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商工会2022-2023年度 会長挨拶 

川上前会長を引き継ぎ、10月よりヒューストン日本商工会会長を務めさ

せて頂きます米国三井物産の早坂と申します。まずは、川上前会長のこれ

までの御尽力・貢献に、心より感謝申し上げます。 

私は約2年前の2020年8月に日本からヒューストンに着任したのですが、

当初はパンデミックの真只中で100%の在宅勤務でした。当時は皆さまも

様々なご苦労があったものと推察致しますが、最近では色々な方と対面で

お話出来ることが増え、大変嬉しく感じております。以前から出張では度々

ヒューストンを訪れていたものの駐在は今回が初めてとなりますが、今では

家族も含めてヒューストンでの生活にもすっかり慣れ、大らかで開放的な街

の雰囲気を満喫しています。 

 事業環境に目を移しますと、私は弊社で米国を中心とした北中南米の

エネルギー関連ビジネスを担当しておりますが、石油・ガス産業の中心地

であったヒューストンにも地球温暖化対策としての脱炭素の潮流が押し寄

せる一方、世界的な地政学リスクの高まりを背景に米国産天然ガスの重要

度が再認識されるなど、この2年間でも大きな変化がありました。そういった

 早坂 晃 米国三井物産  

中でも、米国のみならず世界におけるヒューストンの機能や重要性は

ますます高まるばかりと感じています。 

今後、総領事館や他団体のご支援も得ながら、会員の皆様並びに

ご家族が安心して充実した生活を送ることが出来ますように、また、加

盟団体の皆様のご発展に少しでも貢献出来るように尽力する所存で

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

商工会の支援するダラス‐ヒューストン小中高生親善ソフトボール大

会は好天の下、9月4日にダラス（Mclnnish Sports Complex）にて第

31回大会が開催された。6ページに続く。  
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新理事委員ご紹介 ヒューストン日本商工会  

第一副会長 
六者交流会 

 

石川 隆次郎 
Mitsubishi Heavy Industries America, Inc. 

   副会長 
スポーツ委員長兼任 

 

栗本 一哉 
Tokyo Gas America Ltd. 

副会長 
Japan Festival≺副≻ 

 

川上 篤樹 
Sumitomo Corporation of Americas 

 

2021年2月にヒューストンに着任して、早一年半が

経過致しました。今回が3回目のヒューストン駐在で、

通算13年目となり、ヒューストンは第二の故郷ともいえます。大都市であり

ながら、自然の豊かさも感じられ、多様性に富んだヒューストンは暮らしや

すく、この地で長らく生活出来ることは非常に恵まれていると実感しており

ます。再度のヒューストン駐在はさすがにないかと思いますので、今回の

残りの駐在生活を公私ともに充実させたいと思っております。 

新年度は早坂新会長をサポートさせて頂き、微力ながら商工会に貢献

すべく尽力する所存です。ジャパンフェスティバルは3年連続で開催でき

ておりませんが、今年度こそパンデミック前のような活気あるフェスティバ

ルの開催にこぎつけ、日本の魅力を地元コミュニティに発信出来ればと

願っております。皆様のご支援・ご指導を宜しく御願い申し上げます。 

幹事 
 
 

酒井 一宏 
Mizuho Bank, Ltd. 

 

会計幹事 
 
 

沖 隆士 
Deloitte & Touche LLP 

 

副会長 
ピクニック≺副≻ 

 

相澤 稔 
Mitsubishi Corporation (Americas) 

 

 この度、副会長兼スポーツ委員長を拝命致しました

東京ガスの栗本です。私はコロナ感染拡大開始直後

の2020年の4月にサウスカロライナ州から当地に着任し、弊社前任者から

副会長兼スポーツ委員長を約半年引き継ぎましたが、その間はコロナの為

にあらゆる活動が制限されていてTeamsでの理事会や飲み会こそありまし

たが、スポーツ委員長としての仕事はソフトボール大会中止の決定と翌年

のための会場予約、会計報告のみでした。再開されて盛況だったソフト

ボール大会を次回も成功させることを大きなミッションの一つとして、本会

の益々の発展に貢献させて頂きたいと考えております。何卒よろしくお願

い申し上げます。 

   テキサス同様にBBQ王国のサウスカロライナと併せて米国駐在7年の間

に好きな肉を食べ過ぎて増量してしまいました。スポーツ委員長の名に恥

じぬよう少し運動を心がけたいと思います。 

Houstonに赴任して早くも5年が経過しました。今や

IAHに着陸すると家に帰って来たと安堵するほどで

す。米国駐在生活も前職三菱商事での18年を合わせると23年、北米生活

は小学校6年間のカナダ生活も含めると29年となり、人生の半分弱、会社

員人生の半分以上が北米となってしまいました。50年前は帰国子女も少

なく、日本に帰ってからは大変でした。そのため、当地補習校にお子様を

通わされているご父兄の皆さま並びにお子様方のご心配については、時

代は異なれど少しは理解できるつもりです。 

 プライベートでは、娘は東京、息子はNYCで働いていますので、Houston

では家内と老犬の所帯で、趣味はお客様にかわいいねと言われるBad 

Golfと家内に煽てられて作る手料理です。どちらも再現性は無く、常にビ

ギナーズラックで対応しています。先輩副会長から色々学び、ご指導を賜

りながら少しでも当商工会の発展に貢献できれば幸いです。 

コロナ禍でヒューストンに赴任してから早2年半が経

ちました。コロナとの共同生活も随分と長くなってきま

した。各社におかれましては会社出勤と在宅勤務の組み合わせで苦労を

されながらも社員の安全と仕事の両立を図られてきた事かと存じます。漸く

日本を含めた海外との往来も自由にできる環境になり、ビジネスも活発化

してまいりました。エネルギー業界でも活発な石油・ガスの開発が行われる

と同時に、低炭素化・気候問題対応が喫緊の課題となり、各社知恵を尽く

して新たな取り組みを始めています。商工会の場を通じて会員皆様と色々

と意見交換させていただければと思っております。 

本年度は副会長として新会長をしっかりと補佐し、ピクニック副幹事を務

めさせていただきます。ピクニックは3年連続でキャンセルとなってしまいま

したが、本年度こそは4度目の正直、会員の皆様が笑いながら交流を深め

られる場を作れればと思っています。 

2020年4月より商工会幹事を務めておりますみず

ほ銀行の酒井です。米国駐在は前任部署のニュー

ヨークから通算して約5年になります。  

商工会幹事業務は、会議体の運営や当日の司会進行、また各種イベ

ントのサポートなど多岐にわたりますが、3期目ともなると少しは慣れてきま

したので、楽しみながら業務に携わっております。 毎月の理事委員会や

3か月毎に開催される常任委員会については対面形式に移行しておりま

す。11月には3年振りの総会兼懇親会も予定しておりますが、会員の皆様

が相互に交流できる場になればと考えている次第です。 

今年度も早坂新会長をしっかりとサポートして、ヒューストン日本商工会

を盛り上げていきたいと思っております。ご支援の程どうぞよろしくお願い

します。  

最近、Westheimer沿いのHighland Village に少し

背の高い建物が建設中なのですが、どんなお店やレ

ストランがそこに入るのかが気になっています。 

ヒューストン生活も4年目に入り、テニスやソフトボール、家族ぐるみでの

公園散歩などで仲良くしている同年代の友達も増え、ヒューストン生活を

楽しんでいます。社会人になってから仕事以外で新しく人と出会う機会は

とても貴重です。ヒューストンという海外における日本人コミュニティの一体

感やある種の生活の不便さなどが、お互いの距離を縮めるのに一役買っ

ているのではないでしょうか。私も商工会の会計幹事という立場を通して、

日本人コミュニティに微力なが ら貢献 していければと考えております。 

私は商工会において総会や理事委員会での予算・決算説明、および

日常的な入出金管理の監督を 行っており、再開されつつある各種イベン

トも含め、商工会の円滑な運営を資金繰りの面からサポートしていきます。 
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稲田 徳弘 
Japan Oil, Gas and Metals National 

Corporation (JOGMEC)  

桜内 政大 
 Japan External Trade Organization 

Houston (JETRO)   

中尾 茂樹 
Mitsui & Co. (U.S.A.),  Inc.  

