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 スポーツ分野では、アストロズの松井稼頭央選手が、イチロー及び松

井秀喜選手に続き、日米通算２千本安打を８月に達成し、日本の名球

会の一員となりました。また、文化関係では、辻井伸行氏が、６月に

フォートワースで開催されたヴァン・クライバーン国際ピアノコンクール

で優勝しました。ヒューストンのオペラ・イン・ザ・ハイツでは、日本人が

アシスタント・コンダクターを務めるほか、ヒューストン・バレーでは、日

本人のバレリーナが活躍しています。「雷太鼓」による和太鼓ショーは、

ヒューストン以外でも有名です。この他にも、州内の大学・研究機関・病

院等を含め、多くの日本人が様々な場で重要な役割を果たしていま

す。ビジネス分野においても、多くの日系企業が様々な社会貢献活動

に従事していることは、言うまでもありません。 

 本年も、米国の中でのテキサス州、そしてテキサス州にて活躍する日

本人に注目が集まると思われます。我々も、当地における日米関係の

更なる増進に努めるとともに、日本に対してテキサス州及びヒューストン

市の重要性を一層強く訴えていきたいと思います。 

 昨年は、２月のハーマンパーク日本庭園改修を祝う植樹祭、４月の

ジャパンフェスティバル、９月のテキサス会や山崎宇宙飛行士の講演

会、９月末のピクニック、１１月のヒューストンでの六者交流会など、全て

のイベントを無事成功裏に終えることができました。本年も、日系諸団

体の協力の下、盛り沢山の行事が予定されております。総領事館とし

て、これら行事の成功に向けて積極的に支援・協力していくことをお約

束し、私の新年の挨拶とさせて頂きます。 
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ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

