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 今月号の1面には、8月27日のコーチングの

講演を掲載しました。講師によれば、対話は、

リーダーが部下の主体性を引き出すときはも

ちろん、ビジョンを構築したり自身が成長し続

けたりするのにも必要だそうです。なお、文中

には「（ビジョンの構築に当たっては）月に1
回、最低1時間は、自由に何の制限もなく、未

来について、何を実現したいかについて話

す必要がある」とありますが、講演では、講師

はこの後に続けて「話を聞いてくれる、右腕と

なる社員がいなければ、愛犬に向かって話し

ても良い。犬は、実にいいタイミングで相槌を

打ってくれる」とユーモラスに仰いました。1時

間半に亘る講演の雰囲気や質疑応答は、誌

面の制約からそのまま載せることは出来ませ

んが、骨子だけでも汲み取って下されば幸い

です。 
また、今月号の英会話文例集には「通院

編」を掲載しました。お医者さんに自分やお

子さんの症状を英語で説明するのは大変で

すので、まずは身近な病気やけがの症状を

取り上げました。読者の中には、英語の問診

票にびっくりしたとか、お医者さんから処方

（例：湿布をする、患部を洗う）を聞き取るの

が大変だったとかのご経験をお持ちの方も

おられるかと存じます。これらは、出来れば

次の機会に掲載したいと存じます。 

他方、清水先生には、カヤックでのメキシ

コ湾横断と無人島一泊のアドベンチャーを

綴って頂きました。ヒューストンの近くで、無

人島で一泊出来てしまうのもすばらしいこと

と存じます。ジャック君には、夏休みの良い

思い出になったことでしょう。 

 なお、今月号のAbout Houstonは、ヒュース

トンの治安を取り上げました。ダウンタウンで

車上荒らしが多い等、犯罪は身近な場所で

も起きることにご注意頂ければと存じます。 

 引き続き、「ガルフストリーム」を宜しくお願

い申し上げます。 
                              白木 秀明 
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ガルフストリームは毎月１５日発行です 

 私自身300名近い経営者をコーチングさせていただいた経験から、

グローバル市場で組織変革を加速させるには、リーダーが3つのことに

意識的に取り組まなければならないと感じております。 
 
 1つ目はリーダーが「ビジョンを描くこと」です。 
 そもそも会社というのは「未来を共有するシステ

ム」であると言えます。自分一人ではできない何

かを実現したいと思い、周りに声をかけ、仲間を

集い、未来を形にしていく。シンプルですが、古

今東西それが会社の成り立ちです。 
 ファウンダーは構築したい未来を持っていま

す。なければそもそも創業などしませんから。です

が、2代目、3代目、創業何十年も経た会社のトッ

プ、何代目かの事業部長、何代目かの海外支社

のトップ、彼らに必ずしも就任したときに「未来」が

あるとは限りません。 
 トップになった。長になった。で、何をするのか。 
 エグゼグティブコーチという仕事をしていて知った事実のひとつが、

ビジョンが希薄なエグゼグティブが想像以上に多いということです。 
 ビジョンが希薄なままでは役割を遂行することは難しいですから、彼

らはなんとかビジョンを描き出そうとします。どうするか。なんとか「考え

付こう」とします。考えて考えて考えて、未来を手にしようとします。しか

し、そこに大きな問題があるのではないかと思うのです。 
 ビジョンというものは、未来というものは、孤独な思索の果てに生まれ

るものではなく、人との対話の中に構築され

るものであると思うからです。話して話して話

す中で、ビジョンはそこに立ち現われて行

く。 
 ソニーを創業した井深さんと盛田さんは、

創業当時、机をコの字型に並べて、日がな

一日、こうしたい、ああしたいと話していたと

言います。二人の対話の中にソニーの未来

はあった。 
 エグゼグティブはできれば月に1回、最低1
時間は、自由に何の制限もなく、未来につい

て、何を実現したいかについて、話す必要が

あるように思います。そうして内側に未来を

創り出していく。 
  
 組織変革を促進するための2つ目は、リー

ダーが「メンバーの主体性を引き出す」ことで

す。 
 ビジョンを描いたとしても、「では、そこに向

けて何をしたらいいのか、言ってよ」と、メン

バーが受け身になっているようではもちろん

まずいわけです。日本人のトップはビジョン

を掲げた、一方ローカル社員は様子見を続

けているというのは避けたい。 

 メンバーの主体性を引き出すキーはどこにあるでしょうか。 
 弊社の関連会社であるコーチング研究所のリサーチによると、メン

バーのモチベーションや主体性と最も相関の高いリーダーの行動は、

「メンバーのために時間を取っていること」、そして「最後まで口を挟ま

ずに彼らの話を聞くこと」です。これは概ねどこの国でデータを集めて

も同じ結果が出ます。 
 いくら上司がコミュニケーションの時間を取ったとしても、メンバーが

自分のために時間を取ってくれていると感じないと、主体性にはつな

がりません。上司が自分の情報不足から部下を呼び、「あれはどう

だ？」「これはどうだ？」と聞く。それは上司のためのコミュニケーション

であって、部下のためのものではありません。 
 部下に対して、「困っていることはないか？」「どんな提案やアイディ

アがあるか？」「どんなキャリアを実現したいのか？」そういうことについ

て聞いていく。部下からすると、確かにこの人、自分のために時間を

取ってくれている、最後まで話を一旦聞いてくれていると感じられる。

部下の側にそんな思いが高まれば高まるほど、どうも彼らの主体性は

高まるようです。 
 主体性が高まれば、彼らはビジョンの実現に向けて、情報やアイディ

アを「探索」し始めます。そうして集まった「打ち手」を上司は部下から

ハーベスト（収穫）する。100人の部下がいるとして、全員が主体的で探

索的になっているか、誰ひとりとしてそうなっていないかでは、ビジョン

が実現しうる可能性は大きく変わります。 
 
 3つ目に必要なのは、リーダーが「成長し続ける」ことです。 
 エグゼグティブは決して上がりのポジションではありません。世界中ど

こにいてもリーダーは成長し続ける必要があります。 
 ではどうすれば、リーダーは効果的に成長できるのか。 
 ひとつのキーは、「周りの鏡を活かす」ことだと思います。部下という

鏡を活かす。 
 エグゼグティブの方々に、よく「ぜひ、ご自身を潜水艦だと思ってくだ

さい」という話をします。深海を航行する潜水艦は、ソナーシステムを兼

ね備え、音波を出してその跳ね返りを利用して自分の位置を知りま

す。そして、左に行くのか、右に行くのか、直進するのか、舵取りを決

めていきます。 
 昇進して取締役から専務になる、海外の支店長になる、M&Aをした

会社のトップにつく。はじめてのコンテクストに入るのは、視界ゼロの深

海に潜り込むようなものです。だから音波がいる。行動して、発言して、

部下や周りに、「どうだ？どう伝わっている？」「何かリクエストはある

か？」「改善点はないか？」と聞く。そのフィードバックを次の行動に活

かしていく。深海にいるのに、過去の成功体験を頼りに、思い込みで

進んでしまっては、岩にぶつかり思わぬ傷を負うこともあるでしょう。 
 周りを鏡として活かし、フィードバックを成長のための情報として使っ

ていく。それがエグゼグティブの成長の仕方ではないかと思うのです。 
 
 ビジョンを描き、メンバーの主体性を引出し、そしてリーダー自身が

周りを鏡として活かし成長し続ける。そうすることで、組織の変革は促

進され、より大きな組織力が生れいずると思うのです。 
    

本記事は8月27日にAsia Society of Texas Centerで開催された題記講演会を元に 

講師に寄稿頂いたものです。（編集部） 

商工会講演会 
 

グローバル市場で 

組織変革を加速する 

システミックコーチング 

 
鈴木 義幸   
株式会社コーチ・エィ 取締役社長 

チーフエグゼクティブコーチ 

国際コーチ連盟マスター認定コーチ 

（財 )生涯学習開発財団認定マス

ターコーチ 
 
【経歴】  

慶應義塾大学文学部卒 
 
(株)マッキャンエリクソン博報堂にメ

ディアプランナーとして勤務後、渡

米。ミドルテネシー州立大学大学院

臨床心理学専攻修士課程を修了

し、テネシー州の公的機関でセラピ

ストを務める。 

帰国後、有限会社コーチ・トゥエン

ティワン（のち株式会社化）の設立

に携わる。2001年、法人事業部の

分社化により株式会社コーチ・エィ

設立。同時に、取締役副社長に就

任。2007年1月より現職。 
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■The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  
http://www.woodlandscenter.org/ 
■House of Blues Houston 
http://www.houseofblues.com/ 
■Bayou Music Center 
http://www.livenation.com/Verizon-Wireless-
Theater-tickets-Houston/venue/98584 
■Jones Hall 
http://www.houstonsymphony.org/ 
■Toyota Center 
http://www.houstontoyotacenter.com/ 
■Miller Outdoor Theatre  
http://milleroutdoortheatre.com/  
■Reliant Park  
http://www.reliantpark.com/calendar 

 
 
 
 
■Main Street Theater—Rice Village  
(2540 Times Blvd.) 713-524-6706 
www.mainstreettheater.com  
■Wortham Theater Center—Cullen Theater  
(501 Texas) 832-487-7041 
www.houstonfirsttheaters.com/
WorthamCenter.aspx  
■Alley Theatre  
(615 Texas) 713-220-5700  
www.alleytheatre.org  
■Hobby Center (800 Bagby) 713-315-2525 
www.thehobbycenter.org 
 
  
 
■The Museum of Fine Arts Houston> 
713-639-7300  
visitorservices@mfah.org www.mfah.org  
木曜は入場無料 
■Contemporary Arts Museum 
Houstonwww.camh.org 
■Houston Museum of Natural Science 
713-639-4629  
www.hmns.org 
■The Menil Collection 
713-525-9400  
http://www.menil.org  
入場無料 Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm 
 
 
 
■NFL/Houston Texans at NRG Stadium 
http://www.houstontexans.com/  
vs. Bills 9/28 (Sun) at 12:00 p.m. 
vs. Colts 10/9 (Thu) at 7:25 p.m. 
■MLB/Houston Astros at Minute Maid Park 
http://houston.astros.mlb.com/ 
vs Indians 9/15 (Mon) at 7:10 p.m. 
vs Indians 9/16 (Tue) at 7:10 p.m.  
vs Indians 9/17 (Wed) at 7:10 p.m. 
vs Indians 9/18 (Thu) at 7:10 p.m. 
vs Mariners 9/19 (Fri) at 7:10 p.m. 
vs Mariners 9/20 (Sat) at 6:10 p.m. 
vs Mariners 9/21 (Sun) at 1:10 p.m. 
■MLS/Houston Dynamo at BBVA Compass 
Stadium 
http://www.houstondynamo.com/  
vs. Fire 9/28 (Sat) at 2:00 p.m. 
vs. United 10/12 (Sun) at 2:00 p.m. 
vs. Revolution10/16 (Thu) at 7:00 p.m. 
 

フェスティバル・展示会・その他 

■13th Annual Village Art Car Show at  
Trader’s village  
(Oct 5) admission is free for everybody, but the 
parking is $3. See more than 75 vehicles of all 
sorts painted, pasted and carved into artistic 
masterpieces on wheels. Please see the web site 
at http://tradersvillage.com/houston/events/12th-
annual-village-art-car-show 
■25th Annual Conroe Cajun Cafish Festival 
(Oct 10-12) Admission is $12 for adults and free 
under 12.  You’ll find at the Conroe Cajun Cat-
fish Festival, you’ll have plenty of items to 
choose from; shrimp, gumbo, frog legs, alligator, 
boudain, sausage, chicken, red beans and rice, 
and carnival and more. Please see http://
www.conroecajuncatfishfestival.com/ 
■Festa Italiana at University of St. Thomas 
(Oct 9-12) $8 admission and children under 12 
are free. Parking fee is $2. Festa Italiana had 
now been recognized as a significant cultural 
event in the city. Please read more information at 
http://www.houstonitalianfestival.com/ 
■Pet Fetival Old Spring, TX  
(Oct 18-19) PetFest is a weekend event in Old 
Town Spring, Texas dedicated to finding homes 
for the many wonderful animals in shelters and 
rescue groups across the Houston and surround-
ing areas. No Admission fees.  
http://oldtownspring.com/petfest-2014/ 
■Greek Festival  
3511 Yoakum Blvd, Houston, TX 77006  
(Oct 2-5) Admission at Gate: $5.00 (adults)
Children 12 and under admitted free. Part of the 
proceeds from the Greek Festival have helped 
many people through donations to various chari-
table organizations 
http://greekfestival.org/about/hours-and-location/ 
■ 100 Year Starship 2014 Symposium 
George R. Brown Convention Center 
1001 Avenida De Las Americas, Houston TX 
77010 (Sep 18 - 21) Across the globe, calls are 
being made for bolder human expansion into 
space beyond earth orbit.  
http://100yss.org/symposium/2014 
■ Anthology of Tango 
University of St. Thomas - Jones Hall 
3910 Yoakum, Houston, TX 77006 
(Sep 27) This program of music, songs and 
dance chronicles the history of tango and its 
creators. Pianist René Casarsa will be joined by 
narrator Patricia Gras, violinist Pablo Donatti. 
http://events.khou.com/
Anthology_of_Tango/200726523.html 
■Asia Society Texas Center 
[Performances] 
・Jen Shyu, Solo Rites : Seven Breaths 
(Sep 27 7h30 pm) Jen Shyu’s solo performance - 
“Sounding fierce at times, ruminative at others, 
displaying tonal precision, and an intuitive rhyth-
mic sense, Shyu is among New York’s most 
invigorating vocal presences. And perhaps the 
most enigmatic.” (Wall Street Journal) 
・Diplomats of Drum 
(Oct 2 7h30pm) “They are a lethal force with a 
hodge-podge of percussion instruments, topped 
with irrepressible infectious fun.” (Borneo Post) 
[Exhibitions] 
・Urban Asia Kirk (~ Jan 4 2015) 
Kirk Pedersen works show connections to the 
Abstract Expressionist and Minimalist move-
ments of the 20th century. 
・Relatum—Signal (permanent) 
Korean artist Lee Ufan’s first commissioned 
piece for a public institution in the U.S. 
http://asiasociety.org/texas 

■ Arts in the Park 
Creekside Park 6055 Creekside Forest Dr., The 
Woodlands, TX 77389  
(Sep 21) The Woodlands Township, Parks and 
Recreation, “Arts in the Park”, will present The 
Woodlands Symphony Orchestra performing. 
Come together.  
■Shark ! 
The Houston Museum of Natural Science 
(~ Mar 22 2015) See what it’s like to get up 
close and personal with sharks at the live shark 
touch tank, track great white sharks swimming 
in the Gulf of Mexico in real time. 
http://www.hmns.org/ 

Gulf Stream Japan Business Association of  Houston 

12651 Briar Forest Drive, Suite 105, Houston, TX 77077   TEL: (281) 493-1512 , FAX: (281) 531-6730 
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 私は、ヒューストンに来て 3 年になります。 
 それまでは、現在の旦那とは結婚していなく、この赴任が決まり入

籍をすることになりました(今思えば良いきっかけ？)(笑)。 
 初めての駐在生活(新婚生活)、不安いっぱいでしたが来てみれ

ば私の英語力を除けば生活には困る事はなく、そしてびっくりした

のは沢山の日本人の方たちがいたことです。そのおかげで右も左

もわからない私をとても助けていただき感謝しています！ 
  こちらに来ての一番の楽しみは買い物でした。ミーハーな私は

どこのスーパーにいくのも興奮して、軽く 1 時間はいました。食料品

のスーパーはなにもかもが大きくて、来たばかりの時は牛乳の大き

さにびっくりしてとても 2 人では飲めなく何度も腐らせて捨てた事も

ありました。それも今では一週間に half gallon は飲んでいます(慣
れってすごいな)。野菜や果物などは計り売りになっていて始めは

分かりませんでした。果物は種類が沢山あり、安いから私たちの家

の冷蔵庫には絶対何かの果物が入っています。 
 食べ物、コスメなどにはオーガニックが豊富で日本とは違ってす

ごく安く手に入るので嬉しいです。日本のお友達のおみやげにも

しています。洋服や雑貨なども、とても可愛くて行ったお店ではつ

いつい買いすぎてしまいます。 
 こちらに来たばかりの頃はお友達も少なく ESL や学校などに

行っていました。そこではいろいろな国の人たちとふれあう事がで

きイベントがあれば盛り上りとても楽しかったです。 
 そうこうして半年すぎたあたりで子どもを授かり、始めは日本に

帰って産むか迷いもありました。だけどアメリカは医療が進んでいる

し何と言っても一番の決め手は日本語が話せる Dr.もいる事です。

とても優しい先生で安心しました！ 
 子育てでは、非常にしやすい環境だと思います。同じ月齢のお友

達と出会い子どもを通して素敵な出会いがたくさんあります。今で

は毎週プレイデート(*)をしています。 

 ポットラックランチではいろいろな

手料理が食べられて毎週の楽しみ

でもあります(*^^*)。子どもたちそれ

ぞれの成長や情報交換などもでき

とても心強いです。子ども同士も刺

激し合っていい環境だなと感謝し

ています。 
 確かに子育て初体験、更にアメリ

カという日本を離れたところでの子

育ては未知の世界ですが、子ども

になにかあればお友達に連絡する

とすぐに答えが帰ってきてすごく頼

りにしています、感謝ですね！ 
 イベントごとに何かをしては毎回

癒されています。 
 去年は味わえなかったこの夏の

時期は毎日のようにプールやスプ

ラッシュパットなどに行っています。

アメリカはいろいろなところにプー

ルやスプラッシュがあってお友達

のところに行ったりして沢山の種類を楽しませてもらっています。子どもより親の私

が楽しんでいるかもしれません（笑）。そのおかげで親子で真っ黒です(^o^)。まだ

まだ暑い日が続くので、いっときは続きそうですね。 
 冬にはまた色々な遊びを考えていきたいと思います。 
 まだまだ小さな我が子ですが、このような素敵な生活を日本に帰っても忘れない

