば「そうか」と納得できる味でした。 
 それっきり、ヒューストンに来るまでクローフィッシュに出会うことはありま

せんでしたが、いつも行くスーパーの店頭で、ゆでたクローフィッシュに再

会した時、思わず2パウンド買ってしまいました。家に帰って息子たちと食
べると、おお、これはうまい！ 

 それから毎年、クローフィッシュの季節（4月から7月頃）になると、スー
パーの魚売り場に毎週行って、モゾモゾうごめくクローフィッシュを買って

きては、家でゆでて食べています。袋で買うと安い（一番安い時は、１パウ

ンド99セント）ですが、ひと袋に30パウンドは入っていて、パーティでもな
い限りちょっと食べ切れません。そんなわけで、私はバラ売りを5～6パウン
ド買います。クローフィッシュをつ

かむ大きなとりばさみを上にかざ

した時、山で遭難した人たちが

助けを求めるようにはさみを振り

上げて、「おーい、おーい」と呼

びかけてくるようなヤツが狙い目

です。「うん、うん、そんなに食べ

て欲しいんだね。」とニンマリ笑

いながら、おしりの大きそうなの

を次々と袋に放り込みます。ま

た、クローフィッシュは仲間の下

敷きになるとじっとしています

が、自分が上になるといきなりお

尻を激しく動かして暴れだした

り、ブルドーザーのようにガガ

ガーッと動いたりするので、そう

いう元気なヤツを選びます。 
 お店で頼むと蒸してくれますが時間がかかるので、私は買うとすぐに家

に電話をして、大鍋にお湯を沸かしておいてもらいます。こうすると、家に

帰ってクローフィッシュが弱る前にすぐゆでることができます。お湯は沸騰

寸前まで沸かし、クローフィッシュを一気に鍋に入れます。 「いや～！」と

泣き叫ぶかのように袋の端に必死ですがりつくクローフィッシュに、「あん

たも、ほんにごクロー（苦労）さま」などと親父ギャグをとばしながら、容赦な

く鍋の中に落とします。この時、情け心を出してはいけません。一瞬で茹

でないと、古くなったゴムのようなボソボソした食感になります。 
 クローフィッシュ全部が無事に鍋の中に入ったら、今度はスパイスを入

れます。魚売り場にあるクローフィッシュの絵が描いてある赤いスパイスが

手軽です。お好みで量を調節してください。入れすぎると辛くなります。私

はここで、1パウンドあたり大さじ1/2くらいの塩も入れます。8～10分くらい
茹でたら出来上がり。すぐにザルにあげて食べると、プリプリした食感に、

しばらくスパイス水の中に漬けておくと、味がよく沁みて身が柔らかくなっ

てきます。 
 せっかくヒューストンに来たのですから、一度はクローフィッシュを食べて

みてください。多価不飽和脂肪酸、ビタミンE、ナイアシン、葉酸、カリウ

ム、マンガン、タンパク質、リン、セレンなどを多く含むそうです。食する時

は、食欲減退しないように「ザリガニ」とは呼ばずに、クローフィッシュで通

しましょう。 
 
  

①クローフィッシュ （「ザリガニ」と呼ばないで！） 

 「人種のるつぼ」といわれるアメリカの中でも、特に“るつぼ度”の高い
ヒューストン。ここに住む様々な国の人たちのために、スーパーマー

ケットで売られている、目にはすれどもどうも手が出しづらい、食べ方

が分からない、といった日本人にとって「珍しい様々な国の食材」に挑

戦した体験をご紹介します。 
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ヒューストン総領事館だより 

ヒューストン・千葉姉妹都市提携40周年 
－ 千葉市議会議員の来訪と千葉市寿司職人による講演 －  

 今年3月、ヒューストンと千葉の姉妹都市提携40
周年を記念して、当地日米協会の支援を得て、ゴ

ンザレス・ヒューストン市長代理を団長とする代表

団が千葉市を訪問しました。ヒューストン市訪問

団は、千葉市で歓迎を受け、熊谷千葉市長を表

敬訪問した他、学校訪問や文化交流等を通じ

て、両市の姉妹都市交流を深めました。 
今回、その答礼訪問として、6月3日から7日ま

で、小川智之千葉市市議会議長と川村博章市議

会議員がヒューストンを来訪しました。一行は、4
日にヒューストン市議会を訪問し、パーカー市長

より、この日を「ヒューストン・千葉姉妹都市の日」

と宣言し、これまで40年にわたる両市の交流の発
展について述べた宣言書が小川議長に贈呈され

ました。小川議長は、ヒューストン市の歓迎に対す

る謝意を表明し、今後益々両市の姉妹都市関係

の発展を祈念する挨拶を行いました。小川議長と

川村議員は、ヒューストン日米協会のアレンジに

より、千葉市と経済交流協定を締結している

ヒューストン・テクノロジー・センター、NASA、ハー
マン・パーク日本庭園、ヒューストン美術館、アジ

ア協会テキサスセンター、MDアンダーソン癌セン
ター等を訪問しました。小川議長と川村議員は、3
月にヒューストン市訪問団として千葉を訪問した

ゴンザレス市長代理、ホアン市議会議員や日米

協会関係者との再会を喜ぶ機会となりました。 
 さらに、昨年JETROの事業で当地を来訪し、
ヒューストン市から名誉市民に任命された千葉

市の寿司職人・風戸正義氏の再来訪が今回の

千葉市議会議員の訪問と重なったことから、5日
に総領事公邸にて千葉市議会歓迎レセプショ

ンを実施しました。レセプションでは、風戸氏が

友好協定を締結しているノルウェー水産物審議

会から提供を受けたサーモンをはじめ、数種の

ネタを招待客の前で握りながら、お寿司に関す

るレクチャーを行い、お寿司を通じて日本文化

に親しんでいただく機会となりました。さらに、6
日夜には、ライス大学において、風戸氏による

一般公開の寿司レクチャーが実施され、文化的

背景、味だけでなく鮮度を保つための様々な工

夫、磨かれてきた技などについて実演を交えた

講演が行われました。100名を超える参加者が
講演を聴講し、日本の食文化について理解を

深めました。 
また、5月には、ライス大学の学生23名と引率

者2名が、外務省招聘事業「KAKEHASHI Pro-
ject – The Bridge for Tomorrow-」にて訪日した
際に、千葉市役所を訪問し、市長を表敬訪問し

た他、千葉大学の学生との交流や幕張メッセ、
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日したライス大学学生も、今回の一連の姉妹
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員に対して日本での体験についてプレゼン

テーションを実施した他、風戸氏の寿司レク

チャーに出席しました。 
（文責：ヒューストン総領事館） 

節目となる記念すべき2013年に 

将来への橋を架ける  

パッツィー・ブラウン（Patsy Brown） 

ヒューストン日米協会（JASH）事務局長 
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1７ ブラゾスベンド州立公園   
Brazos Bend State Park: ヒューストンより車で約1時間  

清水直樹 （清水直樹歯科医院） 

 ヒューストンから2番目に近い州立公
園 は 多 分 こ のBrazos Bend State 
Park だと思います。飛ばせば（飛ばさ
なくてもいいですが）1時間以内につく
かもしれないです。といって侮ってはい

けません。多分テキサスの州立公園の

中では一番有名です。州外から来る人

もたまにはいるようですし、何年か前は

あのイギリスのBBCが取材に来ていま
した。何の取材かというとやはりワニで

す。皆さんもヒューストンに赴任が決

まったらたぶんワニの話は聞かされたと

思いますが、実際来てみるとなかなか

見ないですよね。私はゴルフはしない

からわからないですが、ゴルフ場ではよ

く昼寝してるらしいですね。ヒューストン

にいるのにまだ野生のワニをまじかに

ご覧になったことがない場合は、すかさ

ずここです。ここほど、ワニを高密度で

近くから観察できるところはありません。

BBCがフロリダでなくここを選んだ理由
は、狭い敷地内で高密度にワニが見れ

て、他の観光客が少ないので写真が撮

りやすいからのようです。観光客が少な

いというコメントはおいておいて、行く価

値はあります。私の友達の動物写真家

もここはすごい！といっています。日本

でもいろんな動物が見れるところはある

けど、こんなに密度高くいろんな動植

物が見れるところは、なかなかないそう

です。このガルフストリームが出る頃に

は私は日本です。日本歯科審美学会

第106回    豊川亜希子 さん 

ヒューストン駐在も早いもので5年目に突入。夫婦2
人でアメリカに来たが、今やアメリカ生まれの子供が2
人増え4人家族となった。今回はアメリカでの出産体
験を記したいと思う。私は長男を「臍のうが首に巻きつ