ひとこと：“The Departed”や“The Aviator”の

マ ー テ ィ ン・ス コ セ ッ シ 監 督 が“Misty 
River”を書いたD．ルヘインのミステリー小

説を映画化。これがディカプリオとの4作目

とな る。ブ ラッ ド・ピットや マ ーク・ウ ォ ル

バーグも出演を希望したといわれるこの映

画、ファンの期待に答えられるか。 
 

COP  OUT     
2月26日（全国）★☆☆（コメディー） 
出演：ブルース・ウィルス、トレイシー・モーガ 

 ン、アナ・デ・ラ・レゲラ、他 
あらすじ：1952年製の野球カードが盗まれ

た。盗難カードの行方を捜査するベテラン

刑事（ウィルスとモーガン）は、偶然に車の

トランクに閉じ込められていたメキシコ人女

性（レゲラ）を救出する。それをきっかけ

に、カードコレクターのギャングのボスが率

いる組織の麻薬取引などやっかいな事件

に巻き込まれていく。 

ひとこと：ウィルスとモーガンのペアによるコメ

ディーが新鮮。 
 
EDGE OF DARKNESS    
1月29日（全国）★★☆（スリラー） 
出演：メル・ギブソン、ボヤナ・ノヴァコヴィッ

チ、他 
あらすじ：ボストン警察殺人課の刑事トーマ

ス・クレーヴァン（ギブソン）は、久しぶりに再

会する一人娘のエマ（ノヴァコヴィッチ）を迎

えに空港へ行く。すっかり美しい女性に成

長したエマとトーマスが自宅へ戻ってきた

途端、何者かが家に押し入りエマが殺害さ

れる。トーマスを恨む者の犯行と思われた

が、この事件に不審を抱くトーマスは独自

に捜査を進めていくうちに、エマがある危険

な活動に関わっていることが判明する。彼

女の隠された私生活とそこから繋がってい

く黒い影を追うため、トーマスの孤独な戦い

が始まる。 
ひとこと：1985年に英国で人気を博したテレ

ビドラマの映画化。飲酒運転、人種差別発

言などで問題を起こしたギブソンが2002年

製作の“Signs”以来の久々の主演作品とな

る。 
 
DEAR JOHN     
2月5日（全国）★☆☆（ドラマ） 
出演：チャニング・テイタム、アマンダ・セイフ

ライド、ヘンリー・トーマス、他 
あらすじ：ある夏の日、休暇中の軍人ジョン

（テイタム）と大学に通うサバンナ（セイフラ

イド）は、海岸で偶然知り合い恋に落ちる。

サバンナと結婚の約束を交わしたジョンだ

が、9/11事件の際に軍に留まることを決意

し、二人は悲しい別れを迎える。数年後、

父危篤の知らせで戻ってきたジョンは、サ

バンナがティム（トーマス）と結婚したこと、

そしてティムが重い病で死の床についてい

ることを知った。そんなティムから大事な話

CREATION   
1月22日（限定）★★☆（海外／ドラマ） 
出演：ポール・ベタニー、ジェニファー・コネ

リー、マーサ・ウェスト、他 
あらすじ：博物学者ダーウィン（ベタニー）は、

信仰心の厚い妻エマ（コネリー）と子ども達

とともに英国の小さな村に住み、自然科学

の研究に没頭していた。そんなある日、娘

アニーが病にかかり、家族の必死の祈りも

むなしくあっけなく命を落とす。娘の死を

きっかけに、ダーウィンは生物の死が自然

現象の一つであり神とは無関係だと確信す

るが、妻が信じる信仰と自分が信じる科学

の狭間で悩み苦しむ。 
ひとこと：ダーウィンやその家族が残した手紙

や日記をもとに、ダーウィンの子孫にあたる

ランダル・ケインズが出版した本“Annie’s 
Box:”をもとに作られたイギリスの作品。

ダーウィンとその妻を演ずるベタニーとコネ

リーは実生活でも夫婦である。 
 

FROM PARIS WITH LOVE    
2月5日（全国）★☆☆（アクション）  

出演：ジョン・トラヴォルタ、ジョナサン・レイズ・

マイヤーズ、他 
あらすじ：パリのアメリカ大使館に勤務する若

手職員リチャード（マイヤーズ）は、テロリス

トを追ってパリに着いたFBIエージェントの

チャーリー（トラヴォルタ）と行動するよう命

ぜられる。やり手のチャーリーは、専門外の

任務に戸惑うリチャードを命がけのテロリス

ト追跡捜査に引きずり込んでいく。 
ひとこと：スキンヘッドに黒々とした口ひげを

蓄えたトラヴォルタは、“The Taking of Pel-
ham 1 2 3”の悪役ライダーよりももっと悪そ

うな風貌でFBIエージェントを演じる。 
 

SHUTTER ISLAND    
2月19日（全国）★☆☆（スリラー） 
出演：レオナルド・ディカプリオ、マーク・ラファ 

 ロ、エミリー・モーティマー、他 
あらすじ：1954年の冬、精神を病む犯罪者を

収容する孤島シャッター・アイランドの病院

で女性患者レイチェル（モーティマー）が行

方不明になる事件が発生した。連邦保安

官のテディ（ディカプリオ）とチャック（ラファ

ロ）はその捜査のため、孤島の病院に赴く。

捜査を続けるうちレイチェルらしき女性が見

つかり失踪事件が解決するかにみえたが、

ハリケーンの影響で本土と連絡が途絶えた

この孤島で更に不可解な事が起こり始め

る。 

があると連絡が入り…。 
ひとこと：“ET”のヘンリー・トーマスがティム

役で出演。テイタムやセイフライドに比べ

ると、どうしても年齢差を感じてしまうのだ

が…。ジョンの父親役のリチャード・ジェン

キンスが脇役でいい演技をしている。 
 
MY NAME IS KHAN    
2月12日（限定）★☆☆（ドラマ） 
出演：シャー・ルク・カーン、カージョル、他 
あらすじ：イスラム教徒でアメリカに移民して

きたカーン（カーン）は、サンフランシスコ

でマンディラ（カージョル）と出会い結婚す

る。9/11テロ事件が起きてから、アメリカに

住むイスラム教徒への迫害が日増しに高

まる中、カーンはアメリカを縦断し大統領

に会って自分達がテロリストではないこと

を伝えることを決意する。 
 
    

編  集  後  記 
 
 2010年は干支で庚寅（かのえとら）。英語

ではThe year of  Tiger 。十二支と陰陽五

行 説 か ら Metal  Tiger と 呼 ぶ よ う で す

(Wikipediaより抜粋)。 

 2010年宇宙の旅（邦題）原題 「2010: The 
Year We Make Contact」）1984年製作のア

メリカ映画がありますが、もうその年になっ

たと感慨を新たにしています。 

 2009年1月はオバマ大統領の就任で明

けました。 

 今年も良いニュースや楽しい話題が誌面

を埋めるような年となることを祈念していま

す。 

読者の皆さまからの記事の投稿をお待ちし

ています。 

 連絡・問い合わせ先： 編集部 Tel:281-
493-1512, e-mail kiji@JBAHouston.org 
 

中水 勝 
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 皆様、新年明けましておめでとうございます。年頭に当たり、本年が皆