大野 寛 
 NIPPON STEEL NORTH  

AMERICA, INC. 

土井 学  
JX Nippon Oil Exploration 

(U.S.A.) Limited 

 藍谷 早苗 
Pasona N A, Inc. 

 

鈴木 一 
Kuraray America, Inc.  

藤澤 豊 
Nissan Chemical America 

Corporation 

根本 真樹子 
Kintetsu International Express 

(U.S.A.), Inc. 
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飯村 慎一  
Tadano America Corporation  
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企画・調査委員長  

（セミナー） 

広報委員長 

（ガルフストリーム＜主＞） 
教育委員長  

（補習校運営委員長） 

運輸･サービス･金融・貿易部会長  機械･電子部会長  エネルギー部会長  

鉄鋼部会長 
生活・情報委員長 

（図書館／ピーカン活動／古本市等 ） 
物資・化学品部会長  

名川 譲  
All Nippon Airways Co., Ltd.  

竹原 優 
Marubeni America Corporation 

赤間 悟 
Daikin Comfort Technology  

North America, Inc. 

泥 克信 
Kaneka America Holdings, Inc. 

特命理事 

（ジャパンフェスティバル＜主＞） 
特命理事 

（安全危機管理） 

特命理事 

（他団体対応・日本庭園） 

特命理事 

（ジャパンフェスティバル＜副＞） 

文化委員長  

（ピクニック＜主＞） 

新組織体制 ヒューストン日本商工会 

（令和四年（10/1/2022-9/30/2023)  
新年度を迎えて新たな組織体制となりま

したのでご紹介致します。（敬称略）  
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会 社 紹 介 

Trans Med Consulting Services Ltd.  

準会員 高橋 麻貴子さん 

1．会社の業務内容等について簡単にご

説明ください。 

 Trans Medは2005年からバンクーバー、ト

ロント（カナダ）を中心に医療通訳・保険請求

代行サービスを提供しております。カナダに

ワーキングホリデーや留学、又は観光で訪

れる日本人の方々が、万が一病気や怪我を

してしまった時にご利用いただくサービスで

す。まず、日本人が海外で病院にかかる時

に困る理由Top3を上げてみると、 

1）国が違うと医療システムもガラリと異なるので、先ずどこに連絡するべき

か、どの病院に行けば良いか分からない。 

2）医療機関での会話は特にハードルが上がり、言葉の壁が出てしまう。 

3）北米の治療費は日本と比べるとかなり高額なため、その場で支払うと

なると、精神的にも経済的にも負担がかかってしまう。 

 この3つの難題を解決するのがTrans Med の役目です。もし、海外で病

気や怪我をしてしまった時、こんなサービスを提供します。 

・医療通訳スタッフが医師と患者様の間に入り、症状を聞いた上でスク

リーニングをし、どこの病院に行くべきかを提案。 

・病院やクリニックへ同行し、現地の医療スタッフとの会話を通訳。 

・医療費の支払いを代行し、患者さんの代わりに保険会社へ請求をする

というキャッシュレスサービスを提供。 

 上記のサービスを通して、異国で体調のすぐれない患者様に、最善の

医療と安心感を与えられるように全力を尽くしております。 
 

2．ヒューストン／テキサス州の印象についてお聞かせください。 

意外とアジア人が多くて驚いたのと、日本食やレストランも豊富なの

で、食に困らないのは嬉しいです。友人からヒューストンの印象を聞かれ

た時に必ず言うのは、“人が優しい”ということ。今まで出会った方はみん

な親切で、たくさん助けられました。また、多くのゴルフコースがあるのも

魅力です！ 

 

3．その他、個人的な関心事（趣味等）についてお聞かせください。 

 小6のある日の朝、急に両親から「アメリカへ旅行に行くから学校に行

かなくて良いよ」と伝えられました。子供だったので、何も警戒せず「ラッ

キー！」とそのままランドセルを降ろし、スーツケースに荷物を詰めて空

港に向かったのですが、なんとその後5年間も日本へ帰る事はありませ

んでした。今となると笑い話ですが、親に拉致された状態でした。自分の

意思で海外に来た訳ではなかったので、日本にずっと帰りたいと思って

いましたし、今でもいつかまた日本に住みたいと憧れを持っています。

16歳になったのと同時にアルバイトを始め、自分で貯めたお金でチケッ

トを買って帰国したのが、その5年後です。自立する大切さを覚えたのは

その時かもしれません。現在は主にバンクーバーとロサンゼルスに住ん

でいます。今後ヒューストンでも日本の方をサポートする医療関係の会

社を立ち上げたいと思っています。 

 最後になりましたが、現在の趣味

はゴルフ、ハイキング、ジム、旅行、

仕事、読書、食べる事。ゴルフはビ

ギナーレベルですが、いつか商工

会のゴルフコンペに参加できたら

良いなと思っています。どうぞ宜し

くお願いいたします。 

読者の皆様へ 

平素はガルフストリーム誌をご愛顧頂き、ありがとうございます。5月に実

施しました「読者アンケート」の結果は7月号Page 1&Page 3にてご報告させ

て頂きました。今回は、アンケート結果を踏まえて編集委員で相談した今

後の方針について、ご報告致します。 

今回の編集方針で最も大きな変更点は、電子化になります。紙版発行

の熱いご希望もありましたため、大きな予算をかけない範囲でできることを

考え、まずは三水会センターの図書館にて、2・3部の紙版を閲覧用として

掲示することとしました。是非、図書館へお立ち寄りください。引き続き、図

書館の他、読者の皆様がお立ち寄りになる機会が多いと思われる場所へ

の掲示についても検討を続けます。また、電子版の掲示サイトの周知のた

め、図書館では、掲示サイトへのQRコードを印刷したチラシを配布予定で

す。更には、紙版では解像度に限界があった資料などは、リンクを張って

より高解像度の資料を掲示したいと考えております。直ぐには難しいもの

の、スマートフォンでのご利用が多いことも認識できたため、スマート

フォンで読みやすいフォーマットに変えていく事なども検討していきた

いと考えております。せっかくの電子化ですので、出来るだけマルチメ

ディア化を進め、紙版では出来なかった臨場感のある誌面作りも検討

を進めます。ご希望があれば、編集部までお寄せください。 

誌面の内容につきましては、これまでのスタイルに対して前向きなご

感想・ご評価を頂いたと考えております。旅行記・観光地紹介、駐妻の

ヒューストン日記、食うすとん（レストラン紹介）、ヒューストンウォーカー

などの生活情報記事など、多くの人気記事は継続して掲載していきま

す。更に、ご希望の多かった、現地安全情報、経済動向・市場動向、

ビジネス関連、学校関連といったジャンルも、人気記事に加えて厚くし

ていき、皆様に愛される誌面作りに努めていきたいと思います。なお、

これまで2ページ目に掲載してきました概略版の議事録につきまして

は、会員専用ページにて正式な議事録をアーカイブしており、あまり人

気がないことも分かり、その分の誌面を増やすこともできるため、次年

度から割愛させて頂きます。会員の皆様につきましては、専用ページ

での閲覧をお願い致します。 

 ボランティアで成り立っている編

集委員会です。普段の生活の中

で、あ、こんなこともあるのだという

発見があったら、ぜひ教えてくだ

さい。読者の皆様の視点が充実し

た誌面作りに役立つと思います。

編集委員としてのご参加も大歓迎

です。ご興味をお持ちの方のご連

絡、お待ちしております。 

     （編集委員長 稲田徳弘） 

編集委員募集中！ 

https://www.jbahoustongulfstream.com/_files/ugd/66ffda_28b201b5907347c0b3dedd863bbade43.pdf
https://www.jbahoustongulfstream.com/_files/ugd/66ffda_a129e35aee77484e9f21e91d56a063a7.pdf
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会計士の主な業務である監査とは 