いている」という理由で帝王切開で出産。今年5月末
に生まれた次男も「長男を帝王切開で生んでいるか

ら」という理由で同じく帝王切開。長男の時は初めて

の出産で状況が良くつかめない中行われたが、次男

の時は違う。一度手術を体験している分、手術に対す

る不安、緊張、そして術後の痛みを考えると体が震え

た。しかしそんな私とは裏腹に手術工程全てが非常に

明るい！ 

手術室では看護士さんが準備をしながら大きな笑

い声。ド派手な化粧の人もいる。そういえば病室で最

初に点滴をしてくれた女性看護士さんはネオンカラー

のネイルにガムをクチャクチャさせてたっけ。私の緊張

を悟った看護士さんが、体を擦ってくれたり、明るく

いっぱい話かけてくれ、少し不安が解消。そしてドク

ターが緊張する私に「それでは、本日は何の手術をす

るか言って下さい」と聞いてきた。質問の意味が分から

ない私は「はぁ、帝王切開ですけど…」と答えると、ドク

ターが「Does everybody agree!?」と看護士さん達に言
うと、全員が「Yeaaah!!」と叫びながらパーティーのよう
な雰囲気の中で手術が始まった。アメリカでの手術は

雰囲気が違いすぎて気疲れする。その内に主人が登

場し、私の頭の側に席を取った。日本でも家族が手術

室に入るのだろうか？緊張していた私にとって、主人

が近くにいてくれたことはとても心強かった。と、安堵し

たのもつかの間、あっという間に赤ちゃんの産声が！

主人が慌ただしく写真を撮り始める。「今、

指の数を数えてる」「頭のサイズ図ってる」

と実況中継してくれた。 

手術後はリカバリールームで一時間余り

を過ごした。10台くらいのベッドが並んで
いたが、寝ているのは私だけ。この日はメ

モリアルデーで病院は空いており、お蔭で

手厚い看護が受けられた。そう言えば長男

もサンクスギビングデー当日に誕生。本当

に祝日が好きな兄弟である。 

その後やっと自分の病室へ。アメリカで

は生まれた赤ちゃんはニット帽を頭にかぶ

り、ブランケットで固く巻かれて登場する。

ブランケットは子宮の中にいた状況に近い

 

 ｢夏休みは何をしましたか？｣ 長い、ナガ～イ夏休みが終わり新学年度が始

まった初日、集中力の緩くなっている生徒達にこんな質問をする事にしてい

た。「ディズニーランドに行きました」「サマーキャンプに行きました」｢お父さんの

いるコロラドに行ってました｣（離婚した家庭では長期の休みの間、普段一緒に

暮らしていない側の親元に送られるケースが多い）、家族で「ヨーロッパ旅行」

や｢クルーズ｣という豪華版もある一方、「どこにも行かなかった、家でゲームして

いた」｢妹や弟のベビーシッターをしていた｣という生徒もいる。中には、｢日雇い

の土方作業をしていた｣（14才での労働は違法）という生徒もいたりしてビックリし
たことがある。 

 アメリカの公立学校では、色々な人種そして様々な家庭環境からやって来る

子ども達が、学校というひとつのコミュニティーの中で、勉強やアクティビティを

しながら一日の大半を共に過ごしている。その内部にいて見える格差の現実

は、まるでアメリカ社会の縮図を見ている様でもあった。 

 かつては学校が所在する地区の住環境、つまりその地区の家の価格等に

よって生徒の家庭の経済レベルは、ある程度予測がつくと一般的に言われて

いた。しかし近年そうとはいえない場合も多くなっている。地区の経済格差に

よって生じる教育の質の格差をなくし、人種、家庭の経済状態に拘らず、全て

の子供に均等に教育の機会を与えるべきだという趣旨の元でMagnet Program
が全米で開始されたが、1990年代後半以降、さらに独自の特色ある強化プログ
ラムを持つ学校が年々増えている。ヒューストン学校区（HISD）にも既に113校
あるそうした学校では、広範囲に生徒を募り学区外からの越境入学が認められ

ている。つまりMagnet強化プログラムがある学校は、総合評価が平均以上だと
認められ特別予算が支給されている学校であると同時に、在籍生徒とその家庭

事情にさらに多様性がみられるという事になる。 

 以前勤務していた学校は比較的裕福な住宅地区にあるMagnet Schoolだっ
た。スクールユニフォームが採用される前は、家庭の経済状態によって子供の

服装に明らかな差があった。特に冬になると、毛皮のジャケットを着てくる生徒

がいる一方で、セーターさえなく着古した長袖のTシャツのみの子もいたもの
だ。ユニフォームについての決定権は各学校に委ねられるが、服装に関する嫉

妬やイジメ等が減り、勉強に集中することができるという賛成派と、子供

の個性と表現力・創造性の発達の妨げになるという反対派に分かれて

おり、現在、全米では約20％の公立校がユニフォームを採用している。
服装による格差が改善されても、公立学校には、ミドルクラスの家庭も

多い中、住み込みのお手伝いさんを抱えた裕福な家庭から、日本の一

般家庭の常識ではまったく想像もできない家庭環境からくる生徒も中

にはいるという現実は変わらない。 

 学校でのランチを例に挙げてみよう。日本国内では給食費の滞納が

一時深刻な社会問題となっていたが、アメリカの公立学校では、政府

によるNational School Lunch Programの充実により、経済的に恵まれな
い家庭(economically  disadvantaged family)の生徒へは、申請があれ
ば手厚い援助の手が差し伸べられる。学校のランチは通常$1.70~2.25
するが、4人家族でグロス年収の合計が$42,643以下だと$0.40払うだけ
で良いし、$29,965以下だと無料で支給される。この援助を受けている
生徒が果たしてどれくらいいるかというと、同じ学校区内でも学校によっ

てその割合は異なる（各School Profile参照）が、HISD全体で80%、
SBISDで57%、Katy ISDで30%となっており（2013年現在、各ISDのHP
参照）、かなりの人数がいる事が分る。家庭で十分に栄養のある食事を

与えられていない子供にとって、この学校でのFree Mealsが命綱になっ
ているケースも少なくないのである。  

 移民の数は毎年増えているが、アメリカへの移民は決して簡単では

ない。祖国を離れ、アメリカでの永住を覚悟した親たちは、「この国で生

き延びるには必死で英語をマスターし、一生懸命努力し続けなさい。そ

うすれば将来成功できるチャンスがある」と子供に日々言い聞かす。最

近の記事で、10才の時に難民としてアメリカにやって来て、当初は英語
が一言も喋れず、シングルマザーで困窮した家庭であったにも拘ら

ず、今年ハーバード大をはじめトップアイビーリーグ大学全てに学費免

除で合格した男子生徒の話が載っていた。育った家庭環境、バックグ

ランドがどうであれ本人の努力・能力次第で道が開かれるアメリカンド

リーム。公立学校はその基盤作りの場でもある。様々な格差の問題を

抱えながらも、たとえその生徒が外国からの難民、あるいは違法入国

者の子供であろうと平等に教育の機会を与えているという、そうした事

実を学校教育の内部にいて目の当たりにすると、つくづくアメリカという

国の懐の深さに敬服したものだ。 
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でなんとシンポジスト として招待されていますので、今頃東京でアメ

リカ最先端の歯科の話をしているはずです。ちょっと緊張しますが。

この緊張を解くために（笑）講演のスライドの合間に使う写真のほとん

どはここで撮られています。行くたびに何か新しい発見がある場所で

す。ヒューストンにいちばん近い桃源郷ともいえるかもしれません。 

 ワニ以外にも春先のワイルドフラワー、5月の蛍はわれわれ日本人
には情緒深いものがあります。また日本では絶滅したトキやスプーン

ビル など野鳥の宝庫です。鹿やアルマジロなども頻繁に見られま

す。ステートパーク内なので、ライセンスなしで、釣りも楽しめます。

大きなナマズを狙うのもいいですが、子供にはお祭りの夜店感覚で

ブルーギル の釣りも楽しいです。小さい針にミミズをつけて、上から

魚を見ながら釣ることができます。ただしすぐに釣り上げないと、ワ

ニに横取りされたりします。また、天体望遠鏡もあり星座観察もでき

ます。キャンピングや自転車も楽しめますが、ワニが多いためカヤッ

クは禁止のようです。秋から冬そして春にかけてはハイシーズンで

キャンプをするには1年位前から予約がいる場合があります。 

 ワニに関しては春先（3－5月）の朝、
オスのワニが半分体を水につけて体を

震わせて水しぶきを上げ叫びながらメ

スを探します。夏には子供が生まれま

す。雨などで気温の低い日の続いた

後の温かい晴れた日はたくさんのワニ

が、池から出てきてこうら干しをしてい

ます。実際普通のトレイルの真ん中に2
メートルものワニが寝ていることはよく

あります。まだ体温が低いうちはワニも

動けないので安全です。しかし、いつ

動ける状態になってるかはわからない

ので、危険です。瞬発力はあるようで、

低い枝にいる鳥の雛などは、ジャンプ

して食べてしまうこともあります。いちば

んよくワニの見れるのは公園に入って

すぐ左の40-Acre Lake だと思います。
Brazos Bend State Parkは私にとっては
いろんな面白いものが詰まったおも

ちゃ箱のようなところです。 

 Brazos Bend State Parkについて、詳
しく知りたい方は、テキサス観光.com 

www.texaskankou.com をご覧くださ

い。ここは近いこともあり、1年中を通し
て、ご家族で散歩がてら何回も行かれ

ることをお薦めます。四季折々に応じ

て、ヒューストンの自然の変化を楽しめ

ます。テキサス観光.comには、ヒュース
トンにいるからこそ行ける他の楽しい場

所も載っていますので見てください

ね。 

  