よう常に写真に収めて、大きくなったらお話ししてあげたいと思っています。 

駐妻のヒューストン日記 

第120回 吉武 知亜紀さん   

（*編集部注）プレイデート（play date) ：就学前の児童を持つ親同士のサークル。 

         家や公園等子供たちの出会いの場所と時間を保護者間で設定する。 

日     時： 平成26年8月27日（水）13：00 ～ 13:40 
場     所： Asia Society Texas Center    Room : Education Center （2階）  

出 席 者： 名誉会員、常任委員32名、正会員3名、事務局長 

司     会： 金子公亮幹事 
 
1. 商工会会長連絡 （髙杉 禎会長）     

6月より、土光前会長の後任として会長職を引き継いでいる。テキサスの景気がよ

く、地元の経済も活況化する中、日系企業も仕事量が増え、当地に移転し開設

する企業も増えている。当会の正団体会員数は、現在94社、総会員数612名で

過去最多を記録している。会員数はさらに増加の傾向にあり、今年中に100社を

超える可能性もあると思われる。今年度も残すところ1ヶ月となったが、引き続き

皆様のご支援ご協力をお願いしたい。 
  
2. 総領事館連絡 （岩田慎也領事） 

① 今夏、防衛大臣をはじめ相当数の国会議員の訪問があり、その際に関連の

日系企業やJAXAの皆様には大変お世話になった。この場を借りて御礼申し上

げたい。9月にも国会議員の訪問が予定されているので、引き続きご協力をお願

いしたい。 

② 8月25日にサンアントニオの経済開発財団の訪問を受け、サンアントニオにお

けるビジネス環境の利点について説明があった。サンアントニオへの進出やビジ

ネスに関心のある日系企業の方がおられれば、担当者を紹介させて頂くので当

館へご連絡頂きたい。 

③ 9月上旬にペリー州知事、10月上旬にパーカー市長が何れも初めての訪日

を予定している。特にパーカー市長の訪問については、ヒューストン周辺の日系

企業の重要性や活動状況等について同市長に的確にインプットしていきたいと

考えており、各企業には情報提供等のご協力をお願いすることもあるかと思うの

で宜しくお願いしたい。 

④ 領事部の國金領事の離任に伴い後任として賀戸副領事が着任した。商工会

との関係では特に補習校の担当となるので宜しくお願いしたい。 
 

3. 幹事報告 （金子公亮幹事）【追認事項】 
 
① 商工会副会長交代について 

土光辰夫前会長ご帰任に伴い、定款に基づいて6月1日付で髙杉禎前第一副

会長が会長に就任した。それに伴い、欠員となった第一副会長職に及川前副会

長が就任した。また、それに伴い欠員となった新副会長職には、土光氏の後任と

してToshiba International Corporation 社長に就任された佐藤広明氏が就任する

ことが5月開催の理事委員会にて承認され、当該理事委員会の承認が本会で追

認された。 
 

② ヒューストン・ダラス  ソフトボール大会予算増額について 

毎年Labor Dayの前に開催される子供のソフトボール大会に、当会は金銭的補

助のみに限定して関与している。今年度予定されているダラス遠征に向け、バス

代とグランド使用料の上昇を主要因に固定費が増加し、収支が悪化していること

から、別紙の修正予算審議資料と修正予算案に基づいて審議をした。その結

果、現在計上されている5,500ドルの予算を500ドル増額し、6,000ドルとすること

が7月開催の理事委員会で承認され、当該理事委員会の承認が本会で追認さ

れた。 
 

③ 事務局長引継ぎについて  

5月に就任した小林新事務局長が鮎川前事務局長と随時引き継ぎ業務を行うに

あたり、引継期間の間、鮎川前事務局長に時給で報酬を支払うことが5月開催の

理事委員会にて承認された。また、これと同水準の時給でライブロック前事務局

長との引継ぎ業務も行われることが7月開催の理事委員会で承認され、当該理

事委員会の承認が本会で追認された。 
 
４. 会計幹事報告 （加藤信之会計幹事） 【追認事項】 

＊2013-2014年度支出予算増額について 

当年度のCommittee予算は、商工会会報誌（ガルフストリーム）編集委員会の

他、「その他行事費用」として、6,800 ドルの予算が計上されているが、ライブロッ

ク事務局長や土光会長の交代等にともない突発的な支出が増加した為、5月の

時点ですでに全ての予算が消化済みとなった。このため、5月開催の理事委員

会にて会期末の9月までに発生が予想される支出額4,300ドルを増額し、修正予

算を11,000ドルとすることが承認され、当該理事委員会の承認が本会で追認さ

れた。  
   
５．商工会次期役員選出について （金子公亮幹事） 

商工会定款四条第二項（b）項に基づき、次期役員選出を行った。各役職につき

一人の立候補者がいるため、挙手による信任投票を行った結果、賛成多数によ

り左記の立候補者7名全員が信任された。 

＊立候補者 

会        長（定員1名)        髙杉 禎氏（Mitsubishi Corporation (Americas)） 

第一副会長（定員1名）      及川 毅氏（Sumitomo Corporation of America） 

副    会   長（定員3名）                       鈴木 一氏（Kuraray America, Inc.） 

                                           薙野 太一氏（Mitsui＆Co. (U.S.A), Inc.） 

     佐藤 広明氏（Toshiba International Corporation） 

幹        事 （定員1名）                          金子 公亮氏（Mizuho Bank, Ltd.） 

会 計 幹 事 （定員1名）                   加藤 信之氏（Deloitte & Touche LLP） 

                                                               ※副会長は受付順に記載 
 
６. 第3回宇宙セミナー開催について （酒井純一対外交流特命理事） 

商工会とJAXAの共催で、本年度最後となる第3回宇宙セミナーを9月20日

（土）にヒューストン日本語補習校オーディトリアムにて開催する。国際宇宙ス

テーション（ISS）の長期滞在ミッションを終え5月に地球に帰還した若田宇宙

飛行士を講師として迎える予定。今回は補習校を支援するために園児・児童・

生徒の参加を中心に行う。補習校の参加人数が定まった上で、来週、当会会

員に先着順で約40名の応募者を募る予定なので奮ってご参加頂きたい。 
 
７．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）  

＊「グローバル市場で組織変革を加速させるシステミックコーチング」講演会

の開催について 

鈴木義幸コーチ・エイ取締役社長を講師としてお迎えし、当常任委員会終了

後に、同会場にて開催される。事前に44名の申込みがあったが、まだ申込み

をされていない方も、ぜひご参加い頂きたい。 
 
＊「厳しさを増す米国就労ビザへの対策」講演会開催について 

商工会とJETRO共催で、2014年9月17日（水）にダウンタウンのFour Houston 
Center Conference Roomに於いて、就労ビザの講演会を開催する予定。講師

には、ニューヨークから荒木信太郎氏（フラゴメン・デルレイ・バーンセン＆ロー

ウィー法律事務所）をお迎えする。案内はすでに先週メールにて事務局より発

信し、只今申し込み受付中。参加希望の方は、eメールにて商工会事務局ま

でご連絡頂きたい。 

② スポーツ委員会 （岡野夏井正会員）                                                             

＊第549回テキサス会「ユナイテッド杯」開催予定について   

長年の歴史を持つ当ゴルフコンペは、今回549回を迎えることとなった。 9月21
日(日)にPine Crest Golf Clubにて開催予定で、詳細は7月23日に会員各位宛

配信いたしましたご案内の通り。昨日現在の参加申込数は、21名とやや低調

気味であるが、各種賞品も準備してあるのでぜひ皆様にお声がけの上、ご参

加頂きたい。また、引き続き賞品の寄付にもご協力をお願いしたい。 

③文化委員会 （新開瑞穂正会員： 藤井一彦文化委員長代理）                                                             

＊ソフトボール大会・ピクニック収支報告  

去る4月20日にSportsplexで行われたソフトボールトーナメントと5月11日に 

Gordon Ranchで行われたピクニックの収支報告が別紙の報告書に基づいて

あった。今年度の収支は昨年度に比べ改善しており、収入が$11,036.00に対

し、支出が$9,780.64で、繰り越し資金が$1,255.36となった。 

④ 生活・情報委員会 （大内裕子生活・情報委員長） 

＊図書・お助けマップ・ピーカンキッズのホームページ改訂 

8月より商工会ホームページのお助けマップに新しいページWelcome to Hou-
stonが加わり、ヒューストンに来られたばかりの方に当地での生活を立ち上げる

時に必要となる情報を提供している。また、「三水会センター・図書館」のペー

ジを只今改訂中。このページでは、図書館の利用方法が紹介され、蔵書検索

のできる便利な機能も備えている。また、図書館に併設されているピーカン

キッズルームで行われている「あそぼーかい」と「絵本読み聞かせの会」につい

ての活動案内をよりわかりやすく記載したページを設けるので、皆様のご利用

にお役立て頂きたい。これらの活動では、随時ボランティアを募集しているの

で、ぜひお声がけもお願いしたい。 
 
８．事務局関連事項  （小林浩子事務局長） 

① 新年度年間会議・行事予定について 

10月から開始される新年度の年間会議・行事予定表（別紙）に関する説明が

あった。新年度開始早々に最終決定版を配布のうえ、商工会ホームページに

掲載するので確認をお願いしたい。     

② 2014-2015年版商工会会員名簿改定作業の協力依頼について 

11月の感謝祭休暇前に会員名簿改訂作業を完了することを目標に、既に改

訂作業の前準備を開始している。10月早々に最新の会員情報提供を依頼を

する予定なので、ご協力頂きたい。 

 

By Kumiko 
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■英語文例集 今すぐ知りたいこんな表現 － 通院編 － 
英語圏での生活が初めてで自信がない、自分の言いたいことをどのように表現すればよいのかわからない...といったお悩みをお持ちの方もい

らっしゃことでしょう。急な発熱、腹痛など不測の事態に慌てないよう、知っておきたい一言をまとめてみました。あまり遭遇したくないこうした場面

ですが、今から備えておくことでいくらか余裕をもって対処できるでしょう。                         （2012年度商工会婦人部英会話レッスン資料より）  

 
○1  2日前から吐き気があり微熱がある。 
      I have been feeling nauseous for two days and I have a slight fever.   
○2  3日前から下痢が止まらず、元気がない。 
      I have been having diarrhea for 3 days and I feel sick.  
○3  昨晩高熱をだし、吐いてしまった。今は熱は少し下がったが、おなかが痛い。 
      I ran a high fever and threw up last night. My fever went down a little, but my stomach hurts now.  
○4  3日前から喉が痛く、熱が38ºCある。 
      My throat has been hurting for 3 days, and I have a fever of 100 degrees (F)*.  
○5  一週間ほど、鼻水が止まらず、目もかゆい。 
      I have had a runny nose and itchy eyes for a week.  
○6  昨日突然、肘、ひざの裏などに湿疹がでて、かゆい。 
      I suddenly got an itchy rash inside my elbows and behind my knees yesterday.  
○7  友達と学校でぶつかり、目の上を切ってしまった。 
      I collided with a friend at school and got a cut above my eye.  
○8  転んで手をついた時に手首をいためた。非常に痛くて曲がらないので、折れているかもしれない。 
      I fell down and hurt my wrist. I can't bend my wrist. I’m afraid that it is fractured.  
○9  今朝、バスケットボールをしていて、右手人差し指を突き指してしまい、痛くて曲げられない。 
      I can’t bend my right index finger because I jammed my finger when I was playing basketball  
      This morning.  
○10  昨日から右下の親知らずが痛く、口を開けるのが辛い。 
      I have had a tooth ache in my bottom right wisdom tooth since yesterday and it hurts when I open 
      my mouth.  
○11  息子は機嫌が悪く、左耳を気にしている。  
       My son is in a bad mood and his left ear is bothering him.  
○12  抜けそうな乳歯がぐらぐらとしており、食べる時にじゃまになる。 
       My baby tooth is wiggly and it bothers me when I eat.  
○13  包丁で人差し指を切ってしまい、出血がひどい。 
       I cut my index finger with a knife, and it won’t stop bleeding.  
○14  沸騰したお湯が手にかかり、火傷をした。 
       I spilled boiling water on my hand and burned it.  
○15  テニスをしていて、足首を捻挫した。 
       I sprained my ankle when I was playing tennis.  
○16  自転車で転んで、膝を強打した。痛くてたまらない。骨が大丈夫か、心配だ。 
       I fell off my bike and hit my knee badly. It hurts a lot, and I am worried if I have a bone fracture.  
○17  今朝からめまいがひどく、まっすぐ歩けない。 
       I have feet dizzy since I woke up and I'm off balance.  
○18  食事をした後、喉がイガイガし、少し腫れて、声を出すと痛い。 
       I have a sore throat and it hurts to talk. It has felt this way since after dinner.  
○19  どのような姿勢をとっても胃が痛くて我慢できないので、痛み止めが欲しい。 
       My stomach hurts regardless of what position I’m in. I need something to relieve the pain.  
○20  微熱がずっと続き、だるい。 
        I have been running a slight fever and I feel sluggish.  
○21  ドアに手を挟んだら、腫れてきた。 
        I got my hand caught in the door and now it is swollen.  
○22  娘は学校に提出する書面が必要だ。 
        My daughter needs a doctor’s note* to present at school.   
○23  (息子は)入学前に受けておくべき予防接種がありますか？ 

   今日、水疱瘡の注射をする必要があります。 
        Does my son have any immunizations that he should have before school starts?  
   He needs a Chicken Pox shot today.  
○24  娘は健康診断を受ける必要がある。 
        My daughter needs a medical checkup.   
○25  この処方箋の薬をもらえますか？はい、10分ほどかかります。 
        Can I get this prescription filled? OK, it will take about ten minutes. 

Hello, I’d like to make an appointment to see Dr. Brown for my first visit. 
Is he/she available on Tuesday morning?  
I have medical insurance … 

まずは診察の予約 

throbbing pain 
ズキズキした痛み  

shooting/stabbing pain 
キリキリした痛み  

    
dull ache 

鈍痛              
 

○4  *温度の単位には華氏

（F）が利用されており、一般

に38ºC=100ºF以 上 と な ると

発熱と考える。 

○22  *doctor’s note   
（学校や会社に提出するため

の）通院を証明する書面  

■アメリカの医療保険制度 

高額な医療費の負担を軽減

し、安心して診療を受けるため

に、医療保険に加入する必要

がある。大別するとIndemnity、

PPO、POS、HMOの4タ イ プ が

あり、保険給付の方法がプラン

により違う。自己の保険プラン

について、事前に理解しておく

とともに、医師の診察を受ける

前には保険が適用となるか必

ず確認すること。 

■医師の診察を受ける場合 

一刻を争う場合には911をダイ

ヤルし、救急車を要請する。

Emergency Roomは24時間体

制で、緊急時に利用できる。

但し、費用は高め。そこまで深

刻 で は な い 場 合 に、Urgent 
Care、Walk in Clinicでは予約

なしで診察を受け付ける。万

一に備え、これらの違いや、所

在地について調べておくと良

い。 

 ビジネスや生活に有益なHoustonのデータを紹介する連載About Houston第3回では、日常の

生活で気になるHoustonの治安状況について、ご紹介します。 
 以下の表および地図は、地元ＴＶ局（KPRC Local2）が警察のデータを元に犯罪件数が多い

とニュースで紹介した地域です。 

 

Vol.3 Houstonの治安 

 ご覧の通り、Downtownや高級住宅エリア周辺で

も車上あらしが多く発生しているだけでなく、われわ

れ日本人がショッピングや飲食で頻繁に利用する

エリアも、決して安全ではなく、むしろ犯罪が多い

地域として紹介されていることに驚かれる方も多い

のではないでしょうか。Walnut Bend （Westheimer 
& Wilcrest付近）では侵入盗（burglary）や車上あら

しが多く、またChina Town付近（Ranchester）でも強

盗（robbery）が多く発生しているとのことです。 
 なお、われわれ日本人おなじみの高級ショッピン

グ街やモールで事件が起きたという話もよく聞きま

すし、筆者の住むEldridge沿いのアパートやホテル

でも、頻繁する盗難事件に対して注意を促すビラ

が配布されたこともありました（皆様のお住まいの地

域の犯罪発生状況が気になる方は、インターネット

のSpotcrime（http://spotcrime.com/）等で調べること

ができます）。このほかにも、このTV局の別の集計

では、Hermann Park等の平和でのどかに見える公

園でも事件が発生していると指摘しています。さら

に最近では、Houstonを代表する高級ホテルで、ク

レジットカード番号がネットワークから流出し、VIPの

カードが不正使用される新しいタイプの犯罪も発生

しています。 
 つまり、絶対に安全という場所はどこにもなく、決

して油断することなく、注意を怠ってはいけません。 

 Houston在住の日本人の方々におかれましては、

在ヒューストン総領事館が案内している「テキサス・オ

クラホマ 安全の手引き」http://www.houston.us.emb-
japan.go.jp/jp/info/page2-5.html 等を参考にして、

改めてご注意をお願いします。例えば、アメリカでは

特に銃犯罪が心配ですが、以下のような具体的な対

処法が紹介されています。 

例：銃や刃物を突き付けられた場合 
（総領事館発行「テキサス・オクラホマ 安全の手引き」より） 

   

 抵抗の姿勢を示さないようにしましょう。反撃の

そぶりを見せれば攻撃される可能性が高くなりま

す。また，路上で強盗にあったとき，いきなり内ポ

ケットに手を入れて財布を出そうとすると、相手に

ピストルを取り出す動作と誤解され、刺されたり撃

たれたりすることがあります。むしろ、金のありか

を指したり、目で教えたりすることで、相手に取ら

せる方が無難です。 

＜その他、治安に関する情報源＞ 

子供の安全に関する州法： 
https://www.dfps.state.tx.us/child_protection/
about_child_protective_services/faqchildalone.asp 
性犯罪者の所在地マップ： 
http://www.homefacts.com/offenders/Texas/Harris-
County/Houston.html 

③ 会員消息 

8月27日現在の会員数は、名誉会員数9名、

正個人会員数572名（正団体会員数94社）、

準会員数31名で、総会員数612名となってい

る。詳細は、別項「「会員消息」欄参照。  

④ Asia Society Texas Centerのツアー 

本 日、講 演 会 終 了 後 にAsia Society Texas 
Centerのご厚意により、無料のガイド付きArt 
Exhibition Tour と Architecture Tour が予定さ

れている。事前に申込まれなかった方々も

奮ってご参加頂きたい。  

■よろしく！～新規入会です 
●正個人会員入会（カッコ内、配偶者名） 
・Inpex Corporation           大前昭祥 

・JFE Steel America, Inc.          中島浩太 
・Marubeni-Itochu Tubulars America, Inc. 
                          政井克哉 

・MC Tubular Products, Inc.            西正嗣  
・MCX Exploration (USA),LLC         
                   山崎光裕（直子） 
・MHI Compressor International Corp.  