 会計士の主な業務の一つとして、財務諸表の監査という業務がありま

す。財務諸表はいわば企業の成績表であり、その企業が将来もいい成績

を残せるかどうかの重要な判断材料です。投資家はその財務諸表および

その他の情報を総合的に勘案して、投資する企業を決めることになりま

す。しかし、ここで一つ重要なポイントがあります。成績表を作っているの

は、成績をつけられている企業自身だということです。皆さんが学校で受

け取った成績表は、先生が成績をつけていたのではないでしょうか。もし、

自分で自分の成績をつけていいとしたら、間違えて本来とは違う評価をし

てしまう虞があります。「いい成績を取ったら欲しいものを買ってあげる」と

ご両親に言われていたら、なおさら魔が差してしまうかもしれません。それ

に加えて、国内外を問わず多くの人々が多くの拠点で働いている企業に

おける財務諸表は、財務数値を集計するだけでも大変なうえ、その内容

に重要な誤りがあった場合には、投資家などの利害関係者に大きな影響

を与えてしまいます。そこで、企業および利害関係者が概ね正しい財務

数値を扱えるように、企業が作った財務諸表をその企業に所属しない(独

立した）会計士がチェックするという必要性が生まれました。それが財務諸

表に対する監査です。 
気候変動問題に関連する情報開示の拡充と保証 

 数ある気候変動問題の中でも、特に地球温暖化や異常気象は、差し

迫った問題として社会の関心を集めています。気候変動問題の顕在化

は、消費者動向を環境に配慮した製品にシフトさせることで企業の売上に

影響を与え、規制当局の定めた環境基準に適応するための追加コストを

生じさせます。投資家は、従来の財務諸表にこのような気候変動問題によ

る影響を明示することを期待するとともに、気候変動問題における企業の

目標や取り組みにも注目しています。そのような投資家の期待に応える形

で、世界的に統一された枠組みに基づく情報開示の拡充が進んでおり、

米国においては2022年3月に証券取引委員会（Securities and Exchange 

Commission: SEC）が、登録企業に対して段階的に年次報告書（Annual 

Report）に気候変動に関連する情報の記載を求める提案を発表しました。

当該提案においては、正に上述の財務諸表の監査が求められるのと同

様に、会計士または適切な知識を持った者が情報をチェックし保証するこ

とが求められています。 
具体的な情報開示の内容 

 ここでは、皆さんが活動されている米国の気候変動に関する情報開示

について、簡単にご説明したいと思います。提案されている開示内容は

以下の通りです。 
• 財務諸表の注記開示 - 気候変動関連の財務上の影響と支出の指

標 - 財務上の見積りや仮定に対する気候変動関連の影響に関する議論 
財務諸表外の気候変動関連開示セクション - スコープ1、スコープ2およ

びスコープ3の温室効果ガス (GHG) 排出量* - 気候変動関連のリスクと

機会 - 気候変動関連リスクの管理プロセス - 気候変動関連のターゲット

やゴール - 気候変動関連リスクのガバナンスと監督 
*スコープ1：登録企業が所有または管理している事業からの排出量 

 スコープ2：電気、蒸気、冷暖房の購入または取得からの排出量 

 スコープ 3：間接的な上流及び下流の活動からの排出量 
 財務諸表の注記開示は、既存の財務諸表監査の対象となります。

スコープ1およびスコープ2のGHG排出量の開示は、段階的導入期

間中に限定的保証の対象とされ、その後、合理的保証の対象とな

ります。これらの開示は登録企業の規模と開示内容に応じて、数年

をかけて段階的に導入されることになります。仮に、当該提案が 

2022年12月までに最終化され、登録企業が12月決算である場合

のスケジュールは以下の通りです。 

 限定的保証の目的は、サービス提供者が、主題事項(例えば、スコー

プ1とスコープ2のGHG排出量の開示)が適正に記載されていること、ま

たは関連する基準に従っていることを保証するために登録企業が行うべ

き重要な変更を認識しているかどうかについての結論を表明することで

す。それに対して、登録企業の財務諸表監査と同じレベルの保証を提

供する合理的保証の目的は、主題事項がすべての重要な点において、

関連する基準に従っているかどう かについて意見を表明することです。 
 大規模早期提出会社または早期提出会社が暦年決算ではなく、その

2023年度または2024年度が上記の強制適用日より前に始まる場合、登

録企業は次年度まで GHG 排出量開示要件の遵守は要求されません。

つまり、本規制案の適用が最初に要求されるのは暦年会社となります。 
 なお、小規模な報告会社は、スコープ3のGHG排出量開示の対象外と

なり、かつ移行期間が追加されます。(すなわち、2025年にはスコープ 3

のGHG排出量以外のすべての開示が要求されます。) 

 当該提案の内容が広範にわたるため、議論の進捗に応じて変更され

ることが考えられますので、ご注意ください。 
 より詳細な内容につきましては、SECの気候変動の開示要求提案の包

括的分析｜会計監査｜デロイト トーマツ グループ｜Deloitteをご参照く

ださい。 
最後に 

 排出量規制などが規制的手法と呼ばれるのに対し、税制優遇や補助

金による課題解決の取り組みは経済的手法と呼ばれます。経済的手法

は、市場原理を活用することで経済効率性と環境効率性を同時に達成

できる手法です。気候変動に関連する情報開示も、投資家の行動原理

を介して気候変動問題に積極的な企業に資金を集中させ課題解決を

試みるという点で、経済的手法の一種と考えることができるでしょう。気

候変動対策をコストセンターとする従来の考え方よりも、ビジネス機会や

企業価値の向上を生み出すプロフィットセンターとして捉える見方が広

まり、個々人の選択した行動が自ずと環境負荷の低減に繋がる社会構

造が構築されることを願うとともに、その一役を会計士という職業が担え

れば幸いです。                            (Deloitte & Touche LLP 沖 隆士) 

 会計士という職業にどのようなイメージをお持ちでしょうか。電卓を叩き

ながら書類と睨めっこをして、毎日お金のことを考えていそうだと言われる

ことがよくあります。電子化が進んでいる昨今では電卓よりもPCを使った

作業が中心ですが、それ以外は概ねそのようなイメージで正解です。そ

んな会計士の仕事とはあまり関係がなさそうに思われる気候変動問題で

すが、今後はより会計士が関与する場面が増えることが予想されます。 

 今回は、会計士の主な業務とそれがどのように気候変動問題への取り

組みにかかわってくるのかについてお話したいと思います。  

「会計士も環境問題の解決に貢献したい、だって人間だもの。」 
～会計士という職業が気候変動問題において果たす役割 ～ 
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and capabilities in these areas; however, due to independence restrictions that may apply to audit 
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 一つのソフトボール大会ではあるが、コロナ後最初の大会となると一言で