らしく、赤ちゃんが落ち着くらしい。この巻き方は単

純なようで素人には中々難しく、おむつ替え等でブ

ランケットを解いてしまうと同じように元に戻すのは難

しい。 

病室では母子同室。私は手には点滴、足には

マッサージ器がついている状況でベッドから出ること

ができない。 

赤ちゃんのベッドには、オムツ、おしりふき、ミル

ク、着替え等が収納されており、使った分だけ補充し

てくれるので有難い。動くことの出来ない私に代わ

り、日中は家族が赤ちゃんのお世話をしてくれたが、

夜は私が担当。ベッドから体を起こすだけでお腹が

痛かったが、痛み止めを飲みながら世話をした。こ

れが相当キツかった！！ 

入院中は食事が楽しみの一つ。食事代は部屋代

に含まれていたのでオーダーし放題だが、ここはア

メリカ。メニューにはハンバーガーやフライドチキン

等、いつも通りのアメ食が並んでいる。塩っ辛いもの

もあれば、そこそこの味の物もあったが、一番は母が

炊いてくれたお赤飯。久しぶりの日本食は体に染み

る！ 

入院期間はたった4日間。もっと病院で看護を受
けたかったが、まだまだ痛みが残っているお腹を支

えながら、抗生物質と痛み止めを処方され帰宅し

た。 

アメリカでの出産は日本での出産と異なる点が

多々あるであろう。どちらが良いとは一概に言えない

が、私にとって2回のアメリカでの出産はとても貴重
な経験になった。 

二人はアメリカ生まれ！ 
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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。 

前回の吉原弘祐先生から泌尿器科がご専門の土橋正人先生にバトンが移りました。 

はじめに。 
 みなさま、初めまして、土橋 正人と申します。

私は神奈川県の北里大学で働いており、現在

はMD Andersonで黒坂先生、平山先生の後を

継いで、前立腺がんの研究をしております。 
 これまでのBack numberですでに泌尿器科領

域についてお話があったようなので、今回は少

し内科寄りのお話になりますが、最近増えている

といわれている男性更年期障害についてお話さ

せていただきます。 
 
 更年期障害というと女性に特有の症状と思わ

れがちですが、近年では、男性にも同様の症状

があるといわれ、男性更年期障害ともよばれて

います。 
 そもそも、更年期障害とは何でしょう。 
 更年期障害とは性腺機能の低下によりホルモ

ンバランスをくずし、自律神経失調症様の症状

（動機、息切れ、不眠、倦怠感…）や精神症状

（意欲減退、抑うつ傾向…）などを起こす症候群

のことを指します。 
 女性の場合、閉経前後にエストロゲンの分泌

が減少し、ホルモンバランスをくずし、更年期障

害をきたします。 
 一方、男性には閉経はありませんが、加齢によ

る男性ホルモン（テストステロン）の減少のため、

同様の症状を起こすことがあります。男性ホルモ

ンの減少による男性更年期障害のことを加齢男

性性腺機能低下症候群（略：LOH （ロー）症候

群）と呼ばれています。 
 今回のメディカル最前線ではこのLOH症候群

についてお話したいと思います。 

 
 

LOH症候群の症状 
 LOH症候群の特徴として、男性ホルモンの働

きが影響する臓器や部位にその症状がみられま

す。 
 男性ホルモンの働きが顕著に影響する生殖器

の場合、男性ホルモンの減少によって早朝勃起

の減少や勃起不全（ＥＤ）などの症状が認められ

ます。 
 男性ホルモンは脳にも影響を与えるため、イラ

イラ感や不安感、不眠、抑うつ感や性欲減退な

ど、精神的な影響をもたらすこともあります。 
そのほかの症状として、筋肉量の減少、内臓脂肪

の増加、ひげなど体毛の伸びが遅くなる。骨塩減

少などにより、骨粗鬆症の原因にもなるといわれ

ています。 
 これまで、LOH症候群はうつ病と診断されること

も多くありましたが、男性ホルモンの減少をその

原因とするという点でうつ病とは区別されます。た

だし、LOH症候群が進行することによってうつ病

を発症したり、うつ病の発症によりLOH症候群が

引き起こされるという場合もあります。 
 加齢による様々な身体の変化やストレスが、こ

の諸症状の原因となります。年齢が増すにつれ

て男性ホルモン低下による症状が強く出てきやす

いといえます。ただ男性ホルモンの量と諸症状の

程度には相関がないため、男性ホルモンの量が

少なくても、何の症状もない方も数多くおられま

す。 
 
かかりやすい時期 
 女性の更年期障害は閉経前後に多いといわれ

ますが、男性ホルモンは20代中頃をピークに30
代前半頃から男性ホルモンの分泌量は減少しま

す。したがって、更年期（40代後半～50代前半）

以降の年代には発症のリスクがあると考えてよい

と思われます。 
 しかしながら、最近は、LOH症候群の発症する

年代が徐々に下がってきています。実際に30代

中頃の人でも男性ホルモンの検査などでLOH症

候群と診断される方も多く存在し、30代の方の罹

患数は増加する傾向にあります。 
 この傾向の原因は、男性ホルモンを含め多くの

ホルモンは、その生成や分泌を含め、精神的な

影響を受けやすい性質を持っているからです。 
 強いストレスにより、自律神経が抑圧され、正常

なホルモン生成・分泌活動が妨げられるということ

はよくあります。 
 30代中頃～40代前半の男性は会社で責任あ

る地位にあることも多く、社会的なストレスに晒さ

れる機会が非常に多くあります。 
 強いストレスに晒される状態が日常的に続くこと

によって男性ホルモンの生成や分泌が妨げら

れ、LOH症候群を発症してしまうのです。 
 このような事情もあり30代の方であってもLOH症

候群にかかる方が多くなっています。 
 
LOH症候群の診断 
 具体的な診断方法としては、問診と血液検査が

あります。 

問診： 
 問 診 用 紙 は 施 設 に よ り 異 な り ま す が、

HeinemannらによるAging Males Symptom(AMS) 
スコアがよく用いられます。 
 自己記入式の質問紙で，心理的因子（睡眠状

況や気分について）、身体的因子（筋肉や体毛

のことについて）、性機能因子（性欲や勃起につ

いて）の質問で構成されています。 
 このほかにもうつ病や気分変調障害など除外

診断に必要な質問もあわせて行われます。 
検査： 
 血液検査として一般採血（白血球やヘモグロビ

ン、コレステロール、肝機能、腎機能など）のほ

か、男性ホルモン（総テストステロン、フリーテスト

ステロン）のほか下垂体ホルモンとして黄体化ホ

ルモン（LH）卵胞刺激ホルモン（FSH）やプロラク

チン（PRL）、成長ホルモン（GH）副腎ホルモンな

どのホルモン検査を行います。特に男性ホルモ

ンの低下がこの症候群で大事な証拠となります。 
PSA検査（前立腺特異抗原） 
 これは前立腺がんの検査ですが、LOH症候群

でホルモン補充療法を行う場合、前立腺がんが

あると症状を進行させてしまう可能性があるため

前立腺がんの除外は必要となります。 
 そのほか理学検査として体毛の様子や精巣の

触診、前立腺の触診、骨密度検査、腹囲測定な

どメタボリック症候群のチェックなども行います。 
 
LOH症候群の治療 
 薬物療法として、アンドロゲンの補充療法があ

ります。 
 ただし、この治療法は基本的に４０歳以上の男

性でかつテストステロン（男性ホルモン）の値が低

い方。さらに前立腺がんや肥大症など補充療法

が禁忌にならない方が適応となります。 
それ以外の方はそれぞれの症状に対し対症療

法となります。 
 LOH症候群の予防対策としては、交感神経の

緊張を避け、副交感神経を優位にすることが大

切です。 
 簡単に言うと、適度な運動としっかりとした睡

眠、食事をとること。過度なストレスを回避するこ

と。大きな声で笑ったり、人と楽しくおしゃべりする

ことが予防にもつながります。 
 豊かな更年期そして老年期を迎えるため、まず

は日常生活の改善から始めてみてはいかがで

しょうか。 

 