様にとりまして良い年となることをお祈り申し上げます。また、総領事館

館員一同、本年も職務に全力で邁進していく所存ですので、どうぞよろ

しくお願い致します。 

  私が２００７年９月に在ヒューストン日本国総領事として当地に着任して

から、早くも２年以上が経ちました。この間、私は、総領事館のある

ヒューストンを中心に活動しつつも、これまでオースチン、ダラス、フォー

トワース、サンアントニオ、エルパソ、ラボック、オクラホマシティ等を訪問

し、当地と日本の結びつきの強化を図るとともに、在留邦人の皆様が安

全に安心して生活して頂ける環境の整備に尽力して参りました。訪問し

たいずれの地においても、在留邦人の方々がしっかりと地域に根を下

ろし、日米交流のために積極的に活動している様子が窺われ、大変心

強く感じました。こうした皆様のご努力に改めて深く敬意を表します。 

 思い返せば、昨年は日米両国において、政権交代を含め、様々な出

来事が起きた年でした。米国では、２００８年９月のリーマン・ショックに端

を発する金融危機が世界中に広がる中、１月にオバマ新大統領が就任

しましたが、その後もなかなか景気は回復せず、代表的自動車企業で

あるクライスラーやＧＭの破綻に至りました。４月以降、新型インフルエ

ンザが広がるようなこともありました。現在、米国経済は、政府による経

済対策の効果もあって、景気の緩やかな回復が報じられていますが、

依然予断を許さない状況にあります。 

 一方、テキサス州は、このような米国全体の景気後退の影響を比較的

免れています。失業率は３４ヶ月も続けて全米平均を下回っており、住

宅の差し押さえ率が最も低い州の一つにもなっています。経済雑誌で

は、最もビジネスに適した州と評価されており、実際にフォーチューン５

００企業のうちテキサス州に本拠を置く企業数は６４社と、全米一を誇り

ます。カリフォルニア州において経済の低迷が続くのと対照的に、テキ

サス・トライアングルを中心に人口増加を続け、更なる成長を覗うテキサ

ス州の姿を見て、「テキサスの時代」の到来を予言する声もあるほどで

す。 

 こうした中、ここテキサス州において多くの日本人が活躍していること

は頼もしい限りです。宇宙分野においては、若田光一宇宙飛行士が、

昨年３月から７月までの約４ヶ月間、日本人初の長期滞在クルーとして

国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に滞在し、その間、日本実験棟「きぼう」を

完成させました。１２月には野口聡一宇宙飛行士の搭乗するソユーズが

打ち上げられ、ＩＳＳにおける約半年間の長期滞在が開始されました。

本年３月には、山崎直子宇宙飛行士がスペースシャトル「ディスカバ

リー」号にてＩＳＳに到着し、初の日本人２名による宇宙同時滞在が実現

します。その後も、古川聡宇宙飛行士及び星出彰彦宇宙飛行士が長

期滞在クルーとして続く予定であり、現在他の宇宙飛行士とともに準備

と訓練に励んでいます。 

新年明けましておめでとうございます新年明けましておめでとうございます新年明けましておめでとうございます   

在ヒューストン日本国総領事館 総領事 大澤 勉 

■今月の新作紹介 

★★★＝絶対面白そ～  ★★☆＝面白そ～  

★☆☆＝いいかも         ☆☆☆＝とりあえず 

 



*Barkley L. Hendricks: Birth of the Cool  Jan 30 – 
Apr 18 

*Perspectives 169: Odili Donald Odita   Feb 12 – 
May 2 

<Houston Museum of Natural Science> 
(One Hermann Circle Drive 713-639-4629 
www.hmns.org) 

*Spirits & Headhunters: Vanishing Worlds of the 
Amazon  – Feb 28 

*Faberge: Imperial Jeweler to the Tsars: - Apr 4 
*Magic: The Science of Wonder  Feb 26 – Sep 6 

<The Menil Collection> 
(1515 Sul Ross 713-525-9400 www.menil.org  
入場無料 Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm) 

*Body in Fragments   – Feb 28 
*Cy Twombly: Treatise on the Veil:   
*Maurizio Cattelan  Feb 12 – Aug 15 
*Leaps into the Void: Documents of Nouveau Re-

alist Performance  Mar 19 – Aug 8 

NBA @ Toyota Center (www.nba.com/rockets) 
Jan 18(Mon) 2:00pm Houston Rockets  
               vs. Milwaukee 
Jan 23(Sat) 7:30pm       vs. Chicago 
Jan 25(Mon) 7:30pm    vs. Atlanta 
Jan 27(Wed) 7:30pm      vs. Denver 
Jan 29(Fri) 7:30pm  vs. Portland 
Jan 31(Sun) 6:00pm  vs. Phoenix 
Feb 2(Tue) 7:30pm  vs. Golden State 
Feb 6(Sat) 7:30pm  vs. Philadelphia 

AHL @ Toyota Center (www.aeros.com) 
Jan 16(Sat) 7:35pm Houston Aeros  
                vs. Toronto Marlies 
Feb 1(Mon) 7:05pm   vs. Abbotsford Heat 
Feb 3(Wed) 7:05pm   vs. Peoria Rivermen 
Feb 12(Fri) 7:35pm   vs. Grand Rapids Griiffins 
Feb 13(Sat) 7:35pm   vs. Grand Rapids Griiffins 
Feb 14(Sun) 4:05pm  vs. Chicago Wolves 

Jan 17 Chevron Houston Marathon   
毎年恒例のヒューストンマラソン。今年こそ参加して

みませんか？詳しくは： 
http://www.chevronhoustonmarathon.com/ 

Jan 18 San Antonio Martian Luther King Jr. Pa-
rade in San Antonio.  

1960年代に有色人種の人権保護のために命をか

けて活躍したキング氏。そんな偉大な方の誕生日を

祝してみませんか？ The march: 10 a.m. at the MLK 
Freedom Bridge (3500 MLK Drive and at Pittman-
Sullivan Park, 1101 Iowa) 
http://www.sanantonio.gov/mlk/ 

Feb 5-16 99th Mardi Gras in Downtown Galveston  
今年もテキサス本場のマーディグラがガルベストン

で行われます。大規模なお祭りなのでお気をつけて

お出かけください。入場料:無料, Parking $10 -15/
day www.mardigrasgalveston.com 

Feb 11-14 Mardi Gras in Port Arthur  
$5-10 Children under 12 are free. ネットで前売り券も

格安販売しています。マーディグラといえばNew 
OrleansやGalvestonが有名ですがHoustonの東約1
時間ほどのところにあるPort Arthurでも開催されま

す。子供から大人まで楽しめますので是非お出かけ

になってみてください。 

http://www.portarthur.com/mardigras/ 
Feb 20  Asian Festival  @ Institute of Texan Cul-

tures at UTSA (801 S. Bowie at HemisFair Plaza 
San Antonio, TX) 210-459-2269  入場料(前売

り)Adults(13+)$8, Children(3-12)$4, Children (0-
2) FREE, Seniors (65+) Military with ID $4。前売

りチケットは1月より受付開始。 
www.texancultures.utsa.edu/

Feb 23, 8pm: Henry Rollins - Spoken Word 
Feb 26, 8:30pm: Keb' Mo' 
Feb 27, 9pm: Matt Hires 

McGonigel’s Mucky Duck 713-528-5999 
Jan 15, 7:30pm: Suzanna Choffel  
Jan 16, 7 & 9:30pm: Ian Moore 
Jan 21, 7:30pm: Willy Porter 
Feb 13, 7 & 9:30pm: Chris Smither 

(Others) 
Jones Hall (Houston Symphony), Tickets 713-
224-7575 

Feb 25, 7:30pm: Frankie Valli and the Four Seasons 
Feb 26 & 27, 8pm & Feb 28, 7:30pm: Michael 