は語れない。昔から甲子園が好きな私は、今回のソフトボールもつい甲子園

に重ねてしまう。2022年夏の甲子園、締め括りに東北勢初優勝をもたらした

仙台育英須江監督のスピーチが話題になった。「今の高校生活は大人たち

が過去に過ごしてきた高校生活とは全く違う。青春はすごく密だが、それが

全部ダメだと言われる苦しい中、諦めずに頑張ってきたすべての高校生に

拍手してもらいたい」という内容に私自身も心を打たれた。 

 コロナで中断し、3年ぶりの開催となったソフトボール交流試合。参加した

小学生メンバーたちは甲子園球児同様に誰も経験したことのないコロナ禍

での小学校生活を乗り越え、短い練習期間の中で徐々に「チーム」を創り上

げてきた。本人たちにとっては当たり前の毎日かもしれないが、きっと私たち

大人とは違う何かを体得しているのだと思う。 

 さて前置きが長すぎたが、肝心の試合はどうだったのか。一言で言うなら

ば「素晴らしいものを見せてもらった」である。監督・コーチたちが熱心な指

導をしてきたとはいえ、ヒューストン小学生チームはメンバーも入れ替わり、

数か月でどうにか新たに創り上げた言わば即席のチームでもあった。人数

では大きく水をあけられているダラスチームに対し、試合になるのだろうかと

いう懸念もあったが、蓋を開けてみれば大熱戦。我らがヒューストン小学生

チームは低学年が27-3の快勝。男女Mixが11-12の惜敗。高学年が14-10の

勝利という堂々の結果を残した。 

 低学年はとにかくよく打ち、よく走った。守備でも小学生とは思えないような

フィールディングでアウトを取ることもあれば、互いにカバーし合って必死に

ボールを止めて失点を最小限に抑えた。走攻守が噛み合った勝利だった。 

 男女Mixでは相手が攻守ともに良いリズムで圧倒していた中、我慢しなが

らも徐々にペースをつかみ、得点チャンスを着実に掴みながら同点に追い

つき試合を振り出しに戻した。最後はサヨナラの失点となったが、誰も諦めな

いからこそ接戦となった美しい試合だった。 

 高学年は前半相手の得点が積み重なる中、なかなか加点できず。差が

徐々に広がり敗色が見え始めたとき、一つの好守備、一つのヒットから流れ

を徐々に引き戻した。1点リードで迎えた最終回裏の相手の裏の攻撃。早々

に1失点し、あと1点でサヨナラ負け且つ満塁のピンチという場面を見事に抑

えて同点で終了。そこで「折角なのでもう1イニング」となり、流れをつかんで

いるヒューストンチームが5得点をあげ勝利を決定づけた。 

 いずれのチームもスコア以上に素晴らしかったのは皆が互いによく声を出

し、互いに前向きに励まし合い、どこで教わったわけでもないのに「チーム

ワーク」を自分たちで創り上げ体現していたことだった。 

 この交流戦の開催にはコロナに加え、当日まで天気というハードルが立ち

はだかった。直前の大雨により開催が危ぶまれ、何とか回復した当日も途中

から雷や降雨により中断するなど何度も中止の可能性が出たが、驚くことに

最後まで大会を完遂することが出来た。同時刻頃、車で20分程度先のダウ

ンタウンでは記録的な嵐で木が何本もなぎ倒され広範囲で停電になったと

の被害状況をきくと、我々がいかに幸運だったのかに気づかされる。小学生

たちの大きな声と楽しんでいる思いが悪天候も跳ね除けたのだろうか。試合

を終えて汗と土にまみれ『球友』たちと抱き合う小学生チームの充実した表

情を見ていたら、早くも来年の試合がもう楽しみになった。 

 様々なハードルがある中、本大会開催の実現に尽力頂いた関係者の皆

様、当日応援にお越し頂いた岡林校長先生ご夫妻、監督・コーチ、応援し

てくださった保護者や先生の皆様に改めて感謝の意を表したい。 

                    （松﨑文吾）          
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 2019年にヒューストンで繰り広げられた暑い熱戦から3年、コロナ禍を克服

して31回目の親善試合を開催することができた。中高生もこの2年の間に多

くのメンバーが帰国し、選手の人数不足が心配されたが何とか12名の選手

が集まった。皆少ない練習量ながら根気強く毎週末の練習を重ね、期待に

胸を弾ませてダラスに乗り込んだ。 

 ダラスとの事前打ち合わせで中高男子の試合については、3年ぶりの交流

を趣旨として混成チームで1試合だけ行うことになった。試合前に互いの選

手が一緒にキャッチボールやバッティング練習で打ち解け、キャプテン同士

でチーム分けをしてプレイボール。 

  試合が始まるとヒューストンの選手たちは野球経験者の多いダラスの選

手に圧倒された様子で緊張からか少し動きが硬い。しかし大きなレフトフライ

を川畑がファインプレーで見事キャッチしたのを皮切

りに、ヒューストン選手のファインプレーが続出。練習

では見られなかった軽快なゴロ捌きやスムーズな送

球、バッティングでもヒットを連発して底力を見せつけ

た。そのたびにダラスの選手と笑顔でハイタッチする

様子は何とも微笑ましい光景だった。今年の復活戦

を機に、選手たちの更なる成長とチームの飛躍を期

待したい。                   （赤毛 孝）              

 

  

 3年ぶりとなるソフトボール大会の試合開始を告げるサイレンが（筆者の頭

の中で）高らかに鳴り響いた。コロナ禍の中でも消えずにあった多くの方々

の熱い思いが結実した瞬間である。我らが中高女子H軍は1回表4番オード

リーが先制点を挙げ幸先の良いスタートを切る。追いつかれた3回、咲乃、

杏、萌乃香の怒涛の連続ヒットで満塁とした後、オードリーが追加点。続く心

美が2点適時打。さらに、鈴子、桜香が1点ずつを加えビッグイニングとなっ

た。ここでストームにより試合中断。5回までの短縮試合となる。5点を返され

その差1点となった5回表、真椰がライト前安打するも後続が倒れ追加点とな

らず。助っ人選手明日香・マッキー・ワッキーを迎え挑んだが、最後はD軍に

点差を縮められ逆転負けを喫した。一歩及ばず7-8と悔しい敗戦となった

が、手に汗握るとても良い試合展開であった。主将萌乃香が安定した投球

でチームを牽引。全選手が積み重ねてきた練習の成果を遺憾なく発揮し、

全員安打。華麗なダブルプレーも披露した。 

 継続は力なり。心一つにまた練習を重ね、来年のリベンジに期待したい。

嵐による中断後、試合は再開された。そう、止まない雨はないのだ。来年以

降も伝統あるこの素晴らしいイベントが連綿と続いていくことを切に願うばか

りである。 

 文末となりましたがご尽力賜りました運営関係者の皆様、選手そしてご家

族の皆様のご協力に厚く御礼を申し上げます。          （樽谷真治）       

ソフトボール大会中高男子チーム観戦記  

1ページ続き 

ソフトボール大会小学生チーム観戦記 

ソフトボール大会中高女子チーム観戦記  
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 ヒューストン日本語補