 次回は、口腔外科がご専門の浜名智昭先

生です。 

 浜名先生は今年の5月に渡米したばかりで

すが、アパートが同じで、妻とともに仲良くお

付き合いさせていただいております。笑顔が

素敵な先生で、とても好感が持てます。 

 歯科領域は大事な分野でもありますので楽

しみです。  

医師  

（現MD Anderson Cancer Center研究員）   

土橋 正人  

男性更年期障害について 

―LOH症候群をご存知でしょうか？？ 

婦人部だより 

記事が夏枯れとなるこの時期恒例になりました婦人部からお料

理レシピの紹介です。今回は2月に行われました婦人部委員会主

催のおもてなし料理講習会で吉川先生に教えていただいたお料

理の中から二品と、我が家のおもてなし定番料理を一品ご紹

介します。 

お役立ちレシピ ! 
渡部 淳子 

 一品目は生春巻き。ベトナムレストランの多いヒューストン。何度も口にはし

ているけど、あの皮をどう扱っていいかわからずおうちで作るのをためらわれ

ている方も多いのではないでしょうか。実は、少しコツをつかめば超簡単！お

子様もお野菜を抵抗なく食べられてお弁当にも重宝するヘルシーな一品で

す。皮はアジア系スーパーならどこでも乾物（麺）コーナーで売っています。

経験上、透明のケースに入ったもの、圧縮パックされたものの品質が高いで

す。そうでないと、袋をあけたらすでに皮が破けている・・・という悲惨な状況に

遭遇する可能性ありです。それでは作り方。 

  二品目は“バリバリチキン”。骨な

しもも肉（カロリーを気にしつつも美

味な皮付きを選択）に、酒と醤油（1

枚につき大匙1/3）で2、30分下味を

つけます。このとき身の厚いところは

包丁を入れて厚さを均一にしておく

と揚げやすくなります。下味を付けた

鶏肉に薄く粉をまぶして中高温で揚

げます。講習会ではall purposeの小

麦粉を使っていましたが、私はよりバリバリ感を出すために片栗粉を

使いました。下記の“万能だれ”をかけてできあがりです。（写真3） 

 このお料理、鶏肉だけでなく豚肉・魚・エビ・イカ・なす等具材は何

でもOKです。ディナーの時、お客様の目の前でアツアツの鶏に

ジュッとかける演出でお出ししてもいいし、忙しい時には冷蔵庫に漬

け込んで冷たい一品としてお出しすることもできます。 

 

  万能だれ（冷蔵庫で1、2週間保存可能） 

    醤油1カップ、酢1.5カップ、砂糖大匙4、葱1本、生姜1かけ、 

         ニンニク3～4かけ（以上みじん切り）、すり胡麻1/2カップ、 

    胡麻油大匙2  

      （香菜や豆板醤などお好みで加えても） 

 

では、我が家の定番おもてなし料

理にまいりましょう。シシャモの南蛮漬

けです。シシャモなんか売ってるの？

と思われるかもしれませんが、ランチ

マートには常時、Hマートには70％ぐ

らいの確率で魚コーナーの棚にあり

ま す。（写 真4）品 名 は ズ バ リ

Shishamo、そのまんまです。でも、日

本のように串に刺されて美しく並んではいません。頭も尾も関係なく

トレイにぎっしり小ぶりなシシャモが詰まっています。塩干しはされて

いないので、お料理にかかる前にキッチンペーパーの上に並べ、少

し塩をふってしばらく置いておくと余分な水分が出て身がしまりま

す。でも、何度かこの過程を忘れて作ったこともあるのですが、味は

あまり変わらなかったようにも思います。 

まずマリネ液を作ります。トレイ全部のシシャモを使うなら玉ねぎ半

分、小ぶりのニンジン1本ぐらいを細切りにします。シシャモと野菜が

ひたひたにつかる程度の量の酢を鍋で温め、そこにお砂糖を投入。

我が家は甘めが好みなのでかなりの量を入れますが、それぞれの

お好みに応じて、大さじ1杯ずつ味見しながら足していってくださ

い。少量の塩を足すと甘みが引き立ちます。味が決まったら、甘酢

が熱いうちに鷹の爪（お好みで）と細切り野菜を入れてマリネ液完成

です。酢は米酢でもワインビネガーでもOK。レモンや乾燥ゆず、お

好みのハーブを加えて様々なアレンジ可能です。 
水分を拭き取ったシシャモに小麦粉（all purpose）をまぶし、高温

に熱した油で揚げます。ほとんどが子持ちではないため破裂する心

配はあまりありませんが、念のため注意しながら揚げていきましょう。

注意しながらって…？と疑問をお持ちかと思いますが、私の場合、

少し顔をそむけながら、破裂したらすぐに飛び退く気持ちを持って、

という感じです。美しいお顔に何かあっては、と思われる方は顔を雑

誌ででもカバーしながら挑まれるか、ご主人様にこの作業をお願い

してください。パリッと揚がったシシャモを順次、マリネ液の入った鍋

に放り込んでいきます。余熱が取れたら冷蔵庫で保存。全体にマリ

ネ液がなじむまで、思い出したら混ぜてくださいね。2、3日はおいし

くいただけます。それ以上でも美味しいかもしれませんが、そこまで

残ったことがないので不明です。 
 

 ほかにもご紹介したいお料理がたくさんありましたが、誌面の都合

上今回はここまで。ぜひお試しください。 

 （1）中身の具材を用意します。これがなきゃダメというものはありません。冷

蔵庫のお掃除をする感じでOK。胡瓜、人参、セロリ、ピーマンなどは千切り。

レタスは柔らかいものはそのまま、硬めのものは千切りでも手でちぎっても。

その他、戻した春雨、もやし、しそ、香菜、ねぎ等。野菜だけでも超ヘルシー

でOKですが、ゆでたエビを加えるとさらに豪華。大きなエビを使うときは、縦

に二つに切って節約しても。さらに節約するならカニかまを代用。我が家で

は、定番以外にキムチと焼肉を加えて韓国風、生ハムやスモークサーモンを

加えて洋風にとバリエーションを楽しんでいます。 

 （2）以上のような具材をまな板の横にすべて準備して、大きめのお鍋にお

風呂より少し熱い程度のお湯を沸かします。まな板はきれいに拭いておきま

しょう。雑菌が気になる場合はサランラップ、水でぬらしたキッチンペーパー

やふきんを敷いてもいいのですが、サランラップ・キッチンペーパー・ふきん・

春巻きの皮の種類によっては相性が悪くくっついて作業続行不可能な状況

に陥ります。まずは1枚試してみて下さい。皮は1枚ずつもどします。しゃぶ

しゃぶの要領で湯にくぐらせ、まな板の上に。この時点で少し硬いな、と思っ

てもみるみるうちに柔らかくなります。 

 （3）好みの具材を皮の上、すこし手前に重

ねていきます(写真1)。エビを入れる場合は一

番下に置くと後で外側から透けてきれいで

す。巻き方にも色々バリエーションがありま

す。両側を巻き込む場合は、具材がはみ出な

いように真ん中寄りに置きます。両側からサラ

ダ菜など出して豪華に盛り付けたいときは、皮

からサラダ菜がはみ出るように（写真2）。指で

かなりきつく巻いていきますので、ご覧のよう

に、一つにかなりの具が入ります。 

 （4）（3）を巻いていきます。この時、前述した

ように一巻き一巻きかなりぎゅっと巻いていく

のが最大のポイントです。でないと、食べると

きに持ち上げた途端、バラバラ事件になって

しまいます。一度体験するとお分かりいただけ

ますが、自然に水分が抜けて皮どうしがくっつ

いていくので、巻き終わりを気にする必要はあ

りません。 

 （5）たれの定番は市販のスィートチリソース。こ

れにお好みでナンプラーや絞ったライムを加えます。 

 少し乾きますが、午前中作りおくこともできるのでお客様や忙しい日に便利

ですよ。 

写真１ 

写真２ 

写真３ 

写真４ 

 

 

 



Vol.16 旅の安全について考える  

 