Cavanaugh Sings Billy Joel and More 
Feb 27, 10am & 11:30am: Beauty and the Beast 

Theatre LaB Houston (1706 Alamo) 713-868-
7516 www.theaterlabhouston.com  

•The Honeymoon Period is Officially Over (Jan. 
12~17) 

Wortham Theater Center—Brown Theater (501 
Texas) 713-226-6737 
www.houstongrandopera.org 

•Puccini’s Tosca (Jan. 22~Feb. 7) 
•Britten’s The Turn of the Screw (Jan.29~Feb.13) 

Theatre Southwest (8944-A Clarkcrest) 713-661-
9505 www.theatresouthwest.org 

•Wonder of the World (~Jan. 23) 
Main Street Theater—Chelsea Market (4617 
Montrose) 713-524-6706 
www.mainstreettheater.com  

•Master Class (~Jan. 24) 
Lambert Hall (1703 Heights Blvd.) 713-861-5303 
www.operaintheheights.org  

•Un Ballo in Maschera (Jan 28-30, Feb. 4-6) 
Company OnStage (536 Westbury Sq.) 713-726-
1219 www.companyonstage.org  

•Thunder Rock (Jan. 15~Feb 20) 
•Snow White & the Seven Dwarfs (Jan.16~Feb. 20)  

Hobby Center—Zilkha Hall (800 Bagby) 713-
315-2525 www.fpatheatre.com 

•The Screwtape Letters (Jan. 28~31) 
Ensemble Theatre (3535 Main) 713-520-0055 
www.ensemblehouston.org  

•American Menu (Jan 30~Feb 28) 

<The Museum of Fine Arts Houston>  
(713-639-7300 visitorservices@mfah.org 
www.mfah.org 木曜は入場無料) 

@Audrey Jones Beck Building 
*Joaquin Torres-Garcia : Paintings in Houston 
Collections – Jan 18 

*Prendergast in Italy  Feb14 – May 9 
*Sargent and the Sea  Feb 14 – May 23 
*Houston’s Sargents  Feb 14 – May 9 
*Ruptures and Continuities: Photography Made 
after 1960 from the MFAH Collection 

 Feb 21 – May 9 
@Caroline Wiess Law Building 

*Your Bright Future: 12 Contemporary Artists 
from Korea:  – Feb 14 

*Collecting the Past: 25 Years of documenting 
Museum History: - Jan 24 

*Recent Accessions in Design.   – Feb 21 
<Contemporary Arts Museum Houston> 

(5216 Montrose Blvd 713-284-8250 
www.camh.org 入場無料) 

*Matthew Day Jackson: The Immeasurable Dis-
tance:  – Jan 17 

*Perspectives 168: Anna Krachey, Jessica Mallios, 
and Adam Schreiber – Feb 7 

Gulf    Stream 11 

１月－１月－１月－333月イベント月イベント月イベント   

ミュージックミュージック  

スポーツスポーツ  

美美  術術  

その他その他  

(Rock & Pop) 
Continental Club 713-529-9899 

Feb 6, 9:30pm: Drew Smith 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Jan 15, 8pm: Super Diamond (CANCELLED) 
Jan 16, 9pm: Led Zeppelin 2 
Jan 24, 8pm: The Anvil Experience 
Jan 27, 8pm: Dexter Romweber & Exene Cer-
venka in the Bronze Peacock Room 

Feb 6, 7:30pm: Theory Of A Deadman with spe-
cial guests Halestorm, Adelitas Way, and Taking 
Dawn 

Feb 16, 7pm: Cowboy Mouth 
Feb 24, 8pm: Yes  

Toyota Center 713-758-7200 
Mar 6, 8pm: John Mayer with Michael Franti & 

Spearhead 
Mar 18, 7pm: Muse with Silversun Pickups 

Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Jan 29, 7pm: The American Carnage Tour Feat: 

Slayer and Megadeth with Testament 
Feb 12, 8pm: Jim Gaffigan 

(Metal) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Jan 26, 7pm: Five Finger Death Punch with spe-
cial guests Shadows Fall, Throwdown, 2 Cents 

(Ska, Punk) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Jan 29, 8pm: Badfish - A Tribute to Sublime with 
special guests Scotty Don't & Full Service 

Feb 10, 7pm: Flogging Molly Green 17 Tour 
(Hip Hop) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Feb 2, 8pm: Timbaland & Jay Sean 
Feb 25,  8pm: Rebelution with special  guests 

SOJA & Zion I 
Toyota Center 713-758-7200 

Feb 22, 7pm: Jay-Z with Young Jeezy 
(Latin and Reggae) 
Continental Club 713-529-9899 

Jan 30, 11pm: D.R.U.M. 
Scott Gertner’s Sky Bar Grill 713-520-9688 

Every Thurs, : Salsa Ladies Night <Ladies: Free> 
(Soul, Jazz and Blues) 
Continental Club 713-529-9899 

Jan 16, 10pm: Ezra Charles 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Feb 19, 8:30pm: Reckless Kelly 
Scott Gertner’s Sky Bar Grill 713-520-9688 

Every Wed, 5:30pm: Jazz After Work Escape 
<Ladies: Free> 

Every Fri, 9pm: The Best Adult Happy Hour Party 
Every Sat, 9:45pm: With Scott Gertner Band  

(Classic) 
Jones Hall (Houston Symphony), Tickets 713-
224-7575 

Jan 15-17, 2:30pm: Rhapsody in Blue 
Jan 21 & 23, 8pm and Jan 24, 2:30pm & 7:30pm: 