習校では、小学六年

生向けに「日本の伝統

文化に親しみ、理解を

深める」という目的で

茶道教室を2019年ま

で開催しておりまし

た。主に現地の人向け

に日本文化を紹介す

る団体として活動され

ているショーイングジャ

パンのご厚意とご協力

によって、22年間毎年開催されていた同教室ですが、新型コロナウィルス

感染拡大の影響で世界中の集会や行事が中止となる中、この催しも例に

漏れず二年間の休止を余儀なくされました。昨年度後期から対面授業が

再開し、新年度がようやく軌道に乗り始めた5月、ヒューストン日本商工会

の小林事務局長よりショーイングジャパン代表の岩﨑様へ今年度の茶道

教室開催を打診していただいたことから、三年ぶりの茶道教室に向けた

準備が進められることになりました。 

 地域の新型コロナウィルス感染状況を踏まえ、児童にも運営スタッフに

も安全安心な学びの場となることを大前提とし、どのような形で今年度の

茶道教室を実施できるか協議した結果、例年のような浴衣の着付けやお

茶・和菓子の飲食をともなわない形式で、茶道の歴史や流れ、所作や作

法を見学することとなりました。児童とは茶道に関する事前学習を行いま

したが、実際の茶道体験ができないことは大変残念な様子でした。 

 9月10日、ショーイングジャパンスタッフ7名の方々にお越しいただき、児

童31名、今年度着任された岡林学校長、2名の担任を含め計34名が参加

し、第23回茶道教室が開催されました。六年生が昼食を摂っている間に、

隣の教室には畳が敷かれ、茶室に見立てて躙口が設けられました。衝立

には「一期一会」の掛け軸、その前には季節にちなんだすすきと桔梗の

花が飾られていました。会場に入った児童の中には、見慣れない光景に

小学部６年生茶道教室 
緊張した面持ちの子もいれば、表情がパッと明るくなり好奇心と期待が溢

れている子もいて、普段の授業ではなかなか見ることの出来ない子どもた

ちの一面を垣間見た瞬間でした。 

 はじめに茶道の歴史や作法について丁寧にご説明いただいた後、茶席

のデモンストレーションが始まりました。児童は食い入るようにその様子を

見学し、持参したノート数ページにわたってメモをとっている姿も見られま

した。 

「お茶を飲めないのが残念。」 

「おいしいお菓子が食べられないなんて。」 

と言っていた子たちも、皆一様に真剣な眼差しでお茶が点てられる様子

を見つめていたのが印象的でした。デモンストレ―ションが終わると、質

疑応答の時間が設けられました。児童からは次々と質問が出され、その

一つ一つに丁寧にお答え頂けたことでさらに深い学びに繋がったようで

す。 

 ものや空間だけでなく、時間や季節の移ろいに美を見出し、所作を追

求しておもてなしをすることを重んじてきた「日本の心」に触れる大変貴重

な機会となりました。正直なところ、教員の立場ではありますが、日本から

遠く離れたこの地で激動する社会情勢と多忙な日常生活に追われ、つい

お ざ な り に

なったり忘れ

かけたりして

いた大切なこ

とに、改めて

気付かされた

思いです。ご

尽力頂きまし

たショーイン

グジャパンの

皆様に、心よ

りお礼申し上

げます。 
 
 
 
          （ヒューストン日本語補習校六年Ａ組担任 キム千佳） 

第572回テキサス会「総領事杯」ゴルフトーナメント 

総合優勝者・男性優勝者      

浜口様（写真左）  

女性優勝者、ベストグロス賞、ドラコン賞   

緒方夫妻（写真両端） 

をボリューミーな昼食

で満たしていました。

続く表彰式ではドラ

コン・ニアピン賞、男

女別の順位賞、ベス

トグロス賞、総合優勝

の発表が和やかな雰

囲気の中で行われま

した。緒方ご夫妻が

共にドラコン賞を受

賞された上に、女性

優勝 (緒方真弓様グ

ロス95, ネット73.4)、ベ

ストグロス賞(緒方庸介様 グロス76, ネット73.6)を受賞、総合優勝・男性

優勝は浜口様(グロス91, ネット70.6)が受賞され、村林総領事より賞品の

授与が行われました。閉会のご挨拶では村林総領事から次に繋がる盛

況な会であった旨のお言葉を頂戴し、トーナメントは幕を閉じました。 

最後に、今回も日本人会、会員企業様などからたくさんのご寄付をい

ただき大会を盛り上げていただきましたことに、この場を借りて厚く御礼

申し上げます。また、当日のスムーズな進行にご協力いただきました参

加者の皆様、運営サポートをしてくださった方々へも感謝申し上げま

す。                       

（物資・化学品部会） 

9月18日(日)に商工会・日本人会共催の第572回テキサス会「総領事

杯」ゴルフトーナメントがOakhurst Golf Club（男性6,242ヤード、女性5,188

ヤード・パー72）で開催されました。在ヒューストン日本国総領事館より村

林総領事をプレゼンターにお迎えし、総勢70名が快晴の中プレーを行い

ました。 

プレーヤーは午前6時半からの受付後、練習レンジにて各々体を温め

ながら準備を行い、午前8時にはショットガンスタートでトーナメントがス

タートしました。前半にゴルフカートがGPSのエリアから外れてしまったこと

でカートがストップしてしまうトラブルもありましたが、無事に再起動してそ

の後は滞りなくプレーが進み、早い組で12時半過ぎにはホールアウトされ

ていました。 

昼食会では名物のOakhurst Burgerが提供され、皆様プレー後の空腹
▲表彰式 
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 ヒューストンから西へ10時間、砂漠の中にマー