Gulf    Stream 10 Gulf    Stream 3 

ダフル 

 学校がお休みの間に、旅行を計画しているご家

族も多いことと思います。今回は、犬を連れて旅行

に出かける際の安全について考えてみたいと思い

ます。 

 ヒューストンでは、車での移動が日常的です。旅

行にもマイカーで出かけることも多いでしょう。子ど

もたちには、チャイルドシートの義務づけがなされ

ていますが、ペットに関しては特に決まりはありま

せん。でも、決まりがないというのは、何もしなくて

も安全というわけではないのです。 

 運転中、車内で自由にしている犬は大変危険で

す。急ブレーキを踏んだときにバランスを崩して転

倒したり、窓ガラスにぶつかってしまうかもしれませ

ん。運転席や助手席に座っている人の膝に乗って

いる犬は、万が一の事故の際にエアバッグで怪我

をしたり窒息したりするおそれがあります。犬ばかり

ではありません。運転中に犬に気を取られて脇見

運転してしまったり、犬が運転席の飼主にじゃれ

ついてハンドル操作を誤ってしまったり、小型犬が

足元に入り込んでブレーキを踏めなくなったりす

れば、大きな事故にもつながりかねません。犬を

連れて運転する際は、旅行に出かける長距離の

移動も、近所の動物病院に出かけるような短距離

の移動も、是非、犬のためにもご自身のためにも

安全にお出かけください。 

 一番安心なのは、犬をクレート（プラスチック製の

移動用のハウス）に入れて移動することです。中に

は、クレートの天井部分にシートベルトを引っ

掛けて車の中で固定できるようなデザインのも

のもあります。そのような装備がないものでも、

クレートの持ち手部分にシートベルトを通して

座席の上に固定するか、持ち手がない場合

は、丈夫なロープでクレートを固定するか座席

や荷物で挟み込んで、車内でできるだけ固定

されるような工夫をしてください。そうすれば、

万が一急ブレーキを踏んだときにも、衝撃を最

低限におさえることができます。 

 犬用のシートベルトというものも市販されてい

ます。胴輪のようなものを犬に装着して、これ

を車のシートベルトに接続するタイプが多いよ

うです。使用する際には、是非、犬用シートベ

ルトの強度を確認するようにしてください。人

間用のシートベルトは、衝突安全実験を重

ね、安全性が確認されていますが、犬用の商

品は実際の衝突時には破損してしまい、犬の

安全を守れないものもあるのです。日本で売ら

れていた犬用シートベルトのパッケージに、「こ

のシートベルトは車内の犬の動きを制限するも

ので、衝突時の安全を保障する物ではありま

せん」というような説明を見つけたことがあり、

「シートベルト＝安全」というイメージを疑う必

要があると思い知らされたことがあります。 

 飛行機での旅行はどうでしょうか。犬を飛行

機に乗せて移動すると、過度のストレスにより

体調を崩してしまう場合があることはもちろん

のこと、特に夏の時期には、熱中症のリスクを

伴うことがあります。航空会社の中には夏の時

期の犬の移送を制限しているところもありま

す。たとえば、ユナイテッド航空は、5月15日か

ら9月15日までの間、特に暑さに弱く、呼吸器

系の問題を起こす可能性の高い短頭種（鼻の

短いタイプの犬種）のボストン・テリア、アメリカ

ン・ブルドッグ、パグ及びそれらの犬種の雑種

犬の移送をしないという決まりを設けていま

す。それ以外の期間でも、出発地または到着

地の気温によっては、移送ができない場合も

あります。（詳細は、ユナイテッド航空のウェブ

サイトをご覧ください。http://www.united.com/
web/en-US/content/travel/animals/restrictions 
.aspx） 

 また、先日、テレビのニュースで信じられない

ような事故についてレポートされていました。グ

アムから、ボストンに移動する家族の愛犬

Boobooの話でした。ハワイとヒューストンでそ

れぞれ1泊して、食事と水を与えられて散歩に

連れ出してもらえる予定だったのに、手違い

で、ハワイで1泊せずヒューストンへ移動してし

  ヒューストン 
 

川原志津香 
（家庭犬しつけインストラクター） 

まい、さらに、犬が先にヒューストンに到着してし

まったと聞いて驚いた家族が、急ぎヒューストン

へ向かっている最中に、犬がヒューストンの空港

内で脱走し、車にひかれて死んでしまったという

のです(http://www.click2houston.com/news/fami 
ly-loses-pet-after-being-assured-animals-safe-tra 
vel/-/1735978/20321504/-/qirrng/-/index.html)。
その他にも、ニューヨーク州からアリゾナ州へ移

送される予定だった愛犬が、手違いでアイルラ

ンドに移送されたというニュースもありました。アメ

リカ国内の移動のはずが、海を渡ってヨーロッパ

まで移送されてしまうとは、飼主も想像もしなかっ

たことでしょう(http://abcnews.go.com/US/dog-tak 
es-accidental-trip-ireland-airlines-slip/story?id= 
18746247#.UbQDZ6Xv5SV) 。 

 稀なことだからニュースになるとはいえ、このよ

うなケースを見ると、短い旅行のために飛行機を

利用することは考え直そうかという気になります。

小型犬の場合は、航空会社の指定するサイズの

キャリーバッグやクレートに入れて機内持ち込み

できる可能性もありますので、飛行機の移動が

必要な場合は、是非機内持ち込みの可能性を

検討してみてください。もちろん、機内持ち込み

できても、キャリーバッグの中で犬が鳴いてしまう

と、周りの方の迷惑となってしまいますので、数

時間キャリーバッグに入っておとなしくしている

練習をしてから旅行に出られることをお勧め致し

ます！ 

 最後に、犬との旅行の安全のために、犬には

必ずIDタグをつけて出かけるようにしましょう。家

から遠く離れた旅先で万が一犬が行方不明に

なってしまったときに、首輪も身につけていなけ

れば飼い犬かどうかも分かりません。首輪を必ず

身につけておき、首輪には、ヒューストン市の動

物管理局(BARC)発行のライセンス・タグや、犬

の名前や飼主の電話番号の記載されたIDタグ

をつけておけば、飼主と再会することもより簡単

になることでしょう。もちろん行方不明にならない

ことが一番ですが、万が一を考えて犬にも身分

証明書を身につけてお出かけください。ヒュース

トンのペット・ライセンスについては、BARCの

ウェブサイトをご覧ください 

（http://www.houstontx.gov/barc/lyp_about_Licen 
sing.php）。 

 旅の安全に気をつけながら、みなさま思い出に

残る旅を楽しんでください！ 
  

婦人部だより 

 今日から6月。日本では既に梅雨に入ったところもあり、また

ヒューストンには暑い夏がやってきました。そんな中、“あそぼー

かい”にたくさんのちびっ子が集まってくれました。 

 先月と同様に今月も虫歯予防デー、時の記念日、そして父の

日と盛りだくさんのテーマがありました。「くろわん、しろわんはみ

がきシュッシュッ」の紙芝居の後は、スタッフ特製の歯ブラシを

持っての「ハミガキじょうずかな」で歯磨きの練習。みんな上手に

歯を磨くことができました。「とけいのうた」で体を動かした後の工

作では、父の日のプレゼントづくりで腕時計を作りました。それぞ

れ好きな色の丸い台紙に時計の針をつけ、上手に数字を書い

たちびっ子達。まだ数字が書けないちびっ子は、絵を描き、最

  ～あそぼーかい～ 

 

 変更がある場合もございます。三水会セン

ター内ポスターやヒューストンなびでもご確

認ください。 
 スタッフは、随時募集中です。ご興味をお

持ちの方やお問い合わせは、次のアドレス

までご連絡下さい。お待ちしております。 

あそぼーかい    
  mama.asobokai@gmail.com 
読み聞かせの会  

  houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

 
テーマ：学校でのコミュニケーション 

申し込み受付開始：8月20日 

申し込み方法：以下のアドレスに①お名前

②携帯番号③所属先④お子様の年齢を明

記の上、お申し込みください。 
eikaiwahouston@gmail.com 
今回はお子様連れＯＫのレッスンです。 

 

英会話９月度レッスン 

ご案内 

車での移動の際には、犬は

クレートに入れておくのが安

心 で す。（写 真 左 が ヒ ュ ー

ゴ、右がシャーリのクレート）  

シートベルトをかけて

固定できるタイプのク

レートもあります。  

夏の暑い時期

は、飛 行 機 へ

の積み降ろし

のために屋外

で待機してい

る間に熱中症

になるおそれ

が あ る と 聞 き

ます。  

左から、犬の名前と電話番号入りのIDタグ、

2011年BARCライセンス・タグ、狂犬病注射

済みタグ、2012年BARCライセンス・タグ。  

後にバンドを付けてかわいい腕時

計の出来上がり。きっとお父さんに

喜んでもらえることでしょう。 

 あそぼーかいでは、7月、8月は

お休みを頂いております。9月に

真っ黒に日焼けした元気なちびっ

子達に会えるのをスタッフ一同楽

しみにしております。是非遊びに

来てください!! 