       蔵本祐二/中島充詞/西谷圭司（朝子） 
・Mitsubishi Caterpillar Forklift America, Inc. 
                            安田聡介 
・Mitsubishi International Cor.   
                    中野圭一/安藤悠二 
・Mitsui E & P USA, Inc.     
                    石塚直史/高野雄太 
・Noltex, LLC                川添直樹/鈴木隆  
・Satake USA, Inc.                        浅山祐樹 
・Sojitz Corp. of America    
            水野三男/瀬島直巳/田口浩之 
・Sumitomo Corporation of America       
 我妻良憲/曽根崎泰史/濱田盛亙/藪下朋宏 
・Tadano America Corp.             大東和人 
・Yokogawa Corp. of America     

                    渡邉英寛（真弓）

■さようなら！～残念ながら退会です 
●正個人会員退会 
・Kanematsu USA, Inc.            中田雅人 

・MCX Exploration (USA), LLC   

                    古川大成（かよ）    
・Mitsubishi International Corp.         坪田周作 
・Mitsui & Co.(USA), Inc.          高野雄太 
・MMGS, Inc.       矢沢和峰（倫子） 
・Noltex, LLC              後藤澄夫/北尾雄二  
・Satake USA, Inc.              藤岡祥二（博子） 
・Sumitomo Corporation of America      
                        鈴木暢之 
・Yokogawa Corp. of America    
                   印南幸雄（美和） 
●配偶者登録削除 
・Nissan Chemical America Corp.   原田理恵 
■替わりました～メモのお願い 
●常任委員交代 
・MC Tubular Products, Inc. 
     (旧)林伸彦  →（新）松下幹彦 
・MCX Exploration (USA) LLC  
           (旧)渡邉哲也 →（新）山崎光裕 
・Mitsui & Co.(USA), Inc. 
    (旧)岡野夏井 →（新）薙野太一 
・Noltex, LLC  
   ( 旧)紅谷康文 →（新）西井克己 
・Pasona NA, Inc.   
      (旧)ウィリアムス泰子 →（新）沖室晃平 
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➔ 議事録 2ページからの続き 
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http://www.homefacts.com/offenders/Texas/Harris-County/Houston.html
http://www.homefacts.com/offenders/Texas/Harris-County/Houston.html


Gulf    Stream 4 Gulf    Stream 9 

■会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

 Mayer Brown法律事務所は、世界20ヵ所に1,500名を超える弁護士を有するグローバル・ロー・ファー

ムです。ヒューストン事務所は約30年前に設立され、現在50名を超える弁護士が所属しています。エネ

ルギー関連を中心に日本のクライアントに対するアドバイスも多数行っています。私の専門分野は、

M&A、 会社法全般、プロジェクト業務などです。 

■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。 

 3年前にニューヨークから移ってきました。テキサスは以前ダラスにいました。ヒューストンは生活環

境、ビジネスともに最高で家族共々エンジョイしています。 

■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。 

 昨今、米国及び世界で日本がアンダーバリューされていることに忸怩たる思いがあります。日本国、

日本人そして日本企業のステータスを高める為に微力ながらも貢献したいと思っています。 

 趣味は、ピアノとギター（へたうま）、バンド、ジャズ鑑賞、ゴルフ（へたくそ）、読書、食べ歩き、旅行、

ホームデポでショッピング（家の修理）、靴磨き、などなど。 

■ありがとうございました。 

■ヒューストン日本商工会 会社紹介 

Mayer Brown LLP  
（法律事務所） 

吉田敏之さん 

「トラお君」「トラ子ちゃん」は、あそぼーかいが創設さ

れた時から登場していて、ちびっこ達の人気者です。 

 いつもプログラムの冒頭、みんなで挨拶する時に、ち

びっこ達の大きな呼び声に負けないくらい元気に登場

します。「トラお君」「トラ子ちゃん」が登場すると、ちびっ

こ達は大喜び。会場の空気がとても和やかになったとこ

ろで、季節の行事やプログラムに関するお話をちびっ

こ達の会話に交じって参加します。季節の話からその

日のプログラムへと話題を展開していく過程では、こち

らの問いかけにちびっこ達から、思ったような答えが

戻ってくるばかりではなく、子どもならではの思いがけ

ないやり取りがあるので、その成り行きには、いつもドキ

ドキ、ハラハラしています。 

 このやり取りの中で、初めて参加するちびっこの緊張

も次第にほぐれ、ちびっこ達がこの後に続くプログラム

に集中できるようになります。そうした意味で「トラお君」

「トラ子ちゃん」は、とても重要な存在で、あそぼーかい

に無くてはならないキャラクターです。夏休み明けのあ

そぼーかいでは、どんな会話がされるのでしょう？どう

ぞ、キッズルームを覗いてみて下さい。 

 あそぼーかいでは、新作のエプロンシアターの作成

や、秋からのプログラムを楽しんでもらえるよう、ただ今

企画中です。お友達を誘って、是非遊びにいらして下

さい。お待ちしています。 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

あそぼーかい 

9月12日（金） 10時30分～ 
9月20日（土） 9時30分～ 
10月4日（土） 9時30分～ 
11月8日（土） 9時30分～ 
読み聞かせの会 

9月13日（土）  

9時30分～ 3歳以上を対象とした絵本 
10時00分～ 3歳未満を対象とした絵本 
10月11日（土）  

9時30分～ 3歳以上を対象とした絵本 
10時00分～ 3歳未満を対象とした絵本 
 変更がある場合もございます。三水会セン

ター内のポスターや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 

トラお君、トラ子ちゃんと楽しく掛け合い          

舞台の下には人気者を支えるスタッフが… 

8月のあそぼーかいは夏休みのため活動

がお休みでしたので、今回は、あそぼーか

いのマスコットキャラクターの「トラお君」「トラ

子ちゃん」について紹介したいと思います。 

 先月号に引き続き、今月はエピネフリンの自己注射の実践編として、具体的

な対処方法について述べていきます。 

1.どのような場面で使用するか 

 以下のような症状が見られた場合、使用を考慮します。特に2つ以上の系統

の症状が見られる場合はアナフィラキシーとよばれる重度のアレルギー反応

で危険な状態ですので、速やかにエピネフリンを投与することが重要になりま

す。あらかじめアレルギーの存在が分かっていて、アナフィラキシーが予想さ

れる場合は、エピペン（Epi-pen）などのエピネフリンの自己注射キットを医療

機関から処方してもらいます。下記のような症状が見られた場合、自己、ある

いは保護者の判断で自己注射しますが、過去にアレルギーの既往がなく、初

発の症状がアナフィラキシーという状況もあり得ますので注意が必要です。 

・皮膚症状：赤み、発疹/かゆみ 

・粘膜症状：口唇、目、顔の腫れ/口、喉の違和感（かゆい、飲みづらい） 

・消化器症状：腹痛/嘔吐、下痢 

・呼吸器症状：鼻水、鼻づまり、くしゃみ/咳/喘鳴、呼吸困難 

・全身症状：血圧低下/意識状態の低下（元気が無い、ぐったり、意識混濁・ 

 低下・消失） 

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。 

前回の山口洋志先生から総合内科・総合診療科がご専門の塩田星児先生にバトンが移りました。 

 
 

 

 

 
2014年4月にヒューストンに参りました塩田

と申します。日本では総合内科・総合診療科

という科に属しています。今回は、おなかの

症状について書いてみます。アメリカという言

葉も通じない環境で、おなかの調子を崩す方

もいるのではないでしょうか。言葉の壁、保険

の関係などで病院受診をためらっている方も

いるかもしれません。今回はおなかの症状で

はどのような病気が考えられるか、どのような

場合は病院を受診したほうがよいかについて

述べたいと思います。 
 

腹痛 

これまで腹痛を経験したことのない方はい

ないのではないでしょうか。腹痛は、痛む場

所が大体原因の場所と一致します。上の方

であれば食道や胃から来る痛み、上の右側

であれば胆嚢炎も考えられます。へその付近

は胃でも大腸の痛みでも起こります。右横の

方は大腸や胆嚢の痛み、左横の方は大腸や

膵臓の痛みもあります。下の方の痛みは主と

して大腸の痛みで、女性の場合は子宮・卵巣

などの女性の臓器の炎症などから痛みが来

ることもあります。膀胱炎でも痛くなることがあ

ります。右下の痛みでは虫垂炎が有名です

ね。腎臓の痛みでもおなかが痛くなることもあ

るのですが、一般には背中の痛みの方が

強いと思います。大事なことは、必ずしも消

化器系の痛みだけではなく、狭心症、心筋

梗塞といった心臓の病気でも上腹部痛を起

こすことがあるということです。上腹部に痛

みを感じ、冷や汗をかいたり、あるいは高血

圧、脂質異常症、糖尿病といった心筋梗塞

の危険因子を持っている場合は、心筋梗塞

を考えないといけません。要受診です。 

 字数の関係で、ここでは特に上腹部痛、

すなわちへそよりも上付近の痛みについて

詳しく述べたいと思います。この付近には

食道が胃につながる部分があるのですが、

胃食道逆流症といって胃酸が食道に逆流

することで痛みを引き起こす病気が多く認

められます。胃潰瘍でも同じように上腹部

痛を引き起こします。胃潰瘍の原因としては

ピロリ菌と痛み止めの薬によるものが多いの

ですが、ピロリ菌の感染率は日本では衛生

状態の改善とともに低下しており、ピロリ菌

由来の胃潰瘍は減少しています。ある程度

の年齢に達している場合は、胃癌も考えま

す。45(あるいは55)歳以上で、吐血や下血

(便に黒い血が混じる)、体重減少、飲み込

みにくさ、胃癌の家族歴など認める場合は

特に要注意、要受診です。 

しかしながら上腹部が痛んでも胃潰瘍や

胃癌を認める方は少なく、多くの方は胃カメ

ラをしても何の異常もない機能性ディスペ

プシア(FD)という病気が最も多い原因で

す。以前は何もないのだから、と言われて

いましたが、実際胃の運動が悪い場合もあ

り、病気として認識されるようになりました。

この病気の原因として胃酸やストレスの関

係も言われており、これらの症状を認める方

では、胃カメラで異常がないことが分かった

だけで3割の方は症状がなくなると言われて

います。何か大きな病気にかかったので

は、という不安が症状をさらに強くしている

のでしょうね。 
 
胃のもたれ 

 食後に胃がもたれる、あるいは食事をする

とすぐにおなかがいっぱいになる(早期腹満

感)方はいませんでしょうか。この場合は胃

の運動が悪くなっており、食べたものが胃

から十二指腸に流れていく時間が遅くなっ

ている状態が考えられます。この原因として

も機能性ディスペプシア(FD)が最も多いで

す。しかしながら早期腹満感は胃癌の危険

信号の一つとも言われていますので、一度

は胃カメラを受けられたほうがよいでしょう

ね。 
 
胸やけ 

 ピロリ菌の感染率の低下により、胃酸の分

泌が増え、その胃酸が食道に逆流すること

で引き起こされる胃食道逆流症が増えてい

ます。胃食道逆流症は胃カメラで実際に食

道の荒れているびらん性食道炎(逆流性食

道炎)と荒れていない非びらん性胃食道逆

流症に分けられます。日本では非びらん性

胃食道逆流症の方が多く、その場合は胃

カメラでは診断ができません。典型的な症

状を認めるか、胃酸を抑える薬で症状が治

まるかをもって診断をつけることが多いで

す。また酸っぱいものが上がってくる「呑

酸」という症状も胃食道逆流症を疑う症状

です。程度のひどい逆流性食道炎は食道

癌の原因になること、食道癌でも同じような

症状を引き起こすことがあることから、一度

は胃カメラを受けてみたほうがいいでしょう

ね。 
 
下痢 

 最も多いのは体調を崩したり、悪いものを

食べたり、冬に流行性のウイルス性の下痢

をもらったりなど、短い期間続く下痢と思わ

れます。これらの下痢は脱水に気をつける

以外は特に問題ではないのですが、血便

(便に血が混じる)を伴う場合は要注意で

す。長期間続いている場合は多くは過敏

性腸症候群といってストレスによる下痢を

疑います。試験や会議の日の朝になると下

痢をしたりします。持続する下痢の中でも

やはり血便や発熱を伴う下痢は注意が必

要です。クローン病や潰瘍性大腸炎といっ

た慢性炎症性腸疾患と呼ばれる病気があ

ります。何かお薬を飲まれている方はその

お薬の副作用で下痢が続くこともあります。

血便がある下痢、長く続く下痢では病院を

受診しましょう。 
 
便秘 

 アメリカ生活という異なる環境で便秘にな

る方も多いのではないでしょうか。便秘の

場合、必ずしも毎日排便がある必要はな

く、おなかが張る感じ、腹痛などなければ

そう問題ありません。便が出ないことに加

え、嘔吐を伴う場合は腸閉塞(イレウス)を疑

うので要注意、要受診です。また排便の際

に血便を伴う場合は大腸癌も疑います。薬

剤性の便秘も多いので何かお薬を飲んで

いる方はその影響を考えてみてもよいと思

います。 

 
第11８回  

 
おなかの調子は大丈夫？ 

 
ベイラー医科大学消化器内科 

研究員  

塩田星児先生 

次回のテキサス・メディカルセン

ター最前線は血液内科がご専門の石

澤丈先生です。アメリカという慣れ

ない環境の中、お互い子育てに奮闘

しております。子育て留学です。  

Special Report 

エピネフリンについて 2  - 実践編 - 

2. エピペンの使用方法 

Step 1 携帯用ケースのカバーキャップを指で押し開け、注

射器を取り出します。オレンジ色のニードルカバーを下に向

けて、注射器の真ん中を片手でしっかりと握り、もう片方の手

で青色の安全キャップを外します。 

Step 2 注射器を太ももの前外側に垂直になるようにし、オレ

ンジ色のニードルカバーの先端を「カチッ」と音がするまで太

ももに強く押し付けることにより、注射針が刺さり、薬剤が注

射されます。写真はショートパンツですが、パンツやスカート

着用時は衣服の上からでも構いません。太ももに押し付けた

ままゆっくりと10秒数えて待ったあと、注射器を太ももから抜

き取ります。 

 エピネフリンの自己注射をしてもアレルギー反応が改善しない場合は勿

論、改善してもまた上記のようなアレルギー症状が戻ってくる場合もありま

すので、なるべく早く最寄りのEmergency Room/Centerを受診してください。 

 症状が落ち着いた後は、今後のマネジメントとして、原因の究明や予防

策、アレルギー治療法などについてアレルギー専門医の受診をお薦め致

します。ハチ毒、ファイヤーアントによるアレルギーは減感作療法によりアレ

ルギーを治療することができます。食物アレルギーについては、アナフィラ

キシーの原因になった食品の除去は勿論、交差反応が予測される食品（た

とえばアーモンドに反応された場合、クルミや他のナッツにも反応すること

が危惧されます）についても調べておいて、アナフィラキシーが予想される

ような食物は同時に除去していくことが大切になります。 

Step 1 

Step 2 

ピーカンキッズ活動報告 

Center for Allergy and Asthma of Texas  
米国アレルギー免疫専門医   

小川リール好子 

mailto:mama.asobokai@gmail.com
mailto:houstonyomikikase@yahoo.co.jp
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ないかと試行錯誤していた時期でした。食事の間隔を空けな