ファ（Marfa）という人口約2000人の小さな町があ

ります。以前1泊だけ立ち寄ったその町に惹きつ

けられ、私達は4日間の休暇を再びマーファで過

ごすことになりました。 
  
 陸の孤島と呼ばれるマーファは1880年代に鉄

道の給油地として開拓されました。この町は1920

年代に発展し、第二次世界大戦中は軍事施設と

して使用されていました。後にマーファがアートの

街として知られるようになったのは、1977年、マー

ファの地に魅了されたミニマリズムアーティストで

あるドナルド・ジャッド（Donald Clarence Judd ）が

ニューヨークからマーファへ引っ越して来たことがきっかけでした。画家

であり版画家であったドナルド・ジャッドは、次第にレリーフ風作品や立

体作品を制作するようになりました。その後、マーファの陸軍基地跡の土

地（1.4km²）を自作や限られた作家の作品を恒久設置するために買い

取ったのです。 
  
 現在、チナティ・ファウンデーション(The Chinati Foundation) では、コン

クリートやステンレスを使った作品を観ることができます。2.5kmに渡って

展示されているいくつかの作品を鑑賞してみると、ドナルド・ジャッドが素

材と配置に拘った意味が薄らと理解できました。過去に一度も観たことの

ないミニマルアートらしいシンプルで斬新な作品に衝撃を受けました。 

 美術評論家としても高い評価を受けていたドナルド・ジャッドの住む

マーファを目指し、世界的クリエーターが次々と訪れ、移り住むようになり

ました。その後、現代アーティストや職人の文化の中心地となったマー

ファでは、様々な作品がギャラリースペース、アートイベントなどで展示さ

れています。 
  
 その有名な一つがプラダ・マーファ（Prada Marfa）です。ベルリンを拠

点に活躍するアーティスト、エルムグリーン&ドラッグセットとミウッチャ・プ

ラダがタイアップをした作品です。マーファ から北東40km離れた砂漠に

ポツンと佇んでいます。ホワイトサンズからマーファへ向かう街灯りのない

風景の中に突如として現れた灯りがプラダ・マーファだったのです。お店

の中には、プラダ2005年の秋冬コレクションからセレクトされた本物の製

品が並んでいます。アート作品だということをすっかり忘れ、その美しい

バックや靴に見惚れてしまいます。プラダ・マーファは古くなり朽ち果て

て砂漠の自然な風景に同化する

ところまでがアートプランにあるそ

うです。どこまででも広がる荒野の

中で一際存在感を放つプラダ・

マ ー フ ァ。シ ン プ ル な ド ナ ル ド 

ジャッドのミニマルアートと底通す

るようなイタリアンブランドと砂漠の

コラボが洗練された風景を醸し出

していました。 

 ドナルド・ジャッドがマーファを訪れる以前に

は、1956年に公開された映画、「ジャイアンツ

（Giant）」のロケ地としても有名になった地域で

した。ジェームズ・ディーン最後の出演作品で

す。ジ ェ ー ム ズ・デ ィ ーン、エ リ ザ ベ ス・テ イ

ラー、ロック・ハドソンなどのキャスト、撮影ク

ルー達が滞在していた国家歴史登録財指定

のホテルがThe Hotel Paisanoです。 
   
 このホテルは1930年、今から92年前に建設さ

れました。ネオンサインが古きアメリカらしさを

強調しています。ロビーや客室の通路には、映

画の写真が博物館のように飾られ、家具や調

度品にも歴史を感じます。まるで映画の時代を

旅しているような気持ちに駆られます。実際に

主演キャストが宿泊したジェームス・ディーン 

ルーム、ロック・ハドソン スィーツ、エリザベス・

テイラー スィーツなどと名付けられた部屋があ

ります。また、ジェームス・ディーンの役に因ん

で名付けられたバー「Jett‘s Grill」では有名な

マルガリータが味わえます。 
  
 私達はマーファから帰った後に、3時間の映

画ジャイアンツを観ました。まだ人種差別が激

しかった頃の女性の自立と人間模様が、聞き

覚えのある音楽と共に繰り広げられていまし

た。時折出てくるテキサスの荒野が既に懐かく

感じられました。 
  
 このホテル以外にも、テントやトレーラーハウス

に泊まれるEL COSMICO、ゲストハウス風の

The Lincoln Marfa等の宿泊施設は、現地に溶け込みネイティブな旅を

楽しむことができます。俳優気分を感じられたThe Hotel Paisanoでの滞

在、初めてのルームシェアタイプのThe Lincoln Marfaどちらも非常に面

白い体験ができました。 
  
 また、自然現象であるマーファライトは観光客に人気のスポットになっ

ています。ネイティブアメリカンの時代から、夜になると地平線に煌めく

光が見えることがあるそうです。街から15km程のMarfa Lights Viewing 

Areaが観測地になっています。当日、私達は残念ながらその光を観るこ

とはできませんでしたが、ヒューストンでは決して観ることのできない空

いっぱいの煌めく星を観ることができました。 
  
 そのような自然を楽しめたり、素晴らしいアート作品や建物の他にも、

お洒落なカフェやブルワリー、アートショップなどもあります。街中の風景

はどこを切り取っても絵になる写真を撮ることができます。古びた建物や

看板に見られる寂れた町の雰囲気とハイクオリティなセンスの良さとの融

合が、更にアーティスティックなマーファのアドバンテージを高めている

ように感じました。 
  
 素晴らしいアートに浸れたこの数日間は、

日常を脱した非日常な空間を満喫すること

ができました。そんな魅力いっぱいの小さ

な町マーファへは、ホワイトサンズやビック

ベンドの旅の途中でお立ち寄りいただくの

がお勧めです。     

            （編集委員 富田依子） 
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▲マーファウォータ-タワー 

▲ドナルド・ジャッド作品   ▲ジャッドファウンデーション ▲チナティ・ファウンデー 

                                      ション ギフトショップ 

▲The Hotel Paisano（上） 

重厚感のあるロビー（中） 

映画「ジャイアンツ」の写真

の展示（下） 

美術館（上） 

街中のアート作

品（左下） 

街角で見つけた

素敵な風景（右

下） 

アートの聖地 Marfaへの旅 

プラダ・マーファ 

【旅行記】 



  

(写真③) 本年度2回目の古本市を9月17日(土)に、ボランティアの皆様

や商工会事務局のご協力により、三水会センター会議室にて、無事開催

することができました。今回のご来場者数287名、収益は寄付金を合わせ

て$1,506となりましたこと、ここにご報告申し上げます。古本市にご来場い

ただいた皆様、ボランティアの皆様、また貴重な本をご寄付くださった皆

様にはこの場をお借りして心よりお礼を申し上げます。 

            連絡先：商工会事務局  sansuikai@jbahouston.org 

（文責：生活・情報委員長 根本真樹子） 
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9月開催 

古本市のご報告 
言語と文化交流でつながる！ 
古本市の舞台裏、ボランティアの 
クレメンツハイスクールの学生さん。 

 「いっさつ、にさつ、さんさつ、しさつ」混み合っていない時間帯に本の

カウントを手伝ってくれたサブリナさん(写真①)は書籍を数えるときに使う

「冊 (satsu)」、鉛筆を数えるときに使う「本（hon/bon）」、人数を数える「人 

(nin)」と「名 (mei)」の前につく数字の読みが数えるものにより、四は「し」か

ら「よん」に変わるのが不思議なようで、「日本語は難し

い！」。 

 古本市のボランティアに駆けつけてくれた学生さん

が通うクレメンツハイスクールは、テキサス州のトップ高

校と評価されるフォートベンド郡の公立高校です。

フォートベンド郡最大の都市シュガーランドは1959年

に市となってから企業の町として急速に成長したテキ

サス州でも最大の都市圏で、砂糖生産・マーケティン

グ業者インペリアルシュガーはここに拠点を置きます。

クレメンツ高校で日本語プログラムがはじまったのは

今から26年前で、「日本語をオンラインで勉強してい

るだけでは物足りない」、「もっと日本語を勉強したい」という学生さんが楽

しみにしている毎年夏に開催される日本へのスタディーツアーはコロナの

影響で3年連続延期となってしまいました。このクレメンツ高校には、芥川

龍之介、村上春樹など、有名な作家による小説はすべて読破したという

日本人顔負けの学生さんもいるほどです。こちらの写真の皆さんは古本

市の後片付け係にサインアップしてくれた力持ちチーム (写真②)。「今回

でボランティアは3回目、来年もきまーす」とこの写真右のケビンくんが

言ってくれました。古本市は、顔の表情やジェスチャーから相手の日本語

を読み取ろうとしたり、対話できるひとつの機会になっているようです。「図

書館でもボランティアできるかな？」と尋ねてこられた学生さんもいました

古本市の舞台裏にはまた

別の角度からこの商工会

の年間イベントに興味を

もってくれた学生さんたち

がいました。地元に根付く

日米交流を深めるイベント

としても、継続的に実施し

ていけたらと思います。 

  

 

  

  

 

   

 

 8月25日三水会センターにて、あそぼーかい、読み聞かせの

会、お助けマップとShowing Japanのリーダーミーティングをハイブ

リッド形式で行い、各活動報告、今後の企画案などを話し合いまし

た。 

 今年度の新しい企画として、大人を対象とした「三水会クラブ」、

そして日本の文化や言語に興味を持つ現地の方々をお迎えする

交流会などの立ち上げを検討しています。 

 先ずは「三水会クラブ」の第

一弾として、10月19日にクラフ

トの会を開催致します。皆様

ぜひご参加下さい。(要予約) 

 

▲写真③ 

▲写真① 

▲写真② 

読み聞かせの会 houstonyomikikase@gmail.com 

開催日は未定です。HPにてご確認ください。 

 ヒューストン日本商工会の生活・ 情

報委員会傘下の新たなボランティ ア

活動として2022年10月からスタート す

るインフォーマルな集会です。やっ と

コロナ禍も落ち着いてきたので人と の

繋がりが欲しい方、子育ての合間 に

ちょっと息抜きしたい方、当地の

色々な生活情報を入手したい方、商工会会員だけではなく、どなたでもご

参加いただけます。月に一度、テーマを設けて講師をお迎えしてお話を訊

いたり、クラフトを作る作業をしながら、お茶会をお楽しみください。  

★次回は11月10日（木）に開催します。 
 

テーマ： カイロプラクティックってなに？ ＜デモンストレーション有り！＞ 

講 師： ドロリンガー・真紀先生 （Pro relief Chiropractic） 

 今後の開催予定 *スタッフは随時募集中です。 あそぼーかい pecan.asobo@gmail.com 

11月11日（金）詳細はヒューストン日本商工会、商工会

Facebookページ、ヒューストンなびにて確認してください。

やむをえず中止や予定変更になる場合も同様です。 

https://www.supersaas.jp/schedule/SANSUIKAITOSHO/%E4%B8%89%E6%B0%B4%E4%BC%9A%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96
https://www.supersaas.jp/schedule/SANSUIKAITOSHO/%E4%B8%89%E6%B0%B4%E4%BC%9A%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96
mailto:houstonyomikikase@gmail.com?subject=houstonyomikikase@gmail.com
https://www.jbahouston.org/
mailto:pecan.asobo@gmail.com?subject=pecan.asobo@gmail.com
https://www.jbahouston.org/
https://www.facebook.com/jbahouston/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/jbahouston/?ref=pages_you_manage
https://hounavi.us/