日時：9月12日（木） 10：00～11：30 
場所：三水会センター会議室 

●今後の開催予定 
＜あそぼーかい＞  

7、8月はお休み 

9月14日（土） 

9時30分～ 
 
＜絵本読み聞かせの会＞ 

7、8月はお休み 

9月7日（土）  

9時30分～  3歳以上 

10時30分～ 3歳未満 

婦人部委員会主催  

          

会員退会2社（3名）、常任委員交代１社、住所変更1社、会員配

偶者登録3名（2社） （詳細は別項「会員消息」欄参照） 
 

★よろしく！～新規入会です  
＊正団体会員入会 

・Kureha America, Inc.   
 1330 Post Oak Blvd., Suite 1600, Houston, TX 77056   
  Tel. 713-963-3670（代表） 

 正個人会員・常任委員：阿部俊輔    

 登録部会：物資・化学品部会 

・Osaka Gas Resources America Corporation 
  （大阪ガス株式会社） 
 1980 Post Oak Blvd., Suite 1500, Houston, TX 77056    
  Tel. 713-360-4820（代表） 

 正個人会員・常任委員: 山本唯史 

 正個人会員： 榎本茂樹・川西芳和・中村公彦・藤田 

       周作・生川裕晃・田山皓大 

 登録部会：エネルギー部会 

・Tokyo gas America ltd. 
 800 Town & Country Blvd., Suite 300, Houston, TX 77024   
  Tel. 713-465-1811（代表） 

 正個人会員・常任委員: 吉崎浩司 

 正個人会員： 西願寺篤史 

 登録部会：エネルギー部会 

＊正個人会員入会 

・Chiyoda International Corporation  鈴木正和  

・Hanwa American Corporation  藤田旭彦   

・Japex (U.S.) Corporation 平田一成  

・Marubeni America Corporation 和久いち子  

・Marubeni -Itochu Tubulars America Inc.  
     大畑順義・金澤健彦・蜷川研一   

・Sumitomo Corporation of America  

        及川毅・網倉昭・稲村敦志・平野貴裕・小柳剛  

・Yokogawa Corporation of America  

                小林健夫・鷹見裕司（恵子）・仲田陽介（志保） 

＊会員配偶者登録 

・Marubeni America Corporation 
                   山口奈津子（山口貴之氏配偶者） 

                      呉 尚真（伊藤優氏配偶者）  

・MMGS Inc. 量 希実子  

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

＊正個人会員退会 

・Marubeni-Itochu Tubulars America Inc. 篠田浩通 

・Sumitomo Corp. of America 上野真吾／竹本幸平（桂子）  

●替わりました  ～ メモのお願い 

＊常任委員交代 

・Sumitomo Corp. of America   上野真吾 → 及川毅 

＊住所変更   （電話番号、その他変更なし） 

・Hanwa American Corp. 
 （新）2925 Briarpark Drive, Suite 100, Houston, TX 77042  

会 員 消 息 ＜敬称略＞ 

→ 議事録 2ページからの続き 
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Hurricane Safety Tips ハリケーン対策の一環として準備しておくとよい防災グッズの一例をご

紹介します。ご家族の状況に応じて，以下例をご参考の上，ハリケーン

に備えて事前に準備されることをお勧めします（◎は必需品，○は可能

であれば準備をお勧めするもの，△はあると便利というものです。） 

  項目 留意点等   項目 留意点等 

□ ◎飲水 通常一人当たり１日１ガロン７日分以上を準備。 □ ○現金 カード・ATMが使えない場合あり。できるだけ小

額の現金を準備。 □ ◎衛生用水 トイレ，シャワー用。バスタブ等を利用して貯水。 

□ ◎食料 保存可能な食料を人数分×７日分以上準備。 

【例】パン，各種缶詰（肉，野菜，フルーツ等），スープ

類，ドライフルーツ，ナッツ類，ゼリー，飲物，高カロ

リー食品，冷蔵を要さない野菜，調味料等 

□ ○衛生用品 【例】トイレットペーパー，ウエットティッシュ，石

鹸，消毒用アルコール，洗剤，生理用品，洗面用

品（歯ブラシ，シャンプー，洗顔用品等），マスク，

ふた付きバケツ，ごみ袋，ビニール袋等 

□ ◎懐中電灯 一人１つ準備が望ましい。予備電池を準備。 □ △扇風機 電池式のもの。 

□ ◎携帯ラジオ等 携帯テレビも有用。予備電池を準備。 □ △コンパス 避難時に使用。 

□ ◎救急医療品 【例】各種サイズの絆創膏，安全ピン，ゴム手袋，ガー

ゼ，三角巾，包帯，はさみ，ピンセット，針，ウエット

ティッシュ，消毒剤，体温計等 

□ △ドライアイス(塊) シーツにくるみクーラーに入れると長持ちする。 

□ △チューブテント 家が倒壊した場合，避難先等で利用可能。 

□ △処方箋 必要であれば，避難前に薬局等で処方箋を書い

てもらう。 □ ◎ガソリン 車のガソリンは常時３分の２以上入れておく。 

□ ◎重要文書一式 重要文書は直ぐに持ち出せるように準備。 

【例】旅券，保険証書，出生・結婚証明書等。 

□ △消火器 小型のものが望ましい。 

その他 

（各ご家庭の事情に応じ

て） 

赤ちゃん用の乳幼児用食品（ミルク等），おむつ，

赤ちゃん用の薬 □ ○食器類等 箸，紙皿，紙コップ，プラスチック容器等。 

□ ○調理器具 携帯ガスコンロと燃料，缶切り，ナイフ等。 ペット用の水，食料，ケージ等 

□ ○寝具等 寝袋，エアマット，毛布，タオル等。 【緊急連絡先】 

  

  

  

  

 

●在ヒューストン日本国総領事館   

 TEL：713-652-2977  FAX：713-651-7822 

 國金領事 （携帯）713-501-5074 (E-mail) harue.kunikane@mofa.go.jp 

□ ○常備薬 使い慣れた薬（頭痛薬，風邪薬等） 

□ ○マッチ・ロウソク 防水用の缶等で保管すること。 

□ ○食器類等 箸，紙皿，紙コップ，プラスチック容器等。 

□ ○工具 【例】ペンチ，テープ，アルミホイル，ソーイングセット，

スパナ，ペン，紙等 

□ ○衣類 着替え以外にも，予備の靴，長靴，雨具等も準備して

おくとよい 

ご家族の緊急連絡先をご記入ください。 

日  時：平成25年6月19日（水）11：30～12：50  
場  所：住友商事社 会議室（10階） 

出席者：名誉会員1名、理事委員11名、正会員4名（理事委員代理 

4名）、婦人部委員長、事務局長（図書委員長兼任） 

欠席者：理事委員8名（うち会長委任4名、代理人委任4名） 

司 会：金子公亮幹事 

 