いようにと心配になり、間食を増やしたのが、体重増加の原因

でした。発作を起こさず健康のためにと思っていても、体重が

増えてしまうと、今度は心臓にも脚の関節にも負担がかかり本

末転倒です。これではいけないと、すぐにダイエットを始めるこ

とにしました。 
 ヒューゴが自ら食事の量を増やして太ったわけではなく、飼

主のわたしが太らせてしまっただけですから、ダイエットは難し

くはないはずです。ヒューゴに朝食をあげるときに、1日分の

ドッグフードを取り分けておき、1日の食事量をオーバーしない

ように気をつけました。また、ご褒美としてあげるものも、カロ

リーの高い犬用のおやつを避け、簡単なことはドッグフードを

ご褒美にして褒め、難しいことができたときだけ犬用のおやつ

をあげるようにしました。太り過ぎた後に、体重を落とそうと急

激に運動を増やしてしまうと、体に負担がかかってしまうので、

食事の管理をして体重を減らしていき、少しずつ日々の運動

も強化することにしました。短期間に体重を落とすことを考える

のではなく、6ヶ月から1年後に理想の体型に戻り、それを維持

していくことを目標にしました。ダイエットを始めて半年経ち、

ヒューゴは理想の体型に戻り、投げたボールを取りに行くよう

な遊びを繰り返しても、太り過ぎていた頃ほど息切れしなくなり

ました。 
 ときどき、犬にあげるドッグフードの量が分からないという相

談を受けることがあります。ドッグフードのパッケージには、こ

れぐらいの体重の犬にはこれぐらいの量のフードをあげてくだ

さいという指示が書かれていますが、よく運動してカロリーを消

費する犬を例にフードの量が定められているため、現在の体

重に合わせた量のドッグフードをあげ続けると少しずつ太って

しまうことが多いものです。また、去勢・避妊手術を済ませてい

る犬は、そうでない犬よりもカロリーを消費しないので、フード

の量を控えずに手術前と同じようにあげていると太ってしまう

かもしれません。BCS評価をして、現在の体型がやや肥満と出

た場合には、ドッグフードのパッケージに記載の量より控えめ

にして食事をあげるようにしましょう。 
 犬は自分で冷蔵庫を開けてついつい食べ過ぎて太るので

はなく、飼主のあげている食事で太ってしまうことが多いもので

す。日頃から適正な体型・体重を把握して、犬たちが健康に

長生きできるように管理しましょう！ 

 人間に適正体重があって、太り過ぎもやせ過ぎも健康のた

めにはよくないのと同様に、犬にも適正な体重というものがあ

り、太り過ぎもやせ過ぎも、注意が必要です。人間の場合は、

身長と体重から適正体重を計算することができます。また、体

脂肪計を使って体脂肪を測定し、容易に現状を把握して理想

のサイズを知ることもできます。では、犬の場合はどのようにし

て理想のサイズを知れば良いのでしょうか。 
 ひとつの目安となるのは、ジャパン・ケンネル・クラブ（JKC）

や、アメリカン・ケンネル・クラブが定めている、それぞれの犬

種のスタンダードと呼ばれる基準です。たとえば、我が家の犬

ヒューゴは、ベルジアン・タービュレンという犬種で、JKCのウェ

ブサイト http://www.jkc.or.jp/modules/worlddogs/ の「牧羊犬・

牧畜犬グループ」に分類されています。犬種の原産地や、用

途、性格、毛色などに続き、サイズの項目があり、理想の体重

は、オス犬が約25〜30kg、メス犬が20〜25kgとされています。 
 ただ実際には、同じ犬種の犬の間でも個体差があって必ず

しも犬種スタンダードの体重が理想の姿と言えない場合も多

く、また、JKCが定める190犬種以外の犬やミックス（雑種）犬も

いるため、「ボディ・コンディション・スコア」（BCS）と呼ばれる評

価をもとに犬の理想の体型を把握することをお勧めします。 
 BCSは以下の5段階に分類されています。 
 BCS1：痩せ、BCS2：やや痩せ、BCS3：理想的、 

 BCS4：やや肥満、BCS5：肥満 
 「理想的」な体型とは、過剰な脂肪がついてなくて、体を触る

とどこに肋骨があると分かり、上から見て肋骨の後ろに腰のく

びれが見られるような体型を言います。肋骨は触れるけれど

腰のくびれがないような場合には、「やや肥満」に分類されま

す。健康な犬の体型を見て、肋骨がどこか分かり、腰のくびれ

があるという状態であれば、現在の体重をその犬の理想の体

重とみて良いでしょう。 
 我が家のヒューゴの場合、JKCの犬種スタンダードによれ

ば、約25〜30kgが理想体重ですが、BCSの評価をしてみる

と、約24kgが理想体重でした。ときどき体重を計り、この理想

体重から大きくはずれないようにしていたつもりでしたが、今

年2月に27kgになってしまっていました。明らかに太り過ぎで

す。 
 実は、昨年2月から、ヒューゴはてんかんのような発作を時々

起こすようになりました。太り過ぎが発覚した2014年初旬は、

食事の間隔を空けすぎないことで、発作を予防できるのでは
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今年2月、体重27kg
超のヒューゴ。運動

すると息切れ気味で

した。 

大型犬でも簡単に体

重測定できるスケー

ル を 活 用 し て ダ イ

エットを決行。 

 

ダイエット開始から5ヶ月。

体重も戻り、動きも機敏 

になりました。 

ワン！ダフル 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  

商工会三水会センター図書館 

 ヒューストン日本商工会三水会センターには、小さなお子さんから大人まで楽しめる本が揃っている、すば

らしい図書館があります。それなのにヒューストンに新しくいらした方から、「三水会センターに図書館がある

のを知らなかった」というお話を伺うことがあります。そこでホームページ上の図書館についての案内を改訂

し、わかりやすく記載したページを設けました。商工会のトップページhttp://www.jbahouston.org/に表示され

る「三水会センター・図書館」のボタンをクリックしてみてください。図書館の利用方法が紹介されており、蔵

書検索のできるとても便利な機能を備えています。是非ご活用ください。 
 また、図書館に併設されている、ピーカンキッズルームでは、夏休みを除いた期間、読み聞かせの会と、あ

そぼーかいが活動しています。詳しい活動内容と、次の活動日の紹介もしていますので、皆様のご利用に

お役立てください。 

■商工会ホームページ変更のご案内 

無人島で、 
 
ヒューストンより車で

Rockport まで3時間、 
 
そこからカヤックで 

約4時間、 

Mud Island 

 今回は永遠の憧れ、無人島です。アメリカに来

たからにはアラスカの無人島でキャンプをし、釣り

をして、その魚を料理して、大自然の中で思う存

分映画の中のような体験をしたいですよね。しか

も他の誰にも会わずに極上の時間をすごす。これ

ができます、ここテキサスで。Rockport-Fultonエリ

アは自然好きにはたまらない場所です。釣り、

バーディング、カヤック、キャンプ何でもできます。 
 
 今回は、カヤックに乗った男3人と8歳の男の子

の海横断、無人島キャンプ1泊の驚異に満ちた物

語です。メンバーは野外調理人で石油業界のT
氏、バス釣りのプロ兼小児心臓外科医Dr. A、カメ

ラマン兼必殺焚き火師Dr. Nedと、植物学と魚とり

名人８歳のわが次男ジャックです。 
 
 昼前にPort Aransasフェリー乗り場の

少し前から、T氏とDr. A、僕とジャック

で2隻のカヤックで出発です。1時間で

有名なLydia Ann 灯台に。このあたりは

イルカがよく見られる所で、今回も5匹

のイルカがカヤックのすぐ近くを泳いで

います。去年は、カヤックの周りでジャ

ンプもしてくれました。また、海亀の子

供もたくさん泳いでいます。左手には

白い無人のビーチが続きます。バスプ

ロのDr. Aは慣れた手つきで魚を釣っています。

僕も今回は初めてDr. Aに習ってルアーに挑戦で

す。魚は30センチくらいのが、浅瀬の藻場でたくさ

んはねていたり泳いでるのが見えます。浅瀬と深

くなっているところの間を狙いつつカヤックを進め

ていると、あたりがありました。30センチくらいの

Sand Troutです。早速ビーチに上がり休憩。魚を

さばき、刺身とスープにして食べました。 

 次は広い海を渡って、無人島へ向かいます。波

も少しあり、水平線しか見えず、GPSのみが頼りで

す。緊張の時。Mud Island自体、高い木もない平

坦な島なので、カヤックを進める時の目印がありま

せん。1時間でやっと、はるか向こうに白い砂浜が

水平線の上に線のように見えてきました。Mud 
Islandです。さらに古い難破船がビーチで朽ちて

いて、気分も盛り上がります。夕方5時くらいに上陸。見渡す限り海とビー

チと低木。何もないし人もいない風の島。 
 
 テントを張り、焚き木を集め、夕食の準備です。野外調理人のT氏の出

番です。今回は梅シーチキンスパゲティーと丸ごとローストチキン、はて

は、しめ鯖まであります。風は強く蚊もいないので、涼しく気持ちのいい

夕方です。目の前には、真っ赤な太陽がゆっくり海に落ちていきます。

食事も酒もなにもかも果てしなくおいしく、果てしなく気持ちのいい時間

が流れていきます。日が暮れかけてからは焚き火の準

備。強風の中、ほぼ不可能とも思われましたが、そこは必

殺焚き火師Dr. Nedが無理やり火をつけ、気持ちのいい

焚き火の夜が訪れます。はるか遠くに街の灯り、空は満

天の星空、虫の声と、波の音。ライトを照らすと何十匹も

の魚が驚いて飛び跳ねます。すでにここがヒューストンか

ら3時間で来れるような所という感覚はなくなり、各自、自

由な妄想の世界に入って行きます。 
 
 真夜中、月がまぶしくて目を覚まし、朝は巨大な太陽が

寝ている真横に現れ、幻想的な空の色を作ります。 
 

 朝、棒ラーメンと釣った魚を焼きま

す。植物学のジャックはどの木の

葉っぱが塩分を含んでるか知って

おり、それで味付けします。今から

何 も な い 海 を5マ イ ル 横 断 し て

Rockportへ。オイルリグを目印に、

タンカーをよけながら帰ります。この

時期はいつも追い風なので、波に

乗り2時間半で帰還。何もないだ

だっ広い海をカヤックで渡っていく

のは、なかなか快感です。今回は

医者と歯医者が同行ということなの

で、いたって安全。しかもT氏は石

油業界人。走行中オイルリグなど問

題が起きても対処できます（笑）。 
  
 今回の冒険は、この記事だけで

すぐ挑戦というのも難しいので、興味があればdrnedshimizu@aol.comまで

どうぞ。案内します。子供も参加出来て、もっと気軽に楽しめるカヤックや

キャンプも企画していますので、連絡してください。8歳のジャックは、旅が

終わって少したくましくなった感じです。 

 

 テキサス観光.com (www.texaskankou.com) には、さらに詳しく写真があり

ます。 

www.texaskankou.com 

第21回 

 清水直樹（清水歯科医院） 

Dr. Ned Shimizuの 

http://www.texaskankou.com
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 突然ですが、私はポテトチップス好き。

初めて市販のポテチを食べた時は、あまり

のおいしさに衝撃を受け、ひとりで一袋食

べたいくらいでした（が、三人姉妹なので

分け前はいつも三分の一）。 

 さて、アメリカ人もポテチ大

好きのようで、アメリカの商

品にしてはかなりバラエティ

に富んでいます。しかし、高

カロリーで量も多いので、自

制心が必要な食品です。そ

れでも、好きなものは好き。

買い物に行くと「あ～、今日

も目を射るポテチの袋。呼ぶな、招くな、

デブの素」とつぶやきながら、後ろ髪引か

れる思いで売り場を通り過ぎる私。 

 そんな戦いのさなか、私のお好みのウェイビー

カットのチップスのついた見慣れない袋を見かけ、

つい手にとってしまいました。ところがよく見ると、そこには

Cassava Root Chipsの文字。「キャッサバ...う～ん、聞いたことが

あるような、ないような。どんなやつだっけ？」と独り言を言いなが

ら袋をひっくり返すと、上のほうに、かなり小さくキャッサバの写真

がついていました。 

 「あっ、これは、あれだ！」（すごいオバさんフレーズ）。知って

る、知ってる！店でいつも見かけて気になっていたあれでした。

ワックスを塗ったようにテカテカしたこげ茶色で、松の幹のように

ひび割れているゴボウ色のダイコン状の物。野菜売り場におい

てあるのですが、暖炉用の薪かと思っていました。 

 「キャッサバ、っていうのかぁ」。 

 通勤のバスでいつも乗り合わせて顔だけ知っていた人の名前

が、やっとわかった時のような嬉しさ。 

 袋の商品説明には、「ポテトチップスより歯ごたえが良くて、ファ

イバーは2倍、ファットは半分でグルテンフリー」と書いてありま

す。「これを食べたら、ポテトチップスとはすぐおさらばできちゃい

ますよぉ。キャッサバはアジア各国と南アメリカとアフリカで採れ

て、800万人の人たちの主食になっています。キャッサバは、ゆ

でたり、つぶしたり、揚げたりして食べられます」。なんだか、良

い事だらけみたい。でも最後に、「ここに書いた商品説明は、

FDA（食品医薬品局）には評価されていません。病気の治療と

なるようなものでもありません」といきなりトーンダウン。さすがアメ

リカ！とその潔さに失笑しながら、つい買ってしまいました。 

 家に帰って早速食べてみると、普通のポテチよりちょっと硬く、

ちょっと泥臭い味。やっぱりポテチには敵わない、と四分の一く

らいで食べるのを止めました。そして翌日、再度挑戦。すると、

食べなれたせいか、前日より泥臭さが気にならなくなりました。ポ

テチに比べて野趣があるように思え、好感度一気に上昇。5日か

けて食べ終わると、今度はキャッサバ本体に興味がわいてきまし

た。 

 そこで、早速キャッサバを購入。今まで一度も手に取ったこと

がなかったのですが、触ってみるとテカテカの部分は、見た目違
たが

 

わずツルツルです。切り口の部分が白っぽくなっている（これは

デンプンと後に判明）のは、ちょっと怪しそうだったので避け、太

からず細からず長すぎず短すぎない物を選びました。 

 さて、料理の段になり、例のチップスの袋に“ゆでたり、つぶ

したり、揚げたり”と書いてあったので、一番無難そうなチップ

スを作ることに決定。まず、当然ながら皮を剥きます。包丁を

入れると、松の木の皮のような茶色いひび割れた皮は、土砂

崩れのようにモロモロッと剥けていくいく。ところが、その下に

もう一枚、栗の渋皮のような色の薄めの皮がありました。「下

着つきか？」とツッコミを入れながら、どうしようかと一瞬思いま

したが、やっぱりこちらも剥いて、中の白い部分だけを食する

ことにしました（これが大正解だったことが後に判明！）。中身

は思ったより柔らかく、ジャガイモくらいの硬さでストストと切れ

ます。これを揚げて、カリッとしたところを食べてみると、先の

既製品より香りが強く、ゴボウとサツマイモを足して2で割った

ような味でした。 

 翌日、キャッサバについて調べてみると、実は、初めて食べ

たどころではありませんでした。さかのぼること10年ほど前、日

本でポン・デ・ケージョというパンが流行りました。モチモチし

た食感が、お餅大好きな日本人に大受けして大ヒット。私も大

好きで、自分でも作ってみたい！と、材料を調べると、「タピオ

カ粉」と書いてあり、見たことも聞いたこともなし。その時は

すっかりあきらめたのですが、ヒューストンに来てから簡単に

手に入るようになって以来、タピオカ粉でケーキを作ったり、く

ずもちのような物を作ったり、すっかりお気に入りになってい

た食材のひとつでした。このタピオカの元が、なんとこの

キャッサバだったということが、今になってわかったので

す。 

 なぜ、キャッサバの粉がタピオカなのか？小麦の粉＝

小麦粉、ソバの粉＝ソバ粉、だったらキャッサバ粉と呼ん

でくれれば分かりやすいのに！通勤のバスでいつも乗り

合わせていた人が、よく家に遊びに来る息子の友達のお

母さんだったのがわかった時のような驚きでした。 

 そうか、そうだったのか、知らずに失礼しました、となぜか謝り

ながら読み進めて行くと、更に衝撃の事実が！ 

 「皮と芯に毒がある」。 

 キャッサバの皮と芯に、シアン化合物（青酸配糖体）があり、き

ちんと毒処理をしないと危ないということがわかったのです。あ

～、皮を厚く剥いてよかった。毒は、水にさらしたり、切って空気

にさらしたりするとなくなるそうで、写真を撮るために切ってから

時間をかけたのも幸いでした（食べる前に調べろ！ですね）。 

 正体がわかったので、もう一度挑戦。今度は、茹でてみること

に。しかし、ジャガイモより時間をかけたのにまだ何となく硬そう

なので、電子レンジで更に加熱してからマッシュドポテトにする

ことにしました。いよいよつぶす段になったとき、「タピオカ」の四

文字が頭をよぎり、フードプロセッサーで混ぜたら、ひょっとして

お餅みたいになるかも、と思いついて早速実行。運転1分後に

はまとまり始め、2分も経たないうちにすっかり餅状になりました。 

 これをお皿に移し、砂糖醤油と海苔を用意して食べてみる

と…おお、お餅のような食感。ただ、味はやはりゴボウ系の泥臭

さが残っていました。お餅が大好きな息子たちにも試食させて

みようと呼ぶと、やってきた下の息子は一目見るなり、「これ、

フーフー？」。お、その名前聞いたことがある、えーと確か、

キャッサバを使ったアフリカの料理だ。 

 「何でフーフー知ってるの？食べたことあるの？」 

 「うん、友達の家に行ったとき、食べた」 

 どんな友達がいるんだ？少なくとも、うちに来たことはありませ

ん。 

 熱帯域で栽培されているキャッサバは、毒があるので日本で

は食料としての輸入は禁止されているとか。ただ、その葉が八

手のように美しいので人気があり、観葉植物として輸入されてい

るそうです。キャッサバは、ジャガイモよりデンプンが多く栽培も

簡単なので、食糧危機の救世主として期待されているようです

が、わざわざ生から買ってきて、毒抜きに気を遣って食べるほど

でもなかった、というのが正直な感想です。チップスを食べたい

方は、既成品がおいしいし、すでに粉になっているタピオカ粉

なら毒を気にせずバンバン使えるので、私はそちらに走ることに

します。 

 ヒューストンの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」に挑戦した体験のご紹介です。 
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切ったところ 

キャッサバの山                                

んなもん喰っとん?!  
   - Cassava Root - 

 日米協会のJapanese Language Program について、一度はお聞きになった

事があるのではないでしょうか。でも、一体どういう生徒がいて、どのような人達

が教えているのか、詳しく知る機会はあまりなかったと思います。そこで、皆様

にJapanese Language Programについて知っていただきたく、ここにご紹介させていただきます。 
 
■Students 
 Japanese Language Programには、現在約100名の生徒がいて、ビギナーからアドバンスまで会話習得

に重点を置いたプログラムで日本語を勉強しています。彼らの多くは日本を愛する日本通で、我々イン

ストラクターより最新の日本文化を知っています。もしも皆様と日本文化クイズで競ったとしたら、彼らに

軍配が上がるかもしれません。日本を愛し、日本の為に何かをしたいと思っている彼らは、日米協会が

主催する各種イベントに積極的にボランティアとして参加してくれます。 
 
■Instructors 
 インストラクターは、商工会員の奥様やヒューストンに長く住んでいらっしゃる日本人の方々です。皆さ

ん、日米の架け橋となる日米協会で役に立ちた

いと、ボランティア精神を持って熱心に指導され

ています。ベテランのインストラクターは、一般に

「日本語教師」と呼ばれるcertificateを持っていま

す。日本語教授未経験の方には、私たちが研

修から独り立ち迄サポートしています。 
 
■Classes 
 ビギナーからアドバンス迄現在11クラスがあり、

週に1回（月曜から木曜迄）午後6時半から8時半

まで日米協会の教室で行っています。語学学校

ではありませんが、留学を目指し日本語能力試験にチャレンジする生徒達も多くいます。 
 
 インストラクターの経験を積む事で、日本を愛する世界中の人達に日本語を指導する機会を得る事が

できます。未経験の方に勉強会を開いておりますので、ご興味をお持ちの方は是非ご連絡ください。一

緒に日本語教授を楽しみましょう。以下アドレスにお気軽にお問い合わせください。  
JASH Japanese Language Program Coordinator  