The Planets - An HD Odyssey 
Feb 5-6, 8pm, 7, 7:30pm: Red Carpet Oscar Party 
Feb 19 & 20, 8pm and Feb 21, 2:30pm: Beetho-

ven's Pastoral Symphony 
Stude Concert Hall (Rice University) 713-348-
5400 

Jan 18, 8pm: Eighth Blackbird 
Feb 20, 8pm: Eroica Trio 

(Singer-songwriter) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

劇劇  場場  

Gulf    Stream 2 

日  時： 平成21年12月16日（水）11：30am～1：15pm 
場  所： 住友商事社 会議室 
出席者： 名誉会長、名誉会員、理事委員（15名）、正会員（3 
     名）、事務局長 
欠席者： 理事委員（会長委任4名、代理人委任2名） 
司  会： 森晋介幹事 
１．商工会会長連絡事項（渡辺龍二会長） 

渡辺会長より、2月に予定されている若田光一宇宙飛行士の帰

還報告講演会につき、補習校と共催するかなど詳細を教育委

員長と企画調査委員長で検討するよう依頼があった。 
２．総領事館連絡事項（大澤勉総領事） 
 大澤総領事より下記について連絡があった。 
 ＊新年会開催について（既に総領事館より招待状発送済み） 
  開催日時・場所：2010年1月14日（木）正午～午後2時  

  於 総領事公邸 
３．テキサス州六者交流会最終収支報告（折橋中特命理事） 

11月6日・7日に当地で開催されたテキサス州六者交流会の収支

内訳につき、収入は115名分の参加費 $5,750と55名分のゴルフ

コンペ参加費 $5,500の計 $11,250、支出はNASA見学・懇親

会・雑費で$11,550.54、ゴルフコンペ費として $5,267.67の計 
$16,818.21となった。よって、当初赤字見込予算の $6,000に対

して実績赤字が$5,568.21となり予算内に収まった。 
４．商工会事務職員の評価について（森晋介幹事） 
 森幹事より事務局長の行動評価に関する説明と下記の提案が出 

 された。 
 ＜事務局長に関する定義＞定款第五条第一項「事務局長」を元   

  に事務局長の任命や職務活動に関する説明。 
 ＜事務局長の報酬額の決定について＞事務局長の報酬額につい  

  てはその額の決定方法に定めがなく、予算決定のプロセスで 

  支出項目の一つとして決定されている状況から、行動評価に 

  基づく査定がなされた上で額の決定をすべきと考える。そこ 

  で、①事務局長の業務は業務全般に渡るため、その行動評価 

  については常任委員全員の意見を集約して評価するところで 

  はあるが、実務の観点から事務局長と協働する頻度の高い理 

  事委員を評価主体とし実施したい。②行動評価の手法につい 

  ては、事務局長が策定する「年間行動計画」に基づいて理事 

  委員全員のアンケートを収集し最終評価とし、それをもとに 

  理事委員会で査定を行い報酬額の案を常任委員会に諮り決定 

  する。③行動評価年間スケジュールとして、11月度理事委員 

  会で事務局長が「年間行動計画」を説明。翌年8月15日まで 

  に提出された事務局長の自己評価を元に、9月中旬頃までに 

  幹事が理事委員会のアンケート収集し、最終評価として取り 

  まとめる。その後、理事委員会にて最終評価に基づく査定を 

  実施し、10月度常任委員会にて報酬額を決定する。図書事務 

  員の報酬額決定プロセス・行動評価については事務局長のも 

  のに準じる。 
 ＜結論＞上記提案が理事委員会で承認された。 
５．委員会・部会・行事関連絡事項 
 ①企画調査委員会（木村誠企画調査委員長） 
 ＊「事務所・店舗・工場用地リース契約見直しについて～商業 

  用不動産市況の下落を受けて（仮）」講演会開催について 
   開催日時：2010年1月27日（水）午後1時45分～3時45分 

                  （常任委員会終了後） 
   開催場所：Four Seasons Hotel  
   講師：荒谷仁志氏（米国ジョーンズ・ラング・ラサール社 

       Senior Vice President, Head of Japan Desk） 

  詳細は後日商工会事務局よりイーメールにて連絡予定。 
 ②婦人部委員会（渡辺のぞみ婦人部委員長） 
 ＊12月4日（金）美術館ツアーの報告 
  ヒューストン美術館（The Museum of Fine Arts, Houston）のツア 

  ーを予定していたが、当日の雪のため中止となった。改めて美 

  術館関係者と別の日程でのツアーを検討中。 
 ＊Donation for CPS Kidsへの寄付活動の報告 
  婦人部活動の一つとして過去20年以上続けてきたフードドネー 

  ションに代わるものとして、今年度はハリスカウンティー児童 

  保護サービスのBEAR Room に対する寄付活動を行うこととなっ 

  た。11月24日から12月12日にかけて三水会センターと補習校校 

  舎で寄付・募金の呼びかけを行い、最終的に洋服約800枚、生活 

  用品が段ボール箱4箱分、玩具が8箱分、そして募金が$500集ま 

  った。これを12月14日（月）にBEAR Room へ搬入した。 
 ＊2010年3月3日（水）公邸コンサートの進行状況 
  毎年好例の商工会・総領事館共催ミニクラシックコンサートを 