１．商工会会長連絡（岡野夏井会長） 

TVのlocal番組でHoustonの経済・生活動態が特集されていた2012年 

ヒューストンのGDP伸び率は4.8%（全米平均2.5%）と高い伸び率。失 

業率は6.0%（全米平均7.5%）。人口伸び率も3%(全米平均1%)。人口 

構成はヒスパニック系41%、白人33％、アフリカ系米人18%、アジア系 

8%。全米20の大都市を対象にした生活費の比較ではNew Yorkが一 

番高く、San Francisco、Boston、D.C.、Los Angelesが続き、Houstonは 

St. Louisに次いで下から2番目の19位。何れも当地に住んでいると実 

感できる数値だが、米国経済のヘソと言っても過言でないこの 

Houstonの高揚感を皆さんと共有しつつ、少しでも日本経済の復活に 

繋げられればと願っています。 

２．総領事館連絡（岩田慎也領事） 

岩田領事より下記3点の報告があった。 

①今年3月にヒューストン・千葉姉妹都市提携40周年を記念して、ゴン 

ザレス・ヒューストン市長代理を団長とした代表団が千葉市を訪問し

たことをうけ、6月3日から7日まで小川千葉市議会議長一行が当地
を答礼訪問。千葉市の寿司職人による寿司プレゼンテーション、

ヒューストン・テクノロジー・センターを初めNASAや日本庭園などの
視察が行われた。今回の一連の姉妹都市交流事業に対しヒュース

トン日米協会から多大なる支援を頂いたことに改めて謝意を表した 

い。 

②報道等に拠れば、第23回参議院議員選挙が7月中に行われる見 

込みである。その場合、当地での在外投票は7月上旬に実施される 

可能性が高い。詳細については総領事館ホームページに掲載する 

のでご確認頂きたい。 

③テキサス州日本政府代表の白根直子さんが日本時間の6月18日に 

逝去された。 

３．幹事連絡（金子公亮幹事） 

①理事委員交代・任命について 

Sumitomo Corp. of America社の代表者が上野真吾氏から及川毅 

氏へ交代されたことに伴い、商工会常任委員も及川氏に交代となっ 

た。商工会定款で全役員は常任委員から選出と定められているた 

め、副会長兼分会委員長職を退かれた上野氏の後任に及川氏が 

推薦され、理事委員会全会一致の承認を得て同氏が就任されるこ 

とになった。なお、定款に従い、及川氏の副会長就任については次 

回8月度常任委員会で過半数以上の追認を取る。また、兼任の文 

化委員長職についても、岡野会長より及川氏が任命された。 

②部会長の交代・任命について 

鉄鋼部会長の三木平基氏（JFE Steel America, Inc.）が日本に帰国 

されたため、中溝丘企画調査委員長が三木氏の後任の中村宏氏 

（同社）を新鉄鋼部会長に任命された。 

③正団体会員入会申請について【承認事項】（受付順・敬称略） 

商工会定款第二条第二項「入会および会員の選考」に従い、 

3社の入会申請につき理事委員会の全会一致の承認があった。 

（各社詳細については別項「会員消息」欄参照） 

４．2012-2013年 第2回宇宙セミナー開催について 

（山上武尊正会員：酒井純一特命理事代理） 

 山上正会員より、2012-2013年宇宙セミナー年間実施計画の説明が 

あった。年3回行われるセミナーの第1 回目は2月24日（日）にJAXA職員 

による「HTVのランデブードッキング技術」の講演とトラムツアーを実施 

し、20家族（65名）の参加があった。来る6月23日（日）に予定されている 

第2回宇宙セミナーは、昨年度好評だった体験型イベントを更に発展さ 

せた企画を用意し、「宇宙飛行士にチャレンジ！」と題して宇宙飛行士に 

問われる資質・能力（知識力、記憶力、想像力、持続力、忍耐力など）を 

試すいろいろな課題に親子でチャレンジしていただくもの。最後となる第 

3回宇宙セミナーは、JAXAの金井宣茂宇宙飛行士による講演会を8月 

24日（土）にヒューストン日本語補習校オーディトリアムで開催する予定。 

現在山岡補習校校長先生と詳細調整中。 

５．安全対策連絡協議会について（堀田宏樹特命理事） 

総領事館・商工会・日本人会・日本語補習校とJAXAによる安全対策連 

絡会議が、総領事館オフィスにて6月24日（月）に予定されている。同協 

議会でハリケーン対策に関する情報提供や緊急連絡網テストランの実 

施などについて話し合われる。商工会としても緊急連絡網の整備を進 

め、7月中のテストラン実施に向け準備を行っていきたい。 

６．委員会・部会関連事項 

①企画・調査委員会（中溝丘企画調査委員長） 

＊8月度経済講演会開催について 

先般4月度常任委員会開催時に予定されていた経済講演会が事情に 

より延期されたため、今般8月28日（水）に予定の8月度常任委員会終 

了後の午後3時半から開催されることとなった。詳細については改めて 

事務局より連絡の予定。追加として、会場となるFour Seasons Hotelの 

都合で8月度常任委員会は午後2時から開始される旨の説明が金子幹 

事よりあった。 

②文化委員会（中村俊介正会員：及川毅副会長兼文化委員長代理） 

＊ピクニック収支報告（見込み）連絡 

中村正会員より、去る5月12日にThe Gordon Ranchで行われたピクニッ 

クとソフトボール予選・決勝トーナメントの収支報告があった。今年度の 

収入実績$10,268に対し支出が$9,979.07で、最終的に$288.93のプラ 

スとなった。ただ、ピクニックでレンタルしたゴルフカートの破損問題が 

生じ、業者から約$650の修理費の請求が出される見込みのため、現 

在、商工会のLiability保険等でのカバーができるかどうかを調査中。カ 

バーできないことが判明した場合は、修理費をピクニック経費から支払 

う可能性もあることをご了解いただきたい。 

③婦人部委員会（岡野眞貴子婦人部委員長） 

＊古本市終了報告 

婦人部委員会による古本市を去る5月18日（土）の正午から4時まで、 

三水会センターのあるビル1階東側ホールで開催。その収益金が 

$766、寄付金が$155集まり、総額$921は小学・中学生用の図書購入 

のため三水会センター図書館へ全額寄付する。 

７．事務局関連事項（ライブロック祐子事務局長） 

①三水会センター図書館棚卸作業終了報告 

去る6月6日（木）から15日（土）まで三水会センター図書館において第 

3回目の棚卸作業を行った。作業は図書担当の竹中を中心に、ボラン 

ティア22名（大人14名、中学・高校生8名）の協力を得て無事終了。そ 

の結果、棚卸図書数が25,236冊、貸出中図書91冊となり、同図書館蔵 

書数は25,327冊となった。 
②2013年テキサス州六者交流会事前参加人数調査報告 

先般、サンアントニオ日本企業会から今年11月8日（金）・9日（土）のテ 

キサス州六者交流会開催に先駆け、各地区へ事前参加人数調査要 

請があり、ヒューストンでは15社（23名）の参加希望回答があったことを 

報告済み。 

③会員消息（敬称略） 

新規登録正団体会員3社(10名)、正個人会員入会15名(7社)、正個人 

平成25（2013）年6月度  商工会理事委員会  議事録 



(Children/Family) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  281-364-3024 
Aug. 7, 7pm: Jonas Brothers 
 
(Latin) 
Toyota Center 713-758-7200 
Jul. 28, 8pm:Carlos Vives 
Aug. 3, 8pm: Pesado 
 
(Rap/ Hiphop) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  281-364-3024 
Jul. 26, 6:30pm: Wiz Khalifa 
Aug. 18, 7pm: Lil Wayne 

 
Express Children’s Theatre (713) 682-5044 (446 North-
west Mall) www.expresstheatre.com  
Ransom of Red Chief (~July 20) 
 
Main Street Theater—Chelsea Market (4617 Montrose 
Blvd.) www.mainstreettheater.com  
Alice in Wonderland (~July 28) 
 
Hobby Center—Sarofim Hall (800 Bagby) 713-315-2525 
www.thehobbycenter.org 
Wicked (~August 11) 
 
Miller Outdoor Theatre (6000 Hermann Park Dr.) 281-373
-3386 www.milleroutdoortheatre.com  
A Chorus Line (July 16~21) 
 
Wortham Theater Center—Cullen Theater (501 Texas) 
 832-487-7041 www.houstonfirsttheaters.com/
WorthamCenter.aspx 
The Screwtape Letters (Aug. 16~17) 
 
Alley Theatre (615 Texas) 713-220-5700 
www.alleytheatre.org  
Summer Chills: Agatha Christie’s The Hollow (~Aug. 4) 

<The Museum of Fine Arts Houston>  
(713-639-7300 visitorservices@mfah.org 
www.mfah.org 木曜は入場無料) 
@Audrey Jones Beck Building 
@Glassell School of Art        
<Contemporary Arts Museum Houston>
(www.camh.org) 
<Houston Museum of Natural Science> 
(One Hermann Circle Drive 713-639-4629 
www.hmns.org) 
<The Menil Collection> 
(1515 Sul Ross 713-525-9400 http://www.menil.org 入
場無料 Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm) 

MLB/Houston Astros  
http://houston.astros.mlb.com 

Great Texas Mosquito Festival on 7/25-27 in Clute, TX.  
The Great Texas Mosquito Festival is a three-day fun 
filled, family event. They also have many booths with a 
variety of foods, along with arts and crafts and more. The 
carnival provides three days of fun for children and adults 
(Carnival tickets are sold separately). 
 http://www.mosquitofestival.com/  
Annual Watermelon Festival in Hempstead on Jul 20
(Downtown, Hempstead, TX Tel: 979-826-8217). This 
festival starts activities with our Watermelon Festival 
Parade and Watermelon Queen competition. Throughout 
the festival there will be plenty of great food providers by 
a wide variety of vendors and BBQ Cookoff. http://
wmf.hempsteadtxchamber.com/about/ 
7th Annual Ice Cream Festival on 8/17 (Waterloo Park in 
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編  集  後  記 
  

 ヒューストンで外食すると、1人前が日本の2人前。こ

れを毎日行ったら体が持たないので、一念発起して近

場のスポーツクラブに入会しました。そこでは、マシンも

スタジオも日本のクラブと同じように使えますが、１つ大

きく違ったのは、ウエアやシューズのレンタルが無いこ

とです。日本のクラブは、何も道具を持たないでレンタ

ルで済ます「手ぶらでフィットネス」が売りですが、

ヒューストンでは、皆が車で来るので、マイウエア、マイ

シューズでも誰も困らない、すなわち、荷物は車が運

んでくれるから「手ぶら」は実現しているわけです。そう

なると、車のありがたみを感じる反面、車で通う分も運

動しなければなりません。ここはガルフストリームを見

習って、継続あるのみです。               （白木 秀明） 

  