吉田由美 
yyoshida@jas-hou.org     

■新インストラクター K.T.さんの研修体験 

 私は夫の赴任にともない、昨年ヒューストンに来ました。日本語講師募集のメールを拝見して、何かお

役に立てることがあればと思い応募しました。この夏からベテラン講師のアシスタントとして、入門クラス

に参加していました。10名を超える生徒の数に圧倒されましたが、日本の文化に興味を持つ熱い生徒

の皆さんといっしょに、楽しい時間を過ごしました。自分が学校で学んだ国語とは違う、“外国人が学ぶ

日本語”の世界に触れ、新しい発見の毎日です。特に、生徒からの思いがけない質問は、答えに窮す

るものの、日本語を教える面白さのひとつではないでしょうか。ビギナーの生徒と、近い将来、日本語で

会話をすることを目標に、楽しく、かつ実りある授業を行っていきたいと思います。 
 
■アドバンスクラス ジュリアさんからの手紙 

 商工会の皆様、はじめまして。私は、JASHのアドバンスクラスで勉強している

ジュリアです。 
 私は、日本語を13年前から勉強していて、大学で1年上智大学に留学しまし

た。 
 高校生の時、日本語のことをぜんぜん知らなかったですが、明治時代につい

ての本を読んで、その後、学校で日本語の勉強を始めました。大学で日本語を

専攻して、卒業後、ホノルルで英語と外国語の学校のオフィススタッフで働きま

した。今、ヒューストンの貿易会社でプログラマーの仕事をしています。 
 今の仕事に対して、私の夢は、大学院で平安時代の貿易を研究することです。そのテーマの研究は

大変難しくて、古い日本語と中国語も読める必要がありますが、私のレベルはもちろんまだ足りないで

す！でも、その目的のために、1年前からJASHで勉強しています。毎週、会話と聞き取りの練習は大事

なことになりました。 
 日本語以外に、編む事、料理する事と読書を趣味にしています。最近、和食と弁当を練習していま

す！ヒューストンの「日販大道」で日本食の材料を探すことを楽しみます。 
 商工会の皆様、この手紙を書く機会をどうもありがとうございます。またヒューストンの「日本のコミュニ

ティ」に迎えてくれて、ありがとうございます！ 
 ジュリア ホルツ 

 Julia Holz 

ヒューストン日米協会  

Japanese Language Program 

 ヒューストンの皆様、初めまして。「ヒューストン・コーラス“桜”」指揮者の戸田光

彦です。 
 今年4月のジャパン・フェスティバルで東日本大震災の悲劇を忘れないように、

NHKの復興支援テーマ曲“花は咲く”を日本語と英語で演奏し、日本人だけでな

く、多くのアメリカ人の方々にも参加して頂きました。 
 震災から3年が早くも過ぎましたが、被災された方々は精神的な後遺症もあり、

まだまだ大変な生活を送っていらっしゃいます。その被災者の皆様へ、舞台と観

客が一体となり励ましのメッセージを送りました。その時に参加した日本人メン

バーを中心に、新しく結成したのが「ヒューストン・コーラス“桜”」です。 
 私はオペラ専門のアシスタント・

コンダクター、そしてピアニスト/
コーチとして、日本では新国立劇

場、二期会、読売交響楽団等で、

多くのオペラ公演に携わってきま

した。ヒューストンでは、「ヒュースト

ン・グランド・オペラ」とスポンサー

シップを結び、「Opera to Go」のピ

アニストと音楽監督をしています。 
 ヒューストンに来て以来、「音楽を通して日本の文化を伝えることは出来ないか」

と考えてきました。「ヒューストン・コーラス“桜”」の活動を通じて、ヒューストンの皆

様に日本の文化を届けられれば、本当に嬉しく思います。 
 また、このコーラスは日本の音楽だけではなく、多岐に渡るジャンルの曲を演奏

して、将来的にはインターナショナルなグループを目指し、私達演奏者だけでは

なく、大勢の聴衆の皆様と音楽を通して文化を共有できればと思っています。 
 現在は、来年に向けて“ふるさと”と“花”をテーマに、“ふるさとの四季”(源田俊

一郎作)と、“花に寄せて”(新美徳英作)を練習しています。“花に寄せて”は手足

の自由を失った詩人・画家の星野富弘さんが口にくわえたペンを使って花々を描

写した素敵な詩に、新美さんが素晴らしい曲をつけて出来上がった歌です。私は

オペラ専門ですが、音楽と言葉は、とても深く結びついていて、歌は更により多く

の感動を皆様に伝えると思っています。ですので、「歌ってみて楽しい。そして最

後には聞いている方々が心から楽しんで頂ける」、そんな演奏ができるようにいつ

も考えています。 
 コーラスの練習

は、月 に2－3回、

木曜日の午前10
時 か ら12時 半 ま

で、メモリアルエリ

ア で 行 っ て い ま

す。ボ イ ス ト レ ー

ナーのホワイト妙

子先生に発声指

導をして頂いております。今後はゲ

ストにアーティストの方々をお招きし

て、さらに深く音楽を楽しんでいこう

と考えています。 
 10数名という少人数でスタートした

コーラス・グループですが、お互い

に助け合いながらとても楽しく練習

に励んでいます。私自身も様々な

場面でメンバーに助けられることも

多く、いつも感謝しています。 
 音楽が好きな方、何か新しいこと

を始めたい方、新しい人と出会って和を広げたい方、または、健康のために歌っ

てみたい方等々、どうか多くの皆様に参加していただき、音楽を通して交流を深

めていきたいと願っています。 
 最後になりますが、音楽・芸術は皆様のサポート無しには存続できません。生き

るためには最低限のものは必要ですが、音楽・芸術は私達の暮らしを更に明るく

し豊かにするものと信じています。たとえどんなに苦しい時でも、芸術は私達に希

望を与えてくれ、生きる力を与えてくれるものでもあります。今後とも、歌を歌いた

いという方々だけでなく、出来るだけ多くの皆様に「ヒューストン・コーラス“桜”」を

どうか支えて頂ければ幸いです。 
 

お問い合わせ：Japanesechorus@gmail.com 
戸田光彦（とだてるひこ） 

ヒューストン 
コーラス 
桜 

mailto:yyoshida@jas-hou.org
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ないかと試行錯誤していた時期でした。食事の間隔を空けな

いようにと心配になり、間食を増やしたのが、体重増加の原因

でした。発作を起こさず健康のためにと思っていても、体重が

増えてしまうと、今度は心臓にも脚の関節にも負担がかかり本

末転倒です。これではいけないと、すぐにダイエットを始めるこ

とにしました。 
 ヒューゴが自ら食事の量を増やして太ったわけではなく、飼

主のわたしが太らせてしまっただけですから、ダイエットは難し

くはないはずです。ヒューゴに朝食をあげるときに、1日分の

ドッグフードを取り分けておき、1日の食事量をオーバーしない

ように気をつけました。また、ご褒美としてあげるものも、カロ

リーの高い犬用のおやつを避け、簡単なことはドッグフードを

ご褒美にして褒め、難しいことができたときだけ犬用のおやつ

をあげるようにしました。太り過ぎた後に、体重を落とそうと急

激に運動を増やしてしまうと、体に負担がかかってしまうので、

食事の管理をして体重を減らしていき、少しずつ日々の運動

も強化することにしました。短期間に体重を落とすことを考える

のではなく、6ヶ月から1年後に理想の体型に戻り、それを維持

していくことを目標にしました。ダイエットを始めて半年経ち、

ヒューゴは理想の体型に戻り、投げたボールを取りに行くよう

な遊びを繰り返しても、太り過ぎていた頃ほど息切れしなくなり

ました。 
 ときどき、犬にあげるドッグフードの量が分からないという相

談を受けることがあります。ドッグフードのパッケージには、こ

れぐらいの体重の犬にはこれぐらいの量のフードをあげてくだ

さいという指示が書かれていますが、よく運動してカロリーを消

費する犬を例にフードの量が定められているため、現在の体

重に合わせた量のドッグフードをあげ続けると少しずつ太って

しまうことが多いものです。また、去勢・避妊手術を済ませてい

る犬は、そうでない犬よりもカロリーを消費しないので、フード

の量を控えずに手術前と同じようにあげていると太ってしまう

かもしれません。BCS評価をして、現在の体型がやや肥満と出

た場合には、ドッグフードのパッケージに記載の量より控えめ

にして食事をあげるようにしましょう。 
 犬は自分で冷蔵庫を開けてついつい食べ過ぎて太るので

はなく、飼主のあげている食事で太ってしまうことが多いもので

す。日頃から適正な体型・体重を把握して、犬たちが健康に

長生きできるように管理しましょう！ 

 人間に適正体重があって、太り過ぎもやせ過ぎも健康のた

めにはよくないのと同様に、犬にも適正な体重というものがあ

り、太り過ぎもやせ過ぎも、注意が必要です。人間の場合は、

身長と体重から適正体重を計算することができます。また、体

脂肪計を使って体脂肪を測定し、容易に現状を把握して理想

のサイズを知ることもできます。では、犬の場合はどのようにし

て理想のサイズを知れば良いのでしょうか。 
 ひとつの目安となるのは、ジャパン・ケンネル・クラブ（JKC）

や、アメリカン・ケンネル・クラブが定めている、それぞれの犬

種のスタンダードと呼ばれる基準です。たとえば、我が家の犬

ヒューゴは、ベルジアン・タービュレンという犬種で、JKCのウェ

ブサイト http://www.jkc.or.jp/modules/worlddogs/ の「牧羊犬・

牧畜犬グループ」に分類されています。犬種の原産地や、用

途、性格、毛色などに続き、サイズの項目があり、理想の体重

は、オス犬が約25〜30kg、メス犬が20〜25kgとされています。 
 ただ実際には、同じ犬種の犬の間でも個体差があって必ず

しも犬種スタンダードの体重が理想の姿と言えない場合も多

く、また、JKCが定める190犬種以外の犬やミックス（雑種）犬も

いるため、「ボディ・コンディション・スコア」（BCS）と呼ばれる評

価をもとに犬の理想の体型を把握することをお勧めします。 
 BCSは以下の5段階に分類されています。 
 BCS1：痩せ、BCS2：やや痩せ、BCS3：理想的、 

 BCS4：やや肥満、BCS5：肥満 
 「理想的」な体型とは、過剰な脂肪がついてなくて、体を触る

とどこに肋骨があると分かり、上から見て肋骨の後ろに腰のく

びれが見られるような体型を言います。肋骨は触れるけれど

腰のくびれがないような場合には、「やや肥満」に分類されま

す。健康な犬の体型を見て、肋骨がどこか分かり、腰のくびれ

があるという状態であれば、現在の体重をその犬の理想の体

重とみて良いでしょう。 
 我が家のヒューゴの場合、JKCの犬種スタンダードによれ

ば、約25〜30kgが理想体重ですが、BCSの評価をしてみる

と、約24kgが理想体重でした。ときどき体重を計り、この理想

体重から大きくはずれないようにしていたつもりでしたが、今

年2月に27kgになってしまっていました。明らかに太り過ぎで

す。 
 実は、昨年2月から、ヒューゴはてんかんのような発作を時々

起こすようになりました。太り過ぎが発覚した2014年初旬は、

食事の間隔を空けすぎないことで、発作を予防できるのでは
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ダイエット大作戦 

今年2月、体重27kg
超のヒューゴ。運動

すると息切れ気味で

した。 

大型犬でも簡単に体

重測定できるスケー

ル を 活 用 し て ダ イ

エットを決行。 

 

ダイエット開始から5ヶ月。

体重も戻り、動きも機敏 

になりました。 

ワン！ダフル 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  

商工会三水会センター図書館 

 ヒューストン日本商工会三水会センターには、小さなお子さんから大人まで楽しめる本が揃っている、すば

らしい図書館があります。それなのにヒューストンに新しくいらした方から、「三水会センターに図書館がある

のを知らなかった」というお話を伺うことがあります。そこでホームページ上の図書館についての案内を改訂

し、わかりやすく記載したページを設けました。商工会のトップページhttp://www.jbahouston.org/に表示され

る「三水会センター・図書館」のボタンをクリックしてみてください。図書館の利用方法が紹介されており、蔵

書検索のできるとても便利な機能を備えています。是非ご活用ください。 
 また、図書館に併設されている、ピーカンキッズルームでは、夏休みを除いた期間、読み聞かせの会と、あ

そぼーかいが活動しています。詳しい活動内容と、次の活動日の紹介もしていますので、皆様のご利用に

お役立てください。 

■商工会ホームページ変更のご案内 

無人島で、 
 
ヒューストンより車で

Rockport まで3時間、 
 
そこからカヤックで 

約4時間、 

Mud Island 

 今回は永遠の憧れ、無人島です。アメリカに来

たからにはアラスカの無人島でキャンプをし、釣り

をして、その魚を料理して、大自然の中で思う存

分映画の中のような体験をしたいですよね。しか

も他の誰にも会わずに極上の時間をすごす。これ

ができます、ここテキサスで。Rockport-Fultonエリ

アは自然好きにはたまらない場所です。釣り、

バーディング、カヤック、キャンプ何でもできます。 
 
 今回は、カヤックに乗った男3人と8歳の男の子

の海横断、無人島キャンプ1泊の驚異に満ちた物

語です。メンバーは野外調理人で石油業界のT
氏、バス釣りのプロ兼小児心臓外科医Dr. A、カメ

ラマン兼必殺焚き火師Dr. Nedと、植物学と魚とり

名人８歳のわが次男ジャックです。 
 
 昼前にPort Aransasフェリー乗り場の

少し前から、T氏とDr. A、僕とジャック

で2隻のカヤックで出発です。1時間で

有名なLydia Ann 灯台に。このあたりは

イルカがよく見られる所で、今回も5匹

のイルカがカヤックのすぐ近くを泳いで

います。去年は、カヤックの周りでジャ

ンプもしてくれました。また、海亀の子

供もたくさん泳いでいます。左手には

白い無人のビーチが続きます。バスプ

ロのDr. Aは慣れた手つきで魚を釣っています。

僕も今回は初めてDr. Aに習ってルアーに挑戦で

す。魚は30センチくらいのが、浅瀬の藻場でたくさ

んはねていたり泳いでるのが見えます。浅瀬と深

くなっているところの間を狙いつつカヤックを進め

ていると、あたりがありました。30センチくらいの

Sand Troutです。早速ビーチに上がり休憩。魚を

さばき、刺身とスープにして食べました。 

 次は広い海を渡って、無人島へ向かいます。波

も少しあり、水平線しか見えず、GPSのみが頼りで

す。緊張の時。Mud Island自体、高い木もない平

坦な島なので、カヤックを進める時の目印がありま

せん。1時間でやっと、はるか向こうに白い砂浜が

水平線の上に線のように見えてきました。Mud 
Islandです。さらに古い難破船がビーチで朽ちて

いて、気分も盛り上がります。夕方5時くらいに上陸。見渡す限り海とビー

チと低木。何もないし人もいない風の島。 
 
 テントを張り、焚き木を集め、夕食の準備です。野外調理人のT氏の出

番です。今回は梅シーチキンスパゲティーと丸ごとローストチキン、はて

は、しめ鯖まであります。風は強く蚊もいないので、涼しく気持ちのいい

夕方です。目の前には、真っ赤な太陽がゆっくり海に落ちていきます。

食事も酒もなにもかも果てしなくおいしく、果てしなく気持ちのいい時間

が流れていきます。日が暮れかけてからは焚き火の準

備。強風の中、ほぼ不可能とも思われましたが、そこは必

殺焚き火師Dr. Nedが無理やり火をつけ、気持ちのいい

焚き火の夜が訪れます。はるか遠くに街の灯り、空は満

天の星空、虫の声と、波の音。ライトを照らすと何十匹も

の魚が驚いて飛び跳ねます。すでにここがヒューストンか

ら3時間で来れるような所という感覚はなくなり、各自、自

由な妄想の世界に入って行きます。 
 
 真夜中、月がまぶしくて目を覚まし、朝は巨大な太陽が

寝ている真横に現れ、幻想的な空の色を作ります。 
 

 朝、棒ラーメンと釣った魚を焼きま

す。植物学のジャックはどの木の

葉っぱが塩分を含んでるか知って

おり、それで味付けします。今から

何 も な い 海 を5マ イ ル 横 断 し て

Rockportへ。オイルリグを目印に、

タンカーをよけながら帰ります。この

時期はいつも追い風なので、波に

乗り2時間半で帰還。何もないだ

だっ広い海をカヤックで渡っていく

のは、なかなか快感です。今回は

医者と歯医者が同行ということなの

で、いたって安全。しかもT氏は石

油業界人。走行中オイルリグなど問

題が起きても対処できます（笑）。 
  
 今回の冒険は、この記事だけで

すぐ挑戦というのも難しいので、興味があればdrnedshimizu@aol.comまで

どうぞ。案内します。子供も参加出来て、もっと気軽に楽しめるカヤックや

キャンプも企画していますので、連絡してください。8歳のジャックは、旅が

終わって少したくましくなった感じです。 

 

 テキサス観光.com (www.texaskankou.com) には、さらに詳しく写真があり

ます。 

www.texaskankou.com 

第21回 

 清水直樹（清水歯科医院） 

Dr. Ned Shimizuの 

http://www.texaskankou.com
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■会社の業務内容等について簡単にご説明ください。 