第214回 

10 

「超音波検査では何を見ているのですか？」 

妊婦健診での超音波検査は、「通常超音波検査」と「胎児超音波検

査」に大別できます。前者では、赤ちゃんの心拍があるか、羊水の量や

赤ちゃんの大きさは通常の範囲内かといったことを確認します。日本で妊

婦健診毎に行われているのは、これらの項目の確認という意味合いが大

きいかと思います。また、子宮の出口の長さ（子宮頸管長）の計測や、胎

盤の位置の確認なども前者に含まれます。一方、後者の「胎児超音波検

査」ですが、これは赤ちゃんの形態上の問題がないかを評価するもので

す。例えば、心臓の形態（構造）が通常と大きく異なると（先天性心疾

患）、生まれた後すぐに治療する必要がある場合があります。そのような、

生まれてから早期に治療に結びつける必要のある問題の有無を評価す

るのが胎児超音波検査の主たる目的です。「妊娠の途中で心臓の形が

変わる」などということは基本的にはないので、胎児超音波検査は頻回に

行うものではなく、20週などの決められたタイミングで行います。 

 

「赤ちゃんの指の数はちゃんと5本ですか？」「エコーでダウン症か分かり

ますか？」 

「胎児超音波検査」での確認項目に関して、特に日本では施設による

差があります。例えば、生まれて早期治療が必要か？という観点からは、

指の数自体は必ずしも重要ではなく、日本では指の数の確認を確認項

目に入れていない施設も多いかと思います。 

なお、赤ちゃんの形態に何らかの特徴的な変化が一つあった場合、そ

の変化のみでその他には問題ないことも多いです。「小奇形」と呼ばれる

形態上の様々な変化は、元気に生まれてきた赤ちゃんの14%程度に見

られるとされています（私も「副耳」というのがあります）。一方で、例えば

指の数の変化などの形態異常が、その背景にある赤ちゃんの体質・病気

に伴って生じることもあります。形態異常の他に、妊娠12〜13週頃行う胎

児超音波検査で後頸部透亮像（Nuchal Translucency、いわゆる「首の後

ろのむくみ」）の肥厚があると、ダウン症候群(*)などを有している可能性が

上がることが知られています。ただし、後頸部透亮像肥厚があっても必ず

しも赤ちゃんにダウン症候群があるとは限りませんし、逆にダウン症候群

の赤ちゃん全てで肥厚が確認できるわけではありません。赤ちゃんがダ

ウン症候群か否かを調べるという出生前検査の観点からは、超音波検査

は「非確定的検査」と分類されます。 

 

「出生前検査は受けた方がいいですか？」 

早期発見・早期治療が赤ちゃんのメリットにつながる、そのような胎児

超音波検査の検査項目は、基本的には全ての妊婦さんに提供されるべ

きだと考えられます。一方で、それ以外の検査項目に関して、出生前検

査として胎児超音波検査を実施する場合においては、お母さん・パート

ナーの方に検査の意義と限界を理解してもらい、希望のある方に限って

提供されるべきだと考えられます。なお、ダウン症候群などいくつかの先

天性疾患に関しては、NIPTというお母さんの血液検査で比較的高い精

度で調べることができます。 

＊ダウン症候群：比較的発症頻度の高い先天性疾患の一つで、お母さ

んの年齢が上がるとその発症率も高くなることが知られています。イギリス

のダウン先生という医師の名前に由来し、21トリソミーやダウン症とも呼ば

れます。ダウン症候群等、赤ちゃんの体質・先天性疾患を調べる検査を

「出生前（遺伝学的）検査」と呼びます。 

はじめまして、2022年5月からTexas Children’s Hospital 産婦人科の

Fetal Imaging Research Groupに留学している安井理と申します。高知大

学出身で、日本では現在昭和大学産婦人科に所属しています。こちらで

は胎児の超音波（エコー、ultrasound）画像の研究をしており、3D画像を

用いた胎児発育・成長の評価や、胎児心臓の機能評価などを行なって

います。今回は、妊婦健診(prenatal checkup)と超音波検査について触れ

ていきたいと思います。 

 

「妊娠は病気じゃない？」 

日本では上記のような表現をされることもありますね。ではなぜ妊婦健

診があるのでしょうか？それは、今まで健康であった女性でも、妊娠中に

は何らかの医学的な問題が母児に生じる可能性があるからです。何らか

の問題としましたが、①妊娠高血圧症候群（以前は妊娠中毒症と言われ

ていました）や妊娠糖尿病など、主にお母さんの体に変化・問題が生じる

病気、②前置胎盤（胎盤が子宮の出口を覆いかぶさり、大量出血の原因

になる病気）などの妊娠した子宮に生じる病気、③赤ちゃん自体に関連

した問題に分類できます。超音波検査では、①〜③に伴う所見を直接あ

るいは間接的に評価します。 

 

「アメリカでは、日本より健診でエコーの回数が少なくて不安です」 

海外で妊婦健診を受けられる方から伺うことのあるコメントです。日本

の健診は、毎回の妊婦健診でお腹からの超音波検査をする施設が多い

のに対し、海外ではその回数は圧倒的に少なくなります。Texas Chil-

dren’s Hospitalでは妊娠13週・20週・36週ごろの、計3回の超音波検査を

行なっていますが、施設によっては、妊娠確認後は20週ごろに1回のみと

いうところもあります。実は頻回に超音波検査をしたからといって、周産期

予後が改善できる（妊娠に伴う問題を減らせる）という十分なエビデンス

はないようです。また、日本のガイドラインでも、妊婦健診毎の超音波検

査が必要とされているわけではありません（なお、何らかのリスクを有する

場合はこの限りではありません！）。適切にリスク評価が行われている限り

おいては、日本より超音波検査の回数が少ないことを過剰に心配しなく

てもいいでしょう。 
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今月号は山下晃平先生から産婦人科がご専門の安井理先生にバトンが移りました。 

 次回は、現在Baylor医科大学にいらっしゃる景山裕紀先生にお願いして

おります。ご快諾いただいた景山先生、また景山先生をご紹介いただいた

真木治文先生にこの場を借りて御礼申し上げます。 

妊婦検診と超音波検診 

医師 RDMS(現Texas Children’s Hospital研究員)   

安井 理 



 

 

開催日 ：  11月15日(火) 

場  所 :  Minute Maid Park 
           501 Crawford Street, Houston, TX 77002 
詳  細 ：  JASH Website  

        

   ヒューストン日米協会（JASH）は、11月15日(火)に毎秋恒例のファンドレイジングイベントJASH 

BASH 2022をHouston Astrosの本拠地Minute Maid Parkにて開催致します。 

 
   今年は米国から日本に野球が伝わって150周年。野球を通じた日米交流は、プロ・アマ共に活発

に行われ、野球は日米両国民の強い絆を象徴するスポーツの一つとなりました。さらに明治時代に

岩倉使節団が米国を訪問してから150年目の節目でもあります。JASHの活動をご支援下さる会員、

企業、団体等の皆様と共に、これら日米の人と人との交流の歴史を祝う会になるよう準備を進めてお

ります。当日はロッカールーム見学、チャンピオンシップトロフィーやAstrosのマスコットOrbitとの写真

撮影、そしてUnion Stationでのディナー等、特別な体験をお楽しみ下さい。 

 

   イベントの詳細、スポンサーシップ、並びにチケットについては、JASH Websiteをご覧下さい。また

ご質問等は日本語で、担当片山へお問い合わせ下さい。 

 

    JASH BASH 2022の収益金は、すべて当協会の教育・文化・ビジ

ネス等の活動、並びにテキサス州と日本との友好、交流、そして協力

のために使われます。是非多くの皆様のご参加とご支援を賜ります

ようお願い申し上げます。 
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  毎年11月2日は、World Fertility Day（国際的に不妊治療について考