 ヒューストンに来て約半年が経ちました。昨年の今頃

には外国で生活することを想像さえできなかったことを

考えると、目まぐるしい変化の日々を生きてきたようで

す。中でもガルフの編集に参加させていただくことに

なったことは、ヒューストンに来なければ経験できな

かった大きな変化の一つです。理系畑で生きてきた私

にとって、表現力を問われる文章の創作経験は皆無

で、皆さんの文才に目を見張るばかりですが、その分も

含めとても良い経験になっています。 

 こちらに来て間もない頃、夫にガルフを手渡され、

ヒューストンに住む日本人の情報が詰まった日本語の

文章にとても安心したのをよく覚えています。これから

も多くの人に親しみを持っていただけるような誌面作り

に少しでも貢献できればと思います。  （岡野 真弓） 

  ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

Gulf Stream Japan Business Association of Houston 

12651 Briar Forest Drive, Suite 105, Houston, TX 77077   TEL: (281) 493-1512 , FAX: (281) 531-6730 

５...清水先生の旅行記 

６...姉妹都市提携40周年行事 

６...JASH 新事務局長挨拶文 

７...ザリガニ～珍食材啖訪 

８...教室から見たアメリカ・駐妻日記 

９...テキサス・メディカル最前線 

１０...ワン！ダフル 

１１...知っとん・ハリケーン情報 

１２...Houston Walker・編集後記 

１...Independence Day 

２...商工会常任委員会議事録 

３,４...会員消息・婦人部だより 

(Metal, Rock & Pop) 
House of Blues Houston 888-402-5837 
Jul. 17, 8:30pm: The Grievous Angels 
Jul. 19, 8pm: The Psychedelic Furs 
Jul. 19, 9pm: Cocktails And Covers Feat, Toology 
Jul. 20, 8pm: Downfall  
Jul. 20, 8pm: Bart Crow 
Jul. 21, 12pm: Kirk Franklin 
Jul. 21, 9pm: Rodrigo Y Gabriela 
Jul. 23, 7pm: Hollywood Undead 
Jul. 24, 8pm: Steven Adler  
Jul. 26, 9:30pm: Cocktails And Covers Feat, Skyrocket! 
Jul. 27, 3:20pm: The Dillinger Escape Plan 
Jul. 27, 9pm:Electric Attitude 
Jul. 28, 8pm:Andrew Stckdale 
Aug.1, 8pm: P.O.D.  
Aug.2, 8pm: Courtney Love 
Aug.2, 9pm: Cocktails And Covers Feat, Mysterious 
Ways 
Aug.3, 9pm: Zoso 
Aug 7, 7pm: Redlight King & Icon For Hire 
Aug7, 8pm: Enanitos Verdes con nuevo disco Tic Tac 
Aug.8, 7:30pm: David Tutera’s Dream Bigger 
Aug.9, 8pm: Bob Schneider 
Aug.9, 9pm: Cocktails And Covers Feat, The Smites 
Aug.10, 12:30pm: Alex Goot 
Aug.10, 2:30pm: The All Stars Tour 
Aug.14, 8pm: The Big Night Out Tour  
Aug.16, 8pm: Plastic Cup Boys 
Aug. 16, 9pm: Cocktails And Covers Feat, Kozmic 
Pearl and Nightbird 
Aug. 17, 9pm: Andres Cepeda 
Aug.21, 8pm: Colt Ford 
Aug.22, 8pm: Ted Nugent 
Aug.23, 9pm: Cocktails And Covers Feat, The World’s 
Greatest 80’s 
Aug.24, 5pm: PopExplosion Tour 
Aug.28, 8:30pm:Tribal Seeds feat. Josh Heineichs 
Aug.29, 9pm: Better Than Ezra 
Aug.30, 8pm: The Cult – Electric 13 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  281-364-3024 
Jul. 19, 7:30pm: Kid Rock 
Jul. 25, 7:30pm: Black Sabbath 
Jul. 27, 4:30pm: 94.5 The Buzz Light Weenie Roast 
Jul. 30, 7pm: Matchbox Twenty & Goo Goo Dolls 
Aug. 2, 7pm: Train 
Aug. 3, 1pm: Rockstar Energy Drink Mayhem Festival 
Aug. 14, 7:30pm: Heart 
Aug. 29, 6:30pm: Rockstar Energy Drink Uproar Festi-
val 
Aug. 30, 7:30pm: Steely Dan 
Aug. 31, 7:30pm: Backstreet Boys 
Toyota Center 713-758-7200 
Jul 21, 7:30pm: One Direction 
Aug. 15, 7:30pm: Bruno Mars  
Reliant Arena 
Jul 28, 7:30pm: American Idol Live:2013 
 
(Classic) 
Jones Hall 713-224-7575 
Jul. 19&20, 7:30pm: Pixar in Concert 
Jul. 27, 7:30pm: Frankie Valli 
Aug. 30&31, 8pm: Cirque de Symphonie 
 
(Country and Folk) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  281-364-3024 
Jul. 28, 7:30pm: Brad Paisley 
Aug. 16, 7pm: Keith Urban 
 
(Soul, R&B & Jazz) 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Aug. 3, 7:30pm: 23ed Houston International Jazz Festi-
val 

美術 

劇・エンターテインメント 

その他 

ライブ音楽 

 皆様、つい先日当地ヒューストンはもとよりアメリカ中で花火を打ち上げてお祝いした7月4日はIndependence Dayで

した。Houstonでもいろいろな催し物がありました。毎年恒例の行事が多く皆様も参加されたかもしれませんね。Bayou 
Bend Collectionでは独立戦争の当時の服装で当時の話をしてくれる人たちがいますし、また、Declaration of Inde-
pendenceの大型版がありビジター（私です）がサインできたりして面白かったです。 
 Eleanor Tinsley ParkではFreedom Over TexasというHouston市主催のお祭りがありました。この日は大晦日と同様市

内各地で花火を打ち上げます。今まで色々なところで花火見物をしましたがどこも人垣ができて花火を楽しむのは難

しいです。そもそも駐車場を探すのが大変でもたもたしていると花火を見過ごすはめにもなりかねません。 
そこで今年はちょっと発想の転換、というわけでKemahからヨットに乗って水上から花火見物をすることにしました。 
 夜7時30分に出航して10時30分に波止場に戻ってきますので約3時間のdinner cruiseです。夕食を食べてワインで

Independence Day  

Bayou Bend: 漢字の署名入

り（右下）独立宣言！ 

Bayou Bend: Independence War Story 

Freedom Over Texas 

大型ヨットの船上から楽しむ花火 

も飲みながら全く目の前をさえぎるもののない花火見物。大人$79.00、子供(3-12才)$49.00これにsales taxと

tipがかかります。ソフトドリンクは含まれますがアルコール飲料はcash barとなります。ここまで読んで「なんだ

そんなのがあるんだったら行きたかった！」という方、ご心配なく。6月~7月いっぱい毎週金曜日に同じク

ルーズを運行しています。詳細は www.starfleetyachts.com までどうぞ。ここで一点注意です。一旦予約し

ますとキャンセル料がかかりますので予定をしっかりチェックしてから申し込んでください。24時間以内の

キャンセルは50%払い戻し又は、75%を次回のクルーズに充当という条件です。24時間以内のキャンセルと

か出航に間に合わない場合払い戻しはありません。我々のグループにも当日渋滞に巻き込まれて乗れな

かった方がおられました。Hwy 146 をLa Porteから南下するルートはぜったい避けた方がいいです。Kemah
の大橋の手前３マイルくらいが大渋滞でここを通過するのに７月４日は１時間半くらいかかります。お勧めは

I45をLeague Cityまで行ってNASA Rd 1の一つ南のFM 518 (W. Main St.) を東に曲がり、Clear Lakeの南

側を通ってまっすぐ走りますとやがて通りの名前がMarina Bay Driveに変わります。このルートですと大橋を

渡る必要がありません。 
 いずれのルートで行くにせよGoogle MapやGPSで交通渋滞を確認してお出かけください。 

                   Computerdojo.com 米元 錦城  

波止場に停泊中のヨット 

 ガルフストリームでは、常時、読者の皆様

からのご投稿、取材依頼をお待ちしており

ます。ご意見・ご感想などもお気軽にお寄

せ下さい。 

 

連絡・問合せ先： 
 e-mail: gulf.kiji@gmail.com 

スポーツ 

Austin, Texas).  Ice Cream Vendors, children’s music, 
juggling, and parade.  Estimated attendees-15000. 
ADMISSION: $10 with ice cream for Adults. Chil-
dren 12 and under FREE!!!    詳しくは： 
http://www.icecreamfestival.org/mission.html 
38th Annual Festival of Glass and Antique Show 
and Sale on 8/16-18 (The Fort Bend County Fair-
grounds) ヒューストングラスクラブが主催のいろいろ

なガラスを見たり買ったりするフェスティバルです。入

場料10 (Friday) 6ドル（Sat. Sun） 
http://www.houstonglassclub.org/ 
 

http://www.expresstheatre.com/
http://www.mainstreettheater.com/
http://www.thehobbycenter.org/
http://www.milleroutdoortheatre.com/
http://www.houstonfirsttheaters.com/WorthamCenter.aspx
http://www.houstonfirsttheaters.com/WorthamCenter.aspx
http://www.alleytheatre.org/
http://houston.astros.mlb.com/
http://www.mosquitofestival.com/
http://wmf.hempsteadtxchamber.com/about/
http://wmf.hempsteadtxchamber.com/about/
http://www.starfleetyachts.com
http://www.icecreamfestival.org/mission.html
http://www.houstonglassclub.org/
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