 Mayer Brown法律事務所は、世界20ヵ所に1,500名を超える弁護士を有するグローバル・ロー・ファー

ムです。ヒューストン事務所は約30年前に設立され、現在50名を超える弁護士が所属しています。エネ

ルギー関連を中心に日本のクライアントに対するアドバイスも多数行っています。私の専門分野は、

M&A、 会社法全般、プロジェクト業務などです。 

■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。 

 3年前にニューヨークから移ってきました。テキサスは以前ダラスにいました。ヒューストンは生活環

境、ビジネスともに最高で家族共々エンジョイしています。 

■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。 

 昨今、米国及び世界で日本がアンダーバリューされていることに忸怩たる思いがあります。日本国、

日本人そして日本企業のステータスを高める為に微力ながらも貢献したいと思っています。 

 趣味は、ピアノとギター（へたうま）、バンド、ジャズ鑑賞、ゴルフ（へたくそ）、読書、食べ歩き、旅行、

ホームデポでショッピング（家の修理）、靴磨き、などなど。 

■ありがとうございました。 

■ヒューストン日本商工会 会社紹介 

Mayer Brown LLP  
（法律事務所） 

吉田敏之さん 

「トラお君」「トラ子ちゃん」は、あそぼーかいが創設さ

れた時から登場していて、ちびっこ達の人気者です。 

 いつもプログラムの冒頭、みんなで挨拶する時に、ち

びっこ達の大きな呼び声に負けないくらい元気に登場

します。「トラお君」「トラ子ちゃん」が登場すると、ちびっ

こ達は大喜び。会場の空気がとても和やかになったとこ

ろで、季節の行事やプログラムに関するお話をちびっ

こ達の会話に交じって参加します。季節の話からその

日のプログラムへと話題を展開していく過程では、こち

らの問いかけにちびっこ達から、思ったような答えが

戻ってくるばかりではなく、子どもならではの思いがけ

ないやり取りがあるので、その成り行きには、いつもドキ

ドキ、ハラハラしています。 

 このやり取りの中で、初めて参加するちびっこの緊張

も次第にほぐれ、ちびっこ達がこの後に続くプログラム

に集中できるようになります。そうした意味で「トラお君」

「トラ子ちゃん」は、とても重要な存在で、あそぼーかい

に無くてはならないキャラクターです。夏休み明けのあ

そぼーかいでは、どんな会話がされるのでしょう？どう

ぞ、キッズルームを覗いてみて下さい。 

 あそぼーかいでは、新作のエプロンシアターの作成

や、秋からのプログラムを楽しんでもらえるよう、ただ今

企画中です。お友達を誘って、是非遊びにいらして下

さい。お待ちしています。 

ピーカンキッズ今後の開催予定 

あそぼーかい 

9月12日（金） 10時30分～ 
9月20日（土） 9時30分～ 
10月4日（土） 9時30分～ 
11月8日（土） 9時30分～ 
読み聞かせの会 

9月13日（土）  

9時30分～ 3歳以上を対象とした絵本 
10時00分～ 3歳未満を対象とした絵本 
10月11日（土）  

9時30分～ 3歳以上を対象とした絵本 
10時00分～ 3歳未満を対象とした絵本 
 変更がある場合もございます。三水会セン

ター内のポスターや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 

トラお君、トラ子ちゃんと楽しく掛け合い          

舞台の下には人気者を支えるスタッフが… 

8月のあそぼーかいは夏休みのため活動

がお休みでしたので、今回は、あそぼーか

いのマスコットキャラクターの「トラお君」「トラ

子ちゃん」について紹介したいと思います。 

 先月号に引き続き、今月はエピネフリンの自己注射の実践編として、具体的

な対処方法について述べていきます。 

1.どのような場面で使用するか 

 以下のような症状が見られた場合、使用を考慮します。特に2つ以上の系統

の症状が見られる場合はアナフィラキシーとよばれる重度のアレルギー反応

で危険な状態ですので、速やかにエピネフリンを投与することが重要になりま

す。あらかじめアレルギーの存在が分かっていて、アナフィラキシーが予想さ

れる場合は、エピペン（Epi-pen）などのエピネフリンの自己注射キットを医療

機関から処方してもらいます。下記のような症状が見られた場合、自己、ある

いは保護者の判断で自己注射しますが、過去にアレルギーの既往がなく、初

発の症状がアナフィラキシーという状況もあり得ますので注意が必要です。 

・皮膚症状：赤み、発疹/かゆみ 

・粘膜症状：口唇、目、顔の腫れ/口、喉の違和感（かゆい、飲みづらい） 

・消化器症状：腹痛/嘔吐、下痢 

・呼吸器症状：鼻水、鼻づまり、くしゃみ/咳/喘鳴、呼吸困難 

・全身症状：血圧低下/意識状態の低下（元気が無い、ぐったり、意識混濁・ 

 低下・消失） 

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。 

前回の山口洋志先生から総合内科・総合診療科がご専門の塩田星児先生にバトンが移りました。 

 
 

 

 

 
2014年4月にヒューストンに参りました塩田

と申します。日本では総合内科・総合診療科

という科に属しています。今回は、おなかの

症状について書いてみます。アメリカという言

葉も通じない環境で、おなかの調子を崩す方

もいるのではないでしょうか。言葉の壁、保険

の関係などで病院受診をためらっている方も

いるかもしれません。今回はおなかの症状で

はどのような病気が考えられるか、どのような

場合は病院を受診したほうがよいかについて

述べたいと思います。 
 

腹痛 

これまで腹痛を経験したことのない方はい

ないのではないでしょうか。腹痛は、痛む場

所が大体原因の場所と一致します。上の方

であれば食道や胃から来る痛み、上の右側

であれば胆嚢炎も考えられます。へその付近

は胃でも大腸の痛みでも起こります。右横の

方は大腸や胆嚢の痛み、左横の方は大腸や

膵臓の痛みもあります。下の方の痛みは主と

して大腸の痛みで、女性の場合は子宮・卵巣

などの女性の臓器の炎症などから痛みが来

ることもあります。膀胱炎でも痛くなることがあ

ります。右下の痛みでは虫垂炎が有名です

ね。腎臓の痛みでもおなかが痛くなることもあ

るのですが、一般には背中の痛みの方が

強いと思います。大事なことは、必ずしも消

化器系の痛みだけではなく、狭心症、心筋

梗塞といった心臓の病気でも上腹部痛を起

こすことがあるということです。上腹部に痛

みを感じ、冷や汗をかいたり、あるいは高血

圧、脂質異常症、糖尿病といった心筋梗塞

の危険因子を持っている場合は、心筋梗塞

を考えないといけません。要受診です。 

 字数の関係で、ここでは特に上腹部痛、

すなわちへそよりも上付近の痛みについて

詳しく述べたいと思います。この付近には

食道が胃につながる部分があるのですが、

胃食道逆流症といって胃酸が食道に逆流

することで痛みを引き起こす病気が多く認

められます。胃潰瘍でも同じように上腹部

痛を引き起こします。胃潰瘍の原因としては

ピロリ菌と痛み止めの薬によるものが多いの

ですが、ピロリ菌の感染率は日本では衛生

状態の改善とともに低下しており、ピロリ菌

由来の胃潰瘍は減少しています。ある程度

の年齢に達している場合は、胃癌も考えま

す。45(あるいは55)歳以上で、吐血や下血

(便に黒い血が混じる)、体重減少、飲み込

みにくさ、胃癌の家族歴など認める場合は

特に要注意、要受診です。 

しかしながら上腹部が痛んでも胃潰瘍や

胃癌を認める方は少なく、多くの方は胃カメ

ラをしても何の異常もない機能性ディスペ

プシア(FD)という病気が最も多い原因で

す。以前は何もないのだから、と言われて

いましたが、実際胃の運動が悪い場合もあ

り、病気として認識されるようになりました。

この病気の原因として胃酸やストレスの関

係も言われており、これらの症状を認める方

では、胃カメラで異常がないことが分かった

だけで3割の方は症状がなくなると言われて

います。何か大きな病気にかかったので

は、という不安が症状をさらに強くしている

のでしょうね。 
 
胃のもたれ 

 食後に胃がもたれる、あるいは食事をする

とすぐにおなかがいっぱいになる(早期腹満

感)方はいませんでしょうか。この場合は胃

の運動が悪くなっており、食べたものが胃

から十二指腸に流れていく時間が遅くなっ

ている状態が考えられます。この原因として

も機能性ディスペプシア(FD)が最も多いで

す。しかしながら早期腹満感は胃癌の危険

信号の一つとも言われていますので、一度

は胃カメラを受けられたほうがよいでしょう

ね。 
 
胸やけ 

 ピロリ菌の感染率の低下により、胃酸の分

泌が増え、その胃酸が食道に逆流すること

で引き起こされる胃食道逆流症が増えてい

ます。胃食道逆流症は胃カメラで実際に食

道の荒れているびらん性食道炎(逆流性食

道炎)と荒れていない非びらん性胃食道逆

流症に分けられます。日本では非びらん性

胃食道逆流症の方が多く、その場合は胃

カメラでは診断ができません。典型的な症

状を認めるか、胃酸を抑える薬で症状が治

まるかをもって診断をつけることが多いで

す。また酸っぱいものが上がってくる「呑

酸」という症状も胃食道逆流症を疑う症状

です。程度のひどい逆流性食道炎は食道

癌の原因になること、食道癌でも同じような

症状を引き起こすことがあることから、一度

は胃カメラを受けてみたほうがいいでしょう

ね。 
 
下痢 

 最も多いのは体調を崩したり、悪いものを

食べたり、冬に流行性のウイルス性の下痢

をもらったりなど、短い期間続く下痢と思わ

れます。これらの下痢は脱水に気をつける

以外は特に問題ではないのですが、血便

(便に血が混じる)を伴う場合は要注意で

す。長期間続いている場合は多くは過敏

性腸症候群といってストレスによる下痢を

疑います。試験や会議の日の朝になると下

痢をしたりします。持続する下痢の中でも

やはり血便や発熱を伴う下痢は注意が必

要です。クローン病や潰瘍性大腸炎といっ

た慢性炎症性腸疾患と呼ばれる病気があ

ります。何かお薬を飲まれている方はその

お薬の副作用で下痢が続くこともあります。

血便がある下痢、長く続く下痢では病院を

受診しましょう。 
 
便秘 

 アメリカ生活という異なる環境で便秘にな

る方も多いのではないでしょうか。便秘の

場合、必ずしも毎日排便がある必要はな

く、おなかが張る感じ、腹痛などなければ

そう問題ありません。便が出ないことに加

え、嘔吐を伴う場合は腸閉塞(イレウス)を疑

うので要注意、要受診です。また排便の際

に血便を伴う場合は大腸癌も疑います。薬

剤性の便秘も多いので何かお薬を飲んで

いる方はその影響を考えてみてもよいと思

います。 

 
第11８回  

 
おなかの調子は大丈夫？ 

 
ベイラー医科大学消化器内科 

研究員  

塩田星児先生 

次回のテキサス・メディカルセン

ター最前線は血液内科がご専門の石

澤丈先生です。アメリカという慣れ

ない環境の中、お互い子育てに奮闘

しております。子育て留学です。  

Special Report 

エピネフリンについて 2  - 実践編 - 

2. エピペンの使用方法 

Step 1 携帯用ケースのカバーキャップを指で押し開け、注

射器を取り出します。オレンジ色のニードルカバーを下に向

けて、注射器の真ん中を片手でしっかりと握り、もう片方の手

で青色の安全キャップを外します。 

Step 2 注射器を太ももの前外側に垂直になるようにし、オレ

ンジ色のニードルカバーの先端を「カチッ」と音がするまで太

ももに強く押し付けることにより、注射針が刺さり、薬剤が注

射されます。写真はショートパンツですが、パンツやスカート

着用時は衣服の上からでも構いません。太ももに押し付けた

ままゆっくりと10秒数えて待ったあと、注射器を太ももから抜

き取ります。 

 エピネフリンの自己注射をしてもアレルギー反応が改善しない場合は勿

論、改善してもまた上記のようなアレルギー症状が戻ってくる場合もありま

すので、なるべく早く最寄りのEmergency Room/Centerを受診してください。 

 症状が落ち着いた後は、今後のマネジメントとして、原因の究明や予防

策、アレルギー治療法などについてアレルギー専門医の受診をお薦め致

します。ハチ毒、ファイヤーアントによるアレルギーは減感作療法によりアレ

ルギーを治療することができます。食物アレルギーについては、アナフィラ

キシーの原因になった食品の除去は勿論、交差反応が予測される食品（た

とえばアーモンドに反応された場合、クルミや他のナッツにも反応すること

が危惧されます）についても調べておいて、アナフィラキシーが予想される

ような食物は同時に除去していくことが大切になります。 

Step 1 

Step 2 

ピーカンキッズ活動報告 

Center for Allergy and Asthma of Texas  
米国アレルギー免疫専門医   

小川リール好子 

mailto:mama.asobokai@gmail.com
mailto:houstonyomikikase@yahoo.co.jp
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■英語文例集 今すぐ知りたいこんな表現 － 通院編 － 
英語圏での生活が初めてで自信がない、自分の言いたいことをどのように表現すればよいのかわからない...といったお悩みをお持ちの方もい

らっしゃことでしょう。急な発熱、腹痛など不測の事態に慌てないよう、知っておきたい一言をまとめてみました。あまり遭遇したくないこうした場面

ですが、今から備えておくことでいくらか余裕をもって対処できるでしょう。                         （2012年度商工会婦人部英会話レッスン資料より）  

 
○1  2日前から吐き気があり微熱がある。 
      I have been feeling nauseous for two days and I have a slight fever.   
○2  3日前から下痢が止まらず、元気がない。 
      I have been having diarrhea for 3 days and I feel sick.  
○3  昨晩高熱をだし、吐いてしまった。今は熱は少し下がったが、おなかが痛い。 
      I ran a high fever and threw up last night. My fever went down a little, but my stomach hurts now.  
○4  3日前から喉が痛く、熱が38ºCある。 
      My throat has been hurting for 3 days, and I have a fever of 100 degrees (F)*.  
○5  一週間ほど、鼻水が止まらず、目もかゆい。 
      I have had a runny nose and itchy eyes for a week.  
○6  昨日突然、肘、ひざの裏などに湿疹がでて、かゆい。 
      I suddenly got an itchy rash inside my elbows and behind my knees yesterday.  
○7  友達と学校でぶつかり、目の上を切ってしまった。 
      I collided with a friend at school and got a cut above my eye.  
○8  転んで手をついた時に手首をいためた。非常に痛くて曲がらないので、折れているかもしれない。 
      I fell down and hurt my wrist. I can't bend my wrist. I’m afraid that it is fractured.  
○9  今朝、バスケットボールをしていて、右手人差し指を突き指してしまい、痛くて曲げられない。 
      I can’t bend my right index finger because I jammed my finger when I was playing basketball  
      This morning.  
○10  昨日から右下の親知らずが痛く、口を開けるのが辛い。 
      I have had a tooth ache in my bottom right wisdom tooth since yesterday and it hurts when I open 
      my mouth.  
○11  息子は機嫌が悪く、左耳を気にしている。  
       My son is in a bad mood and his left ear is bothering him.  
○12  抜けそうな乳歯がぐらぐらとしており、食べる時にじゃまになる。 
       My baby tooth is wiggly and it bothers me when I eat.  
○13  包丁で人差し指を切ってしまい、出血がひどい。 
       I cut my index finger with a knife, and it won’t stop bleeding.  
○14  沸騰したお湯が手にかかり、火傷をした。 
       I spilled boiling water on my hand and burned it.  
○15  テニスをしていて、足首を捻挫した。 
       I sprained my ankle when I was playing tennis.  
○16  自転車で転んで、膝を強打した。痛くてたまらない。骨が大丈夫か、心配だ。 
       I fell off my bike and hit my knee badly. It hurts a lot, and I am worried if I have a bone fracture.  
○17  今朝からめまいがひどく、まっすぐ歩けない。 
       I have feet dizzy since I woke up and I'm off balance.  
○18  食事をした後、喉がイガイガし、少し腫れて、声を出すと痛い。 
       I have a sore throat and it hurts to talk. It has felt this way since after dinner.  
○19  どのような姿勢をとっても胃が痛くて我慢できないので、痛み止めが欲しい。 
       My stomach hurts regardless of what position I’m in. I need something to relieve the pain.  
○20  微熱がずっと続き、だるい。 
        I have been running a slight fever and I feel sluggish.  
○21  ドアに手を挟んだら、腫れてきた。 
        I got my hand caught in the door and now it is swollen.  
○22  娘は学校に提出する書面が必要だ。 
        My daughter needs a doctor’s note* to present at school.   
○23  (息子は)入学前に受けておくべき予防接種がありますか？ 

   今日、水疱瘡の注射をする必要があります。 
        Does my son have any immunizations that he should have before school starts?  
   He needs a Chicken Pox shot today.  
○24  娘は健康診断を受ける必要がある。 
        My daughter needs a medical checkup.   
○25  この処方箋の薬をもらえますか？はい、10分ほどかかります。 
        Can I get this prescription filled? OK, it will take about ten minutes. 