  本年度も開催することが決定。総領事公邸を会場としてご提供 

  頂く。今回はガルフストリーム12月号に取り上げられたOpera in 
   the Heightsの戸田光彦氏の演奏を予定。 

６．事務局連絡事項（ライブロック祐子事務局長） 
 ①会員消息（折込別紙参照） 

②会員配偶者連絡網登録希望調査について 
昨年度、イーメールによる会員配偶者連絡網を構築し主に婦人

部委員会企画の行事開催案内等に利用してきたが、これまで会

員の交代等に伴う配偶者連絡網改訂が十分になされていなかっ

た。年明けから婦人部委員会の行事がいくつか企画されている

ため、商工会会員を通して配偶者連絡網改訂作業の協力をお願

いする。作業については後日事務局よりイーメールにて連絡。 
③伊藤忠記念財団図書100冊助成決定報告 

今年7月にピーカンキッズ「読み聞かせの会」グループが応募

していた「平成21年度子どもの本100冊助成（20万円相当）」

につき、12月に正式に助成決定の連絡が同財団から届いた。全

ての図書受領後、ガルフストリームで詳細の紹介をする予定。 
７．その他 

①強盗事件について（森晋介幹事） 
12月15日に商工会会員配偶者が立ち寄ったガソリンスタンドで

強盗に遭い所持品を取られる被害があった。場所や時間などの

詳細が分かり次第、事務局から理事委員へ報告をする。 

②帰国に伴う幹事の後任選出について（森晋介幹事） 
来年1月下旬に帰国に伴い、幹事の後任を選出する必要があ

る。定款第四条第三項「役員の欠員」により、理事委員会の過

半数で承認された新幹事を次の常任委員会で過半数の常任委員

の承認によって追認されることが条件となっているため、来年

1月下旬の常任委員会までに、選出された後任候補者を理事委

員の承認をイーメールベースで得ることとする。 
 ③邦人宇宙飛行士打ち上げに関する連絡（三宅正純特命理事） 

12月20日の野口宇宙飛行士に続き、3月18日には山崎直子宇宙

飛行士の打ち上げが予定されている。特に山崎宇宙飛行士の搭

乗するスペースシャトル打ち上げは、アメリカでの最後のもの

となるため、JAXAではテキサスの邦人団体所属の関係者への

招待を検討中。詳細案内は商工会事務局を通じ連絡の予定。 
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ギリシア料理を食べたことがありますか？

日本ではあまり馴染みのないお料理です

が、ダイバーシティの進んだヒューストンに

は、様々な国の人が住み、各国のレストラン

が沢山あり、それらを楽しむ

のもここでの楽しみの一つ

です。ギリシア料理は、地中

海料理を基本に、世界3大

料理の一つであるトルコ料

理の影響を受けたお料理

です。特徴は、オリーブオイ

ル や ト マ ト、ナ ス、フ ェ タ

チ ー ズ（ギ リ シ ア の フ レ ッ

cules Plateをどうぞ。オーダー

後に渡されるカードが光ると出

来上がりの合図。カウンターに

取りに行くと、ポテトと共にお

皿いっぱいに積まれたお料理

に圧倒されるはず。とにかくど

のお料理も、ボリュームたっぷ

り。しかし、それに屈してはい

られません。サイドオーダーで

スパナコピタ（ほうれん草とフェタチーズをフィロ

生地というギリシアのパイ生地で包んだもの）を

追加しているはずですから。パリパリ、サクサ

ク、熱々のパイを口に運んでいると、いつの間

にか奪い合うように頬張るご自身に気がつくこと

でしょう。 

とてもカジュアルなお店で、お子さん連れで

も全く問題ありません。お店の元気で賑やかな

雰囲気は、店名のようにお客さんをニコニコに

させてくれます。美味しいお料理で幸せな時間

を過ごして下さい。     （Ikuko Murakami） 

 

価格帯：＄10～ 

営業時間：月-木 10am-10pm 
                  金土 10am-11pm、日 11am-9pm 

シュチーズ）を沢山使うこと、ま

た、名物のスブラキは焼鳥感覚

で頂けて、私達の舌にも合うも

のが多いようです。 

今回ご紹介するのは、そんな

ギリシア料理を気軽に味わえる

“Niko  Niko’s”。ギ リ シ ア 系 の

オーナーが経営し、ヒューストン

で30年近く営業を続けている人

気のカジュアルダイニングです。ギリシア系のク

ラスメートも一押しのギリシア料理店です。お店

に入る前にまず、駐車場確保に苦労し、やっと

お店に入るとカウンターのオーダーの行列に驚

かされます。とは言え、店員さんも慣れたもの、5
分程度で順番が回ってきますのでご安心を。

オーダーを考えるには丁度

良い時間です。 

お薦めは、サンドイッチ類。

ピタパン（丸くて平たいパン）

に グ リ ル さ れ た 牛 肉 や 羊

肉、野菜を挟んで頂きます。

具材が沢山あるので迷って

しまう方は、全部乗せとでも

言うのでしょうか、The Her-

レ ス ト ラ ン 紹 介 
Vol. 5 

Niko Niko’sNiko Niko’sNiko Niko’s   

2520 Montrose  Houston, TX  77006 
713-528-4946 

 