える日）です。不妊治療で苦しむ当事者や彼らをサポートする人々を勇

気づける日。この日は、各々の不妊治療の経験についてオープンに話

すことで、多くの人々に気づきをもたらす日だそうです。 

 今回は、私の不妊治療の経験について話そうと思います。私がヒュース

トンに来たころ、欲しかったヒューストンの不妊治療情報がネットで見つ

からず苦労したので、誰かのお役に立てればという思いでここに綴りま

す。 

 私がヒューストンに来たのは、夫の駐在が決まった2020年の年末のこと

でした。私は、2014年に31歳で結婚してすぐ第一子に恵まれました。そ

の後、二人目も考えていましたがなかなか授からず、6年が経っていまし

た。その間、日本の病院でタイミング法や人工授精をしました。通院中、

計4回妊娠しましたが、4回続けて初期の流産を経験しています。日本で

は、不育症から夫婦の遺伝子検査まで様々な検査をしましたが、特に問

題は見つかりませんでした。 

   2020年の年末にヒューストンへ引っ越してきて、ドタバタと半年が過ぎ

ていました。そろそろ不妊治療を再開しようとネットで調べ始めたのです

が、日本語で出てくるものは他州の情報ばかり。英語は大学時に1年だ

け留学経験があるので日常会話なら大丈夫ですが、医療用語となると

話は別。とにかくGoogle翻訳を使いながら色々調べました。 

   日本で人工授精までしてうまくいかなかったので、アメリカではIVF（体

外受精）をしたいと思っていました。ただ、一番心配だったのは医療費の

ことです。私は幸い、夫の会社の保険でカバーされました。アメリカは保

険の種類によって治療費も変わってきます。まずは保険会社にIVFのカ

バー率について聞くことから始めた方がいいです。そして、病院探しで

す。fertilitysuccessrates.comでは、全米の不妊治療病院のIVF成功率を

見ることができます。私は、実績もあり、自宅から近くて通いやすい

Houston Fertility Instituteという病院を選びました。 

   担当医が決まり、複数の検査をした後、治療の日程が組まれます。ま

ずは採卵に向けて、多くの卵を育てるために約2週間、自己注射をしま

す。 採卵当日は、全身麻酔なので寝ている間に終わります。その後、で

きた受精卵を培養します。私の場合、11個の受精卵が胚盤胞（母体に

戻せる状態）に育ってくれました。日本ではここでグレードの良いものか

ら母体に戻しますが、アメリカではここで受精卵のPGT（着床前診断）を

受けることができます。これは受精卵の遺伝子に異常がないか調べるこ

とができる検査です。というのもグレードが良くても実は遺伝子に異常が

あり、母体に戻した後に流産することは少なくないからです。私は色々考

えた結果、PGTをすることに決めました。PGTは保険適用外なので11個

全てを検査に出し、60万円ほどを自己負担しました。 

   アメリカではお金を払えば誰でもできる検査です。しかし、日本では自

由に受けることはできません。国が違うだけで、患者から見える景色は

180度違いました。 

   そして、PGT後の受精卵を戻し、今年の5月に待望の第二子を無事に

出産しました。私はアメリカに来て、不妊治療すること自体をためらって

いた時期があります。それは、異国の地で英語

で、しかも医療費が未知の世界だったことへの

躊躇です。でも今思えば、本当に動き出してよ

かったです。もし当時の私のように迷っている方

がいたら、この投稿が何かのきっかけになれば

嬉しいです。 

第215回 竹村真由美 さん 
駐妻のヒューストン日記 

令和3年度（2021-2022） 

9月度 商工会理事委員会 

議事録 

日   時 ： 令和4（2022年） 9月20日（火）  

                     12：00 ～13:30 

開会形式  ： 完全対面 

会   場  ： 三水センタ－会議室 

出 席 者 ： 18名 

欠 席 者 ： 6名 

会員消息 ・新規入会 

本日現在の会員数は、 名誉会員数 10

名、正個人会員数 764名、（正団体会員数 

113社）、準会員数 44名で、 総会員数は 

818名となった。また、9月付で正団体会員
SUMITOMO WAREHOUSE (U.S.A.), INC.

と準会員の吉田 仁氏（Y's  Publishing Co., 

Inc.） 、10月 付 で 正 団 体 会 員MAEDA 

AMERICA Inc. が新規入会、8月末付で準

会員の倉本正丈氏（DLA PIPER LLP）が退

会となった。 

   議事録詳細は、 

HP「会員専用ページ」を参照。  

ttps:/www.jas-hou.org/
ttps:/www.jas-hou.org/
mailto:ikatayama@jas-hou.org
https://www.jbahouston.org/members


 編 集 後 記  
  

Back to school の慌ただしさも落ち着き、街ではハロウィ

ンに向けての準備が進んでいる今日この頃。ヒューストン

の猛暑にはなかなか慣れませんが、最近はなんだか暑さ

も和らいできたように感じます。日本では過去最強クラス

の台風が接近すると予想され、各地への被害が懸念され

ていました。今年はハリケーンの影響をまだ受けておりま

せんが、まだまだ注意が必要な時期です。飲料水や非常

食の備蓄、車のガソリンを入れておく等、万一に備えてお

くことが大切です。 
 話は戻りますが、来たるハロウィンに向けて我が家では

着々と準備が進められています。先ずは子供たちの衣装

から…このシーズンばかりは何を着てもOKという暗黙の了

解がある我が家。娘達は楽しそうにお気に入りの一着を

選んでいます。そして、ハロウィン本番までに腐らないよう

ジャックオーランタン作り、パンプキンパッチや教会のイベ

ントのチェック。楽しいイベントが沢山あるアメリカでの生

活。子供たちにとってもかけがえのない経験となっている

でしょう。                （編集委員 大野麻衣） 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編集委員および投稿募集中！ 

問い合わせ先： sansuikai@jbahouston.org  

ガルフストリームは、ホームページでも閲覧可能です。 

 https://www.jbahoustongulfstream.com/ 

 内容は記事執筆時点の情報に基づいています。変更になる場合もありますので、お出かけ前に各自

で最新の情報を主催者サイト等でご確認ください。 
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ングやクリスマスのプレゼントを選んでみ

てはいかがでしょうか。 
 
■Nov. 11-12 
Tokyo Night Festival  
@ Lucky Land 
35店の飲食店、約150店のアーティス

ト/ベンダーが出店する、食を中心に

日本文化を紹介するイベント。日本人

音楽アーティストのスペシャルコン

サート、コスプレショーや相撲のトー

ナメントもやっています。   
 

■Nov. 11-13 
Holst’s The Planet @ Jones Hall 
平原綾香さんの「Jupitar」の原曲として

も知られるクラシックの名曲「木星」です

が、実は水星から海王星まで揃った組曲

になっています。それぞれの惑星ごとの

個性的な響きをお楽しみください。 
 
■Nov. 25 – Dec. 24 
Nutcracker  
@ Brown Theater 
上記のチャリティーマーケッ

トの名前の元になったのがバレエの名作

「くるみ割り人形」です。チャイコフスキー

の名曲と優美なダンスをお楽しみくださ

い。 
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■Oct. 29-30 
Wings Over Houston  
@ Ellington Airport 
8月号でもご紹介したとおり、今年も航空

ショーがやってきます。迫力のアクロバット

飛行をお楽しみください。 
 
■Oct. 29 
Blackpink World Tour  
@ Toyota Center 
人気のK-POPガールズユニットBlackpink

が世界ツアーの一環でヒューストンにやっ

てきます。 
 
■Nov. 3-6 
International Quilt Festival  
@ George R. Brown Convention Center 
裁縫や手芸が好きな方ならキルトにも興

味があるのでは。フェスティバルに先立つ

10/29-31には同じ George R. Brown Con-

vention Centerでキルトマーケットも開催さ

れています。 
 
■Nov. 10-13 
Nutcracker Market @ NRG Center 
冬が近づくとやってくるバレエ団主催の

チャリティーマーケットです。サンクスギビ

mailto:sansuikai@jbahouston.org
https://www.jbahoustongulfstream.com/
https://www.tokyonightfest.com/
https://houstonsymphony.org/tickets/concerts/holsts-the-planets/
https://www.houstonballet.org/seasontickets/pdps/2022-2023/the-nutcracker/
https://wingsoverhouston.com/
https://www.toyotacenter.com/events/detail/blackpink
https://www.quilts.com/quilt-festival/
https://www.houstonballet.org/about/nutcracker-market/
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