Hello, I’d like to make an appointment to see Dr. Brown for my first visit. 
Is he/she available on Tuesday morning?  
I have medical insurance … 

まずは診察の予約 

throbbing pain 
ズキズキした痛み  

shooting/stabbing pain 
キリキリした痛み  

    
dull ache 

鈍痛              
 

○4  *温度の単位には華氏

（F）が利用されており、一般

に38ºC=100ºF以 上 と な ると

発熱と考える。 

○22  *doctor’s note   
（学校や会社に提出するため

の）通院を証明する書面  

■アメリカの医療保険制度 

高額な医療費の負担を軽減

し、安心して診療を受けるため

に、医療保険に加入する必要

がある。大別するとIndemnity、

PPO、POS、HMOの4タ イ プ が

あり、保険給付の方法がプラン

により違う。自己の保険プラン

について、事前に理解しておく

とともに、医師の診察を受ける

前には保険が適用となるか必

ず確認すること。 

■医師の診察を受ける場合 

一刻を争う場合には911をダイ

ヤルし、救急車を要請する。

Emergency Roomは24時間体

制で、緊急時に利用できる。

但し、費用は高め。そこまで深

刻 で は な い 場 合 に、Urgent 
Care、Walk in Clinicでは予約

なしで診察を受け付ける。万

一に備え、これらの違いや、所

在地について調べておくと良

い。 

 ビジネスや生活に有益なHoustonのデータを紹介する連載About Houston第3回では、日常の

生活で気になるHoustonの治安状況について、ご紹介します。 
 以下の表および地図は、地元ＴＶ局（KPRC Local2）が警察のデータを元に犯罪件数が多い

とニュースで紹介した地域です。 

 

Vol.3 Houstonの治安 

 ご覧の通り、Downtownや高級住宅エリア周辺で

も車上あらしが多く発生しているだけでなく、われわ

れ日本人がショッピングや飲食で頻繁に利用する

エリアも、決して安全ではなく、むしろ犯罪が多い

地域として紹介されていることに驚かれる方も多い

のではないでしょうか。Walnut Bend （Westheimer 
& Wilcrest付近）では侵入盗（burglary）や車上あら

しが多く、またChina Town付近（Ranchester）でも強

盗（robbery）が多く発生しているとのことです。 
 なお、われわれ日本人おなじみの高級ショッピン

グ街やモールで事件が起きたという話もよく聞きま

すし、筆者の住むEldridge沿いのアパートやホテル

でも、頻繁する盗難事件に対して注意を促すビラ

が配布されたこともありました（皆様のお住まいの地

域の犯罪発生状況が気になる方は、インターネット

のSpotcrime（http://spotcrime.com/）等で調べること

ができます）。このほかにも、このTV局の別の集計

では、Hermann Park等の平和でのどかに見える公

園でも事件が発生していると指摘しています。さら

に最近では、Houstonを代表する高級ホテルで、ク

レジットカード番号がネットワークから流出し、VIPの

カードが不正使用される新しいタイプの犯罪も発生

しています。 
 つまり、絶対に安全という場所はどこにもなく、決

して油断することなく、注意を怠ってはいけません。 

 Houston在住の日本人の方々におかれましては、

在ヒューストン総領事館が案内している「テキサス・オ

クラホマ 安全の手引き」http://www.houston.us.emb-
japan.go.jp/jp/info/page2-5.html 等を参考にして、

改めてご注意をお願いします。例えば、アメリカでは

特に銃犯罪が心配ですが、以下のような具体的な対

処法が紹介されています。 

例：銃や刃物を突き付けられた場合 
（総領事館発行「テキサス・オクラホマ 安全の手引き」より） 

   

 抵抗の姿勢を示さないようにしましょう。反撃の

そぶりを見せれば攻撃される可能性が高くなりま

す。また，路上で強盗にあったとき，いきなり内ポ

ケットに手を入れて財布を出そうとすると、相手に

ピストルを取り出す動作と誤解され、刺されたり撃

たれたりすることがあります。むしろ、金のありか

を指したり、目で教えたりすることで、相手に取ら

せる方が無難です。 

＜その他、治安に関する情報源＞ 

子供の安全に関する州法： 
https://www.dfps.state.tx.us/child_protection/
about_child_protective_services/faqchildalone.asp 
性犯罪者の所在地マップ： 
http://www.homefacts.com/offenders/Texas/Harris-
County/Houston.html 

③ 会員消息 

8月27日現在の会員数は、名誉会員数9名、

正個人会員数572名（正団体会員数94社）、

準会員数31名で、総会員数612名となってい

る。詳細は、別項「「会員消息」欄参照。  

④ Asia Society Texas Centerのツアー 

本 日、講 演 会 終 了 後 にAsia Society Texas 
Centerのご厚意により、無料のガイド付きArt 
Exhibition Tour と Architecture Tour が予定さ

れている。事前に申込まれなかった方々も

奮ってご参加頂きたい。  

■よろしく！～新規入会です 
●正個人会員入会（カッコ内、配偶者名） 
・Inpex Corporation           大前昭祥 

・JFE Steel America, Inc.          中島浩太 
・Marubeni-Itochu Tubulars America, Inc. 
                          政井克哉 

・MC Tubular Products, Inc.            西正嗣  
・MCX Exploration (USA),LLC         
                   山崎光裕（直子） 
・MHI Compressor International Corp.  

       蔵本祐二/中島充詞/西谷圭司（朝子） 
・Mitsubishi Caterpillar Forklift America, Inc. 
                            安田聡介 
・Mitsubishi International Cor.   
                    中野圭一/安藤悠二 
・Mitsui E & P USA, Inc.     
                    石塚直史/高野雄太 
・Noltex, LLC                川添直樹/鈴木隆  
・Satake USA, Inc.                        浅山祐樹 
・Sojitz Corp. of America    
            水野三男/瀬島直巳/田口浩之 
・Sumitomo Corporation of America       
 我妻良憲/曽根崎泰史/濱田盛亙/藪下朋宏 
・Tadano America Corp.             大東和人 
・Yokogawa Corp. of America     

                    渡邉英寛（真弓）

■さようなら！～残念ながら退会です 
●正個人会員退会 
・Kanematsu USA, Inc.            中田雅人 

・MCX Exploration (USA), LLC   

                    古川大成（かよ）    
・Mitsubishi International Corp.         坪田周作 
・Mitsui & Co.(USA), Inc.          高野雄太 
・MMGS, Inc.       矢沢和峰（倫子） 
・Noltex, LLC              後藤澄夫/北尾雄二  
・Satake USA, Inc.              藤岡祥二（博子） 
・Sumitomo Corporation of America      
                        鈴木暢之 
・Yokogawa Corp. of America    
                   印南幸雄（美和） 
●配偶者登録削除 
・Nissan Chemical America Corp.   原田理恵 
■替わりました～メモのお願い 
●常任委員交代 
・MC Tubular Products, Inc. 
     (旧)林伸彦  →（新）松下幹彦 
・MCX Exploration (USA) LLC  
           (旧)渡邉哲也 →（新）山崎光裕 
・Mitsui & Co.(USA), Inc. 
    (旧)岡野夏井 →（新）薙野太一 
・Noltex, LLC  
   ( 旧)紅谷康文 →（新）西井克己 
・Pasona NA, Inc.   
      (旧)ウィリアムス泰子 →（新）沖室晃平 
  

Dow Park (Hobby Airport北） 

Westwood South 

(Bissonet/Club Creek 付近） 

Kashmere 

(North Loop & Eastex Fwy(US59)付近） 

Ranchester (China Town付近） 

Walnut Bend (Westheimer & Wilcrest付近） 

The Heights 

Midtown 

Walnut Bend (Westheimer & Wilcrest付近） 

キ 

ウ 

オ 

エ 

カ 

■犯罪の多いエリア ■車上あらしの多いエリア 

Sharpstown 

(Southwest Fwy(US59) & Bellaire付近） 

Third Ward 

Downtown 

Sharpstown 

(Southwest Fwy(US59)&Bellaire付近） 
イ 

カ 

B 

C 

A 

ア 

ア 

会員消息会員消息  敬称略／カッコ内 配偶者名  

➔ 議事録 2ページからの続き 

http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/jp/info/page2-5.html
http://www.houston.us.emb-japan.go.jp/jp/info/page2-5.html
https://www.dfps.state.tx.us/child_protection/about_child_protective_services/faqchildalone.asp
https://www.dfps.state.tx.us/child_protection/about_child_protective_services/faqchildalone.asp
http://www.homefacts.com/offenders/Texas/Harris-County/Houston.html
http://www.homefacts.com/offenders/Texas/Harris-County/Houston.html
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 私は、ヒューストンに来て 3 年になります。 
 それまでは、現在の旦那とは結婚していなく、この赴任が決まり入

籍をすることになりました(今思えば良いきっかけ？)(笑)。 
 初めての駐在生活(新婚生活)、不安いっぱいでしたが来てみれ

ば私の英語力を除けば生活には困る事はなく、そしてびっくりした

のは沢山の日本人の方たちがいたことです。そのおかげで右も左

もわからない私をとても助けていただき感謝しています！ 
  こちらに来ての一番の楽しみは買い物でした。ミーハーな私は

どこのスーパーにいくのも興奮して、軽く 1 時間はいました。食料品

のスーパーはなにもかもが大きくて、来たばかりの時は牛乳の大き

さにびっくりしてとても 2 人では飲めなく何度も腐らせて捨てた事も

ありました。それも今では一週間に half gallon は飲んでいます(慣
れってすごいな)。野菜や果物などは計り売りになっていて始めは

分かりませんでした。果物は種類が沢山あり、安いから私たちの家

の冷蔵庫には絶対何かの果物が入っています。 
 食べ物、コスメなどにはオーガニックが豊富で日本とは違ってす

ごく安く手に入るので嬉しいです。日本のお友達のおみやげにも

しています。洋服や雑貨なども、とても可愛くて行ったお店ではつ

いつい買いすぎてしまいます。 
 こちらに来たばかりの頃はお友達も少なく ESL や学校などに

行っていました。そこではいろいろな国の人たちとふれあう事がで

きイベントがあれば盛り上りとても楽しかったです。 
 そうこうして半年すぎたあたりで子どもを授かり、始めは日本に

帰って産むか迷いもありました。だけどアメリカは医療が進んでいる

し何と言っても一番の決め手は日本語が話せる Dr.もいる事です。

とても優しい先生で安心しました！ 
 子育てでは、非常にしやすい環境だと思います。同じ月齢のお友

達と出会い子どもを通して素敵な出会いがたくさんあります。今で

は毎週プレイデート(*)をしています。 

 ポットラックランチではいろいろな

手料理が食べられて毎週の楽しみ

でもあります(*^^*)。子どもたちそれ

ぞれの成長や情報交換などもでき

とても心強いです。子ども同士も刺

激し合っていい環境だなと感謝し

ています。 
 確かに子育て初体験、更にアメリ

カという日本を離れたところでの子

育ては未知の世界ですが、子ども

になにかあればお友達に連絡する

とすぐに答えが帰ってきてすごく頼

りにしています、感謝ですね！ 
 イベントごとに何かをしては毎回

癒されています。 
 去年は味わえなかったこの夏の

時期は毎日のようにプールやスプ

ラッシュパットなどに行っています。

アメリカはいろいろなところにプー

ルやスプラッシュがあってお友達

のところに行ったりして沢山の種類を楽しませてもらっています。子どもより親の私

が楽しんでいるかもしれません（笑）。そのおかげで親子で真っ黒です(^o^)。まだ

まだ暑い日が続くので、いっときは続きそうですね。 
 冬にはまた色々な遊びを考えていきたいと思います。 
 まだまだ小さな我が子ですが、このような素敵な生活を日本に帰っても忘れない

よう常に写真に収めて、大きくなったらお話ししてあげたいと思っています。 

駐妻のヒューストン日記 

第120回 吉武 知亜紀さん   

（*編集部注）プレイデート（play date) ：就学前の児童を持つ親同士のサークル。 

         家や公園等子供たちの出会いの場所と時間を保護者間で設定する。 

日     時： 平成26年8月27日（水）13：00 ～ 13:40 
場     所： Asia Society Texas Center    Room : Education Center （2階）  

出 席 者： 名誉会員、常任委員32名、正会員3名、事務局長 

司     会： 金子公亮幹事 
 
1. 商工会会長連絡 （髙杉 禎会長）     

6月より、土光前会長の後任として会長職を引き継いでいる。テキサスの景気がよ

く、地元の経済も活況化する中、日系企業も仕事量が増え、当地に移転し開設

する企業も増えている。当会の正団体会員数は、現在94社、総会員数612名で

過去最多を記録している。会員数はさらに増加の傾向にあり、今年中に100社を

超える可能性もあると思われる。今年度も残すところ1ヶ月となったが、引き続き

皆様のご支援ご協力をお願いしたい。 
  
2. 総領事館連絡 （岩田慎也領事） 

① 今夏、防衛大臣をはじめ相当数の国会議員の訪問があり、その際に関連の

日系企業やJAXAの皆様には大変お世話になった。この場を借りて御礼申し上

げたい。9月にも国会議員の訪問が予定されているので、引き続きご協力をお願

いしたい。 

② 8月25日にサンアントニオの経済開発財団の訪問を受け、サンアントニオにお

けるビジネス環境の利点について説明があった。サンアントニオへの進出やビジ

ネスに関心のある日系企業の方がおられれば、担当者を紹介させて頂くので当

館へご連絡頂きたい。 

③ 9月上旬にペリー州知事、10月上旬にパーカー市長が何れも初めての訪日

を予定している。特にパーカー市長の訪問については、ヒューストン周辺の日系

企業の重要性や活動状況等について同市長に的確にインプットしていきたいと

考えており、各企業には情報提供等のご協力をお願いすることもあるかと思うの

で宜しくお願いしたい。 

④ 領事部の國金領事の離任に伴い後任として賀戸副領事が着任した。商工会

との関係では特に補習校の担当となるので宜しくお願いしたい。 
 

3. 幹事報告 （金子公亮幹事）【追認事項】 
 
① 商工会副会長交代について 

土光辰夫前会長ご帰任に伴い、定款に基づいて6月1日付で髙杉禎前第一副

会長が会長に就任した。それに伴い、欠員となった第一副会長職に及川前副会

長が就任した。また、それに伴い欠員となった新副会長職には、土光氏の後任と

してToshiba International Corporation 社長に就任された佐藤広明氏が就任する

ことが5月開催の理事委員会にて承認され、当該理事委員会の承認が本会で追

認された。 
 

② ヒューストン・ダラス  ソフトボール大会予算増額について 

毎年Labor Dayの前に開催される子供のソフトボール大会に、当会は金銭的補

助のみに限定して関与している。今年度予定されているダラス遠征に向け、バス

代とグランド使用料の上昇を主要因に固定費が増加し、収支が悪化していること

から、別紙の修正予算審議資料と修正予算案に基づいて審議をした。その結

果、現在計上されている5,500ドルの予算を500ドル増額し、6,000ドルとすること

が7月開催の理事委員会で承認され、当該理事委員会の承認が本会で追認さ

れた。 
 

③ 事務局長引継ぎについて  

5月に就任した小林新事務局長が鮎川前事務局長と随時引き継ぎ業務を行うに

あたり、引継期間の間、鮎川前事務局長に時給で報酬を支払うことが5月開催の

理事委員会にて承認された。また、これと同水準の時給でライブロック前事務局

長との引継ぎ業務も行われることが7月開催の理事委員会で承認され、当該理

事委員会の承認が本会で追認された。 
 
４. 会計幹事報告 （加藤信之会計幹事） 【追認事項】 

＊2013-2014年度支出予算増額について 

当年度のCommittee予算は、商工会会報誌（ガルフストリーム）編集委員会の

他、「その他行事費用」として、6,800 ドルの予算が計上されているが、ライブロッ

ク事務局長や土光会長の交代等にともない突発的な支出が増加した為、5月の

時点ですでに全ての予算が消化済みとなった。このため、5月開催の理事委員

会にて会期末の9月までに発生が予想される支出額4,300ドルを増額し、修正予

算を11,000ドルとすることが承認され、当該理事委員会の承認が本会で追認さ

れた。  
   
５．商工会次期役員選出について （金子公亮幹事） 

商工会定款四条第二項（b）項に基づき、次期役員選出を行った。各役職につき

一人の立候補者がいるため、挙手による信任投票を行った結果、賛成多数によ

り左記の立候補者7名全員が信任された。 

＊立候補者 

会        長（定員1名)        髙杉 禎氏（Mitsubishi Corporation (Americas)） 

第一副会長（定員1名）      及川 毅氏（Sumitomo Corporation of America） 

副    会   長（定員3名）                       鈴木 一氏（Kuraray America, Inc.） 

                                           薙野 太一氏（Mitsui＆Co. (U.S.A), Inc.） 

     佐藤 広明氏（Toshiba International Corporation） 

幹        事 （定員1名）                          金子 公亮氏（Mizuho Bank, Ltd.） 

会 計 幹 事 （定員1名）                   加藤 信之氏（Deloitte & Touche LLP） 

                                                               ※副会長は受付順に記載 
 
６. 第3回宇宙セミナー開催について （酒井純一対外交流特命理事） 

商工会とJAXAの共催で、本年度最後となる第3回宇宙セミナーを9月20日

（土）にヒューストン日本語補習校オーディトリアムにて開催する。国際宇宙ス

テーション（ISS）の長期滞在ミッションを終え5月に地球に帰還した若田宇宙

飛行士を講師として迎える予定。今回は補習校を支援するために園児・児童・

生徒の参加を中心に行う。補習校の参加人数が定まった上で、来週、当会会

員に先着順で約40名の応募者を募る予定なので奮ってご参加頂きたい。 
 
７．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）  

＊「グローバル市場で組織変革を加速させるシステミックコーチング」講演会

の開催について 

鈴木義幸コーチ・エイ取締役社長を講師としてお迎えし、当常任委員会終了

後に、同会場にて開催される。事前に44名の申込みがあったが、まだ申込み

をされていない方も、ぜひご参加い頂きたい。 
 
＊「厳しさを増す米国就労ビザへの対策」講演会開催について 

商工会とJETRO共催で、2014年9月17日（水）にダウンタウンのFour Houston 
Center Conference Roomに於いて、就労ビザの講演会を開催する予定。講師

には、ニューヨークから荒木信太郎氏（フラゴメン・デルレイ・バーンセン＆ロー

ウィー法律事務所）をお迎えする。案内はすでに先週メールにて事務局より発

信し、只今申し込み受付中。参加希望の方は、eメールにて商工会事務局ま

でご連絡頂きたい。 

② スポーツ委員会 （岡野夏井正会員）                                                             

＊第549回テキサス会「ユナイテッド杯」開催予定について   

長年の歴史を持つ当ゴルフコンペは、今回549回を迎えることとなった。 9月21
日(日)にPine Crest Golf Clubにて開催予定で、詳細は7月23日に会員各位宛