 皆様、こんにちは。Satake USA, Inc.駐在員の

樽谷と申します。初めに断っておきたいのです

が、かなり気軽にこの駐在員日記を引き受けてし

まいましたので・・・“サラっ”と読んで頂ければ有

り難いです。 

 さて、赴任してから“あっ”という間に5年が経過

しました。本当に“あっ”という間です。それ程、

駐在員としての日々が充実していたのだと、自

分勝手にポジティブな解釈をしている今日この

頃です。 

 折角の機会なので、弊社について少し説明致

します。弊社名（サタケ）を聞いたことがない方が

殆どかと思われますが、実は日常生活に身近な

会社です。皆様が毎日食されている？お米の殆

どは、弊社の機械を通して商品化されたもので

す。また、お米だけではなく、コーン、小麦、ナッ

るでそこは日本。“やはり、日本人は日本

語、日本食、日本文化だよな”と、またいつも

の自分勝手な解釈でのポジティブ精神。

困ったものです。独身貴族にとって、休日は

家事掃除洗濯と、もっとも忙しい時間。それ

でも、赴任して始めたゴルフには嵌まってい

ます。 ゴルフを始める前は、ソフトテニスを

長年やってきた私は、”ただ単に止まってい

るボールを打つだけの、なんて単純なス

ポーツだろう！”と考えていました。しかし単

純でありながら、やればやるほど難しさを感

じるところに今惹かれています。また、ゴルフ

を始めてから、今までよりも自分自身の精神

を安定＆集中させる能力がアップしたので

は？と、これまた自己解釈でのポジティブ思

考。そして、赴任してルールを覚えたアメリカ

ン・フットボール。 勿論、Texansファンの一

人です。 今シーズンこそはプレーオフまで

進出できるのではないかと期待を寄せなが

ら、テレビ中継が見られない時はラジオ中継

を聞くという、まあある意味で豚感染状態で

す。おっと、豚ではなく、Texansのマスコット

は雄牛ですね。訂正致します。すみません。

そして楽しくこの日記を書いていると、お隣さ

んに“あんたがこのチームはええ成績を残

すって言うたら最下位かブービーなんじゃけ

～”とおおけぇ声の広島弁で

言われちゃいました。あくま

でも私が良い成績を残すと

予想したのは、広島カープ

ですので… 

米国三菱商事会社 

稲森 太郎  

第五回 

第一回 

連 載 

Satake USA, Inc. 樽谷 道昭 

ツ等の多くが弊社の機械を通っています。正

直なところ私自身もお米などを食べる際に「こ

の一粒一粒が弊社の機械を通して生産された

ものなのか～」と実感したことは殆どないので

すが… まったく困った社員です。しかし「会

社組織としては少し変った人材も必要かも」

と、これまた自分の存在をポジティブ化して考

えています。 

 私は本社（広島県）に就職して2年足らずで

駐在員としてHoustonに赴任、赴任した当初は

何もかもが不安でしたが、それ以上に、“会社

で選ばれた人なのだから”と変な勘違いをして

いました。今思えば、なんて愚かだったのだろ

うと感じますが、当時はそんな思い違いをする

と同時に「アメリカは実力社会だ」という想像に

とりつかれ、横柄な態度を取っていました。そ

の間違いに気付いたのは、こちらで働いてい

る先輩方の姿を見た時でした。胡麻摺りでもな

んでもないのですが、駐在員としてHoustonに

赴任して来なければ、私はどんな人間になっ

ていたのだろうと思うと背筋がゾッとします。

Houstonに赴任後、日本に一時帰国した際

に、友人から“別人みたい”と言われたぐらい

です。もしかすると、地黒の上にHoustonで日

焼けした姿のことを言っていたのかものかも知

れませんが… 。 

 さて、独身貴族である私ですが、赴任して来

た当初は折角アメリカ生活という機会を与えら

れたのだから、英語は必ず身に付けようと、日

本語のテレビやウェブは見ないと心に決めた

つもりでした。しかし最近は、自宅に戻ればま

その後サンタクロース登場。突然のことに子ど

もたちはびっくりの大喜び！ペットボトルで

作った楽器で“あわてんぼうのサンタクロース”

を歌いちょっぴり早めのクリスマスを祝いまし

た。 

次回開催予定：「あそぼーかい」 

 １月１４日（木） １０時３０分～ 幼児向け 

 １月２２日（金） １４時～ 大きい子向け 

「読み聞かせの会」  
   １２月１２日（土）三水会センターにて 
 「うさこちゃんひこうきにのる」  

作絵・デイックブルーナー 訳いしいももこ 

福音館書店  

 「きゅっきゅっきゅっ」  

作・林明子 絵・林明子 福音館書店  

 「だるまさんが」 作・かがくいひろし 絵・かが

くいひろし ブロンズ新社  

 「ねずみくんのちょっき」   

  作・なかえよしを 絵・上野紀子 ポプラ社  

 「どろんこハリー」 作・ジーンジオン 絵・

マーガレットグレアム  福音館書店 

 「まどから おくりもの」  

  作・五味太郎 絵・五味太郎 偕成社  

 この度、ピーカンキッズ「読み聞かせの

会」は伊藤忠記念財団が実施している

「子ども文庫助成事業」の一つ“子どもの

本１００冊助成”に応募し、総数５７件（海

外応募６件）の中から見事小学校低学年

部門で助成を獲得することが出来ました。 

１００冊の絵本が三水会センターに並ぶの

はもう少し先になりますが、嬉しいこの

ニュースを皆様にお知らせ致します。 

 
※伊藤忠記念財団は「青少年の健全育成」を

目的として、昭和４９年（１９７４年）に伊藤忠商

事によって設立された民間の公益法人です。

以来、３０年間に亘り「子ども文庫活動に対す

る助成」、「児童館（東京小中学生センター）の

運営」並びに「野外教育（キャンプ）活動」等の

事業活動を行っている財団です。 

を頂きました 

 次回開催予定： 「読み聞かせの会」 
   １月２３日（土）・ ２月１３日（土）・ ３月 ６日(土)  

   １０：３０～３歳以上 １１：００～３歳未満 

三水会センター 

 図書館だより 

 