配信いたしましたご案内の通り。昨日現在の参加申込数は、21名とやや低調

気味であるが、各種賞品も準備してあるのでぜひ皆様にお声がけの上、ご参

加頂きたい。また、引き続き賞品の寄付にもご協力をお願いしたい。 

③文化委員会 （新開瑞穂正会員： 藤井一彦文化委員長代理）                                                             

＊ソフトボール大会・ピクニック収支報告  

去る4月20日にSportsplexで行われたソフトボールトーナメントと5月11日に 

Gordon Ranchで行われたピクニックの収支報告が別紙の報告書に基づいて

あった。今年度の収支は昨年度に比べ改善しており、収入が$11,036.00に対

し、支出が$9,780.64で、繰り越し資金が$1,255.36となった。 

④ 生活・情報委員会 （大内裕子生活・情報委員長） 

＊図書・お助けマップ・ピーカンキッズのホームページ改訂 

8月より商工会ホームページのお助けマップに新しいページWelcome to Hou-
stonが加わり、ヒューストンに来られたばかりの方に当地での生活を立ち上げる

時に必要となる情報を提供している。また、「三水会センター・図書館」のペー

ジを只今改訂中。このページでは、図書館の利用方法が紹介され、蔵書検索

のできる便利な機能も備えている。また、図書館に併設されているピーカン

キッズルームで行われている「あそぼーかい」と「絵本読み聞かせの会」につい

ての活動案内をよりわかりやすく記載したページを設けるので、皆様のご利用

にお役立て頂きたい。これらの活動では、随時ボランティアを募集しているの

で、ぜひお声がけもお願いしたい。 
 
８．事務局関連事項  （小林浩子事務局長） 

① 新年度年間会議・行事予定について 

10月から開始される新年度の年間会議・行事予定表（別紙）に関する説明が

あった。新年度開始早々に最終決定版を配布のうえ、商工会ホームページに

掲載するので確認をお願いしたい。     

② 2014-2015年版商工会会員名簿改定作業の協力依頼について 

11月の感謝祭休暇前に会員名簿改訂作業を完了することを目標に、既に改

訂作業の前準備を開始している。10月早々に最新の会員情報提供を依頼を

する予定なので、ご協力頂きたい。 

 

By Kumiko 



Gulf    Stream 12 

編  集  後  記 
 

 今月号の1面には、8月27日のコーチングの

講演を掲載しました。講師によれば、対話は、

リーダーが部下の主体性を引き出すときはも

ちろん、ビジョンを構築したり自身が成長し続

けたりするのにも必要だそうです。なお、文中

には「（ビジョンの構築に当たっては）月に1
回、最低1時間は、自由に何の制限もなく、未

来について、何を実現したいかについて話

す必要がある」とありますが、講演では、講師

はこの後に続けて「話を聞いてくれる、右腕と

なる社員がいなければ、愛犬に向かって話し

ても良い。犬は、実にいいタイミングで相槌を

打ってくれる」とユーモラスに仰いました。1時

間半に亘る講演の雰囲気や質疑応答は、誌

面の制約からそのまま載せることは出来ませ

んが、骨子だけでも汲み取って下されば幸い

です。 
また、今月号の英会話文例集には「通院

編」を掲載しました。お医者さんに自分やお

子さんの症状を英語で説明するのは大変で

すので、まずは身近な病気やけがの症状を

取り上げました。読者の中には、英語の問診

票にびっくりしたとか、お医者さんから処方

（例：湿布をする、患部を洗う）を聞き取るの

が大変だったとかのご経験をお持ちの方も

おられるかと存じます。これらは、出来れば

次の機会に掲載したいと存じます。 

他方、清水先生には、カヤックでのメキシ

コ湾横断と無人島一泊のアドベンチャーを

綴って頂きました。ヒューストンの近くで、無

人島で一泊出来てしまうのもすばらしいこと

と存じます。ジャック君には、夏休みの良い

思い出になったことでしょう。 

 なお、今月号のAbout Houstonは、ヒュース

トンの治安を取り上げました。ダウンタウンで

車上荒らしが多い等、犯罪は身近な場所で

も起きることにご注意頂ければと存じます。 

 引き続き、「ガルフストリーム」を宜しくお願

い申し上げます。 
                              白木 秀明 
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ガルフストリームは毎月１５日発行です 

 私自身300名近い経営者をコーチングさせていただいた経験から、

グローバル市場で組織変革を加速させるには、リーダーが3つのことに

意識的に取り組まなければならないと感じております。 
 
 1つ目はリーダーが「ビジョンを描くこと」です。 
 そもそも会社というのは「未来を共有するシステ

ム」であると言えます。自分一人ではできない何

かを実現したいと思い、周りに声をかけ、仲間を

集い、未来を形にしていく。シンプルですが、古

今東西それが会社の成り立ちです。 
 ファウンダーは構築したい未来を持っていま

す。なければそもそも創業などしませんから。です

が、2代目、3代目、創業何十年も経た会社のトッ

プ、何代目かの事業部長、何代目かの海外支社

のトップ、彼らに必ずしも就任したときに「未来」が

あるとは限りません。 
 トップになった。長になった。で、何をするのか。 
 エグゼグティブコーチという仕事をしていて知った事実のひとつが、

ビジョンが希薄なエグゼグティブが想像以上に多いということです。 
 ビジョンが希薄なままでは役割を遂行することは難しいですから、彼

らはなんとかビジョンを描き出そうとします。どうするか。なんとか「考え

付こう」とします。考えて考えて考えて、未来を手にしようとします。しか

し、そこに大きな問題があるのではないかと思うのです。 
 ビジョンというものは、未来というものは、孤独な思索の果てに生まれ

るものではなく、人との対話の中に構築され

るものであると思うからです。話して話して話

す中で、ビジョンはそこに立ち現われて行

く。 
 ソニーを創業した井深さんと盛田さんは、

創業当時、机をコの字型に並べて、日がな

一日、こうしたい、ああしたいと話していたと

言います。二人の対話の中にソニーの未来

はあった。 
 エグゼグティブはできれば月に1回、最低1
時間は、自由に何の制限もなく、未来につい

て、何を実現したいかについて、話す必要が

あるように思います。そうして内側に未来を

創り出していく。 
  
 組織変革を促進するための2つ目は、リー

ダーが「メンバーの主体性を引き出す」ことで

す。 
 ビジョンを描いたとしても、「では、そこに向

けて何をしたらいいのか、言ってよ」と、メン

バーが受け身になっているようではもちろん

まずいわけです。日本人のトップはビジョン

を掲げた、一方ローカル社員は様子見を続

けているというのは避けたい。 

 メンバーの主体性を引き出すキーはどこにあるでしょうか。 
 弊社の関連会社であるコーチング研究所のリサーチによると、メン

バーのモチベーションや主体性と最も相関の高いリーダーの行動は、

「メンバーのために時間を取っていること」、そして「最後まで口を挟ま

ずに彼らの話を聞くこと」です。これは概ねどこの国でデータを集めて

も同じ結果が出ます。 
 いくら上司がコミュニケーションの時間を取ったとしても、メンバーが

自分のために時間を取ってくれていると感じないと、主体性にはつな

がりません。上司が自分の情報不足から部下を呼び、「あれはどう

だ？」「これはどうだ？」と聞く。それは上司のためのコミュニケーション

であって、部下のためのものではありません。 
 部下に対して、「困っていることはないか？」「どんな提案やアイディ

アがあるか？」「どんなキャリアを実現したいのか？」そういうことについ

て聞いていく。部下からすると、確かにこの人、自分のために時間を

取ってくれている、最後まで話を一旦聞いてくれていると感じられる。

部下の側にそんな思いが高まれば高まるほど、どうも彼らの主体性は

高まるようです。 
 主体性が高まれば、彼らはビジョンの実現に向けて、情報やアイディ

アを「探索」し始めます。そうして集まった「打ち手」を上司は部下から

ハーベスト（収穫）する。100人の部下がいるとして、全員が主体的で探

索的になっているか、誰ひとりとしてそうなっていないかでは、ビジョン

が実現しうる可能性は大きく変わります。 
 
 3つ目に必要なのは、リーダーが「成長し続ける」ことです。 
 エグゼグティブは決して上がりのポジションではありません。世界中ど

こにいてもリーダーは成長し続ける必要があります。 
 ではどうすれば、リーダーは効果的に成長できるのか。 
 ひとつのキーは、「周りの鏡を活かす」ことだと思います。部下という

鏡を活かす。 
 エグゼグティブの方々に、よく「ぜひ、ご自身を潜水艦だと思ってくだ

さい」という話をします。深海を航行する潜水艦は、ソナーシステムを兼

ね備え、音波を出してその跳ね返りを利用して自分の位置を知りま

す。そして、左に行くのか、右に行くのか、直進するのか、舵取りを決

めていきます。 
 昇進して取締役から専務になる、海外の支店長になる、M&Aをした

会社のトップにつく。はじめてのコンテクストに入るのは、視界ゼロの深

海に潜り込むようなものです。だから音波がいる。行動して、発言して、

部下や周りに、「どうだ？どう伝わっている？」「何かリクエストはある

か？」「改善点はないか？」と聞く。そのフィードバックを次の行動に活

かしていく。深海にいるのに、過去の成功体験を頼りに、思い込みで

進んでしまっては、岩にぶつかり思わぬ傷を負うこともあるでしょう。 
 周りを鏡として活かし、フィードバックを成長のための情報として使っ

ていく。それがエグゼグティブの成長の仕方ではないかと思うのです。 
 
 ビジョンを描き、メンバーの主体性を引出し、そしてリーダー自身が

周りを鏡として活かし成長し続ける。そうすることで、組織の変革は促

進され、より大きな組織力が生れいずると思うのです。 
    

本記事は8月27日にAsia Society of Texas Centerで開催された題記講演会を元に 

講師に寄稿頂いたものです。（編集部） 

商工会講演会 
 

グローバル市場で 

組織変革を加速する 

システミックコーチング 

 
鈴木 義幸   
株式会社コーチ・エィ 取締役社長 

チーフエグゼクティブコーチ 

国際コーチ連盟マスター認定コーチ 

（財 )生涯学習開発財団認定マス

ターコーチ 
 
【経歴】  

慶應義塾大学文学部卒 
 
(株)マッキャンエリクソン博報堂にメ

ディアプランナーとして勤務後、渡

米。ミドルテネシー州立大学大学院

臨床心理学専攻修士課程を修了

し、テネシー州の公的機関でセラピ

ストを務める。 

帰国後、有限会社コーチ・トゥエン

ティワン（のち株式会社化）の設立

に携わる。2001年、法人事業部の

分社化により株式会社コーチ・エィ

設立。同時に、取締役副社長に就

任。2007年1月より現職。 
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ライブ音楽 

劇・エンターテイメント 

美術館・博物館 

スポーツ 

  
■The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  
http://www.woodlandscenter.org/ 
■House of Blues Houston 
http://www.houseofblues.com/ 
■Bayou Music Center 
http://www.livenation.com/Verizon-Wireless-
Theater-tickets-Houston/venue/98584 
■Jones Hall 
http://www.houstonsymphony.org/ 
■Toyota Center 
http://www.houstontoyotacenter.com/ 
■Miller Outdoor Theatre  
http://milleroutdoortheatre.com/  
■Reliant Park  
http://www.reliantpark.com/calendar 

 
 
 
 
■Main Street Theater—Rice Village  
(2540 Times Blvd.) 713-524-6706 
www.mainstreettheater.com  
■Wortham Theater Center—Cullen Theater  
(501 Texas) 832-487-7041 
www.houstonfirsttheaters.com/
WorthamCenter.aspx  
■Alley Theatre  
(615 Texas) 713-220-5700  
www.alleytheatre.org  
■Hobby Center (800 Bagby) 713-315-2525 
www.thehobbycenter.org 
 
  
 
■The Museum of Fine Arts Houston> 
713-639-7300  
visitorservices@mfah.org www.mfah.org  
木曜は入場無料 
■Contemporary Arts Museum 
Houstonwww.camh.org 
■Houston Museum of Natural Science 
713-639-4629  
www.hmns.org 
■The Menil Collection 
713-525-9400  
http://www.menil.org  
入場無料 Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm 
 
 
 
■NFL/Houston Texans at NRG Stadium 
http://www.houstontexans.com/  
vs. Bills 9/28 (Sun) at 12:00 p.m. 
vs. Colts 10/9 (Thu) at 7:25 p.m. 
■MLB/Houston Astros at Minute Maid Park 
http://houston.astros.mlb.com/ 
vs Indians 9/15 (Mon) at 7:10 p.m. 
vs Indians 9/16 (Tue) at 7:10 p.m.  
vs Indians 9/17 (Wed) at 7:10 p.m. 
vs Indians 9/18 (Thu) at 7:10 p.m. 
vs Mariners 9/19 (Fri) at 7:10 p.m. 
vs Mariners 9/20 (Sat) at 6:10 p.m. 
vs Mariners 9/21 (Sun) at 1:10 p.m. 
■MLS/Houston Dynamo at BBVA Compass 
Stadium 
http://www.houstondynamo.com/  
vs. Fire 9/28 (Sat) at 2:00 p.m. 
vs. United 10/12 (Sun) at 2:00 p.m. 
vs. Revolution10/16 (Thu) at 7:00 p.m. 
 

フェスティバル・展示会・その他 

■13th Annual Village Art Car Show at  
Trader’s village  
(Oct 5) admission is free for everybody, but the 
parking is $3. See more than 75 vehicles of all 
sorts painted, pasted and carved into artistic 
masterpieces on wheels. Please see the web site 
at http://tradersvillage.com/houston/events/12th-
annual-village-art-car-show 
■25th Annual Conroe Cajun Cafish Festival 
(Oct 10-12) Admission is $12 for adults and free 
under 12.  You’ll find at the Conroe Cajun Cat-
fish Festival, you’ll have plenty of items to 
choose from; shrimp, gumbo, frog legs, alligator, 
boudain, sausage, chicken, red beans and rice, 
and carnival and more. Please see http://
www.conroecajuncatfishfestival.com/ 
■Festa Italiana at University of St. Thomas 
(Oct 9-12) $8 admission and children under 12 
are free. Parking fee is $2. Festa Italiana had 
now been recognized as a significant cultural 
event in the city. Please read more information at 
http://www.houstonitalianfestival.com/ 
■Pet Fetival Old Spring, TX  
(Oct 18-19) PetFest is a weekend event in Old 
Town Spring, Texas dedicated to finding homes 
for the many wonderful animals in shelters and 
rescue groups across the Houston and surround-
ing areas. No Admission fees.  
http://oldtownspring.com/petfest-2014/ 
■Greek Festival  
3511 Yoakum Blvd, Houston, TX 77006  
(Oct 2-5) Admission at Gate: $5.00 (adults)
Children 12 and under admitted free. Part of the 
proceeds from the Greek Festival have helped 
many people through donations to various chari-
table organizations 
http://greekfestival.org/about/hours-and-location/ 
■ 100 Year Starship 2014 Symposium 
George R. Brown Convention Center 
1001 Avenida De Las Americas, Houston TX 
77010 (Sep 18 - 21) Across the globe, calls are 
being made for bolder human expansion into 
space beyond earth orbit.  
http://100yss.org/symposium/2014 
■ Anthology of Tango 
University of St. Thomas - Jones Hall 
3910 Yoakum, Houston, TX 77006 
(Sep 27) This program of music, songs and 
dance chronicles the history of tango and its 
creators. Pianist René Casarsa will be joined by 
narrator Patricia Gras, violinist Pablo Donatti. 
http://events.khou.com/
Anthology_of_Tango/200726523.html 
■Asia Society Texas Center 
[Performances] 
・Jen Shyu, Solo Rites : Seven Breaths 
(Sep 27 7h30 pm) Jen Shyu’s solo performance - 
“Sounding fierce at times, ruminative at others, 
displaying tonal precision, and an intuitive rhyth-
mic sense, Shyu is among New York’s most 
invigorating vocal presences. And perhaps the 
most enigmatic.” (Wall Street Journal) 
・Diplomats of Drum 
(Oct 2 7h30pm) “They are a lethal force with a 
hodge-podge of percussion instruments, topped 
with irrepressible infectious fun.” (Borneo Post) 
[Exhibitions] 
・Urban Asia Kirk (~ Jan 4 2015) 
Kirk Pedersen works show connections to the 
Abstract Expressionist and Minimalist move-
ments of the 20th century. 
・Relatum—Signal (permanent) 
Korean artist Lee Ufan’s first commissioned 
piece for a public institution in the U.S. 
http://asiasociety.org/texas 

■ Arts in the Park 
Creekside Park 6055 Creekside Forest Dr., The 
Woodlands, TX 77389  
(Sep 21) The Woodlands Township, Parks and 
Recreation, “Arts in the Park”, will present The 
Woodlands Symphony Orchestra performing. 
Come together.  
■Shark ! 
The Houston Museum of Natural Science 
(~ Mar 22 2015) See what it’s like to get up 
close and personal with sharks at the live shark 
touch tank, track great white sharks swimming 
in the Gulf of Mexico in real time. 
http://www.hmns.org/ 

Gulf Stream Japan Business Association of  Houston 

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

http://www.houstontoyotacenter.com/
http://milleroutdoortheatre.com/
http://www.mainstreettheater.com/
http://www.houstonfirsttheaters.com/WorthamCenter.aspx
http://www.houstonfirsttheaters.com/WorthamCenter.aspx
http://www.alleytheatre.org/
http://www.thehobbycenter.org/
http://www.houstontexans.com/
http://houston.astros.mlb.com/
http://www.houstondynamo.com/
http://tradersvillage.com/houston/events/12th-annual-village-art-car-show
http://tradersvillage.com/houston/events/12th-annual-village-art-car-show
http://www.conroecajuncatfishfestival.com/
http://www.conroecajuncatfishfestival.com/
http://www.houstonitalianfestival.com/
http://oldtownspring.com/petfest-2014/
http://greekfestival.org/about/hours-and-location/
http://www.visithoustontexas.com/includes/events/100-Year-Starship-2014-Symposium/25232/0/
http://www.visithoustontexas.com/includes/events/Anthology-of-Tango/25198/419/
http://www.visithoustontexas.com/includes/events/Arts-in-the-Park/25346/419/
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