 ～ 本を寄付してください！～ 

会社やご自宅に読み終えて積まれたままになった

本、処分してもいい雑誌や絵本などがありませんか？  

三水会センター図書館では、そんな本や雑誌の寄付を

いつでも受け付けています。何年か前に買われた本、

少々表紙などが痛んでいる雑誌、既に図書館に置いて

あるのと同じ絵本や図鑑などなど、何でも大歓迎で

す。 

寄付して頂いた本は貸出用として使うほか、重複して

いる本などは、婦人部委員会主催の古本市などで活用

させて頂きます。 

お気軽に三水会センター図書館にご寄付ください！ 

 

   ～古本市のお知らせ～ 

毎年恒例の婦人部委員会主催の古本市が2月に実施さ 

れます。実施日・場所は次の通りですので、ご興味の 

ある方は是非お立ち寄り下さい。 

★実施日；2010年2月13日（土） 

      午前9時～午後3時30分 

★場所：ヒューストン日本語補習校 

（今月は会員名簿改訂作業に伴い、

多数の交替連絡等を頂いたため、ガ

ルフ紙面への掲載ではなく別紙折込

みと致しました。ご了承下さい。） 

会 員 消 息会 員 消 息  

「あそぼーかい」にサンタ現る・・・！！ 
１２月１５日（火）の「あそぼーかい」は、ホリデー

シーズンに合わせクリスマスやお正月にちなんだ

遊びで楽しみました。すっかりお馴染みになった

「あそぼーかい」テーマソングで始まり、続くエプ

ロンシアターでは

子どもたちと一緒

に フ ル ー ツ パ

フェ作り。それで

はお正月気分も

と、歌に合わせて

凧 揚 げ、こ ま 回

し、羽根突きもし

て遊びました。 

活動報告活動報告活動報告   

婦人部だより 

＜1月の予定＞       
   20日（水）：婦人部委員会  於三水会センター 午前9時半～ 

   22日（金）：ガルフ編集委員会  於 JOGMEC  正午～ 

 27日（水）：常任委員会 ・講演会   於 Four Seasons Hotel  

        午前11時半～午後4時 

  （講演会の詳細は議事録「企画・調査委員会」報告を参照） 

＜２月の予定＞ 
   13日（土）：婦人部委員会主催「古本市」於補習校（Westchester校） 

        午前9時～午後3時半  

   19日（金）：ガルフ編集委員会   於 JOGMEC  正午～ 

 24日（水）：理事委員会   於 住友商事社 午前11時半～ 

＜3月の予定＞ 
     3日（水）：総領事館・婦人部委員会共催「クラシックコンサート」 

          於 総領事公邸   

   19日（金）：ガルフ編集委員会   於 JOGMEC  正午～ 

   24日（水）：理事委員会            於 住友商事社 午前11時半～ 

          （詳細については事務局まで！） 
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その後、テキサスワインを含むワインに関する常識クイズがあり、三菱商

事の吉浦公子様が見事優勝しました（写真―１）。あとで分かったのです

が、吉浦公子様はソムリエールの資格をお持ちとの事でした。次に恒例

のブラインド テイスティングクイズが始まりました。今回のテーマは４種類

の白ワインのブドウ品種当てクイズです。４種類のブドウ品種は 

Chardonnay (2) Sauvignon Blanc (3) Pinot Grigio (4) Muscat Canelli 

  の４種類で、全て当てた方は、三菱商事支店長夫人の渡辺のぞみ

様、武井英博先生、福光延吉先生の３名で、ジャンケンの結果武井先生

が２００９年度ヒューストン テイスティング王となりました（写真―２）。参加

者は皆さん、ワインと料理を心いくまで楽しみ、新しい友人、新しいワイン

との出会いがあり貴重なワインの集いとなりました。夕暮れとともに閉会の

時間となり最後に全員で集合写真を撮り、ヒューストン日本医学会の杉

田副会長の一本締めで、楽しかった第６回 乾杯の集い －テキサス ワイ

ンを楽しもう－は閉会となりました。最後に、当日参加して下さいました

ヒューストン日本医学会、グレーターヒューストン日本人会、ヒューストン

日本国総領事館、ヒューストン商工会の皆様、またボランティアとしてお

手伝い頂きました皆様に心より御礼申し上げます。 

 ヒューストン日本医学会とグレーターヒューストン日本人会との共催で、

第６回 乾杯の集い －テキサス ワインを楽しもう－が、２００９年１０月２５

日（日）に、UT Housing Party Room で、盛大に開催されました。参加者

はヒューストン日本医学会関係者、グレーターヒューストン日本人会会

員、ヒューストン日本国総領事館の領事ご夫妻、ヒューストン商工会の奥

様方で、全員で５０数名となりました。まずヒューストン日本医学会の出

海会長からの開会のご挨拶、続いてグレーターヒューストン日本人会の

上野会長からご挨拶を頂いた後、テキサスワインで乾杯しました。主役

のワイン達はテキサス各地から集められた１０数種類で、参加者全員テ

キサスワインのコストパフォーマンスの良さに驚いている様子でした。ま

たお料理もヒューストンの日本料理レストランとして最も有名なKubo’s か
らで、ワインにとても良く合い、ワインと料理とのマリアージュを楽しみな

がら歓談が始まりました。 

写真１ ↑ 

写真２ ↓ 

 

日本人会だより 

第６回 乾杯の集い 

－ テキサスワインを楽しもう! －

ヒューストン日本医学会 副会長 杉田洋一  

 ハーマンパーク内日本庭園の改修工事を2007年から3年越し

で続けてきた事は、本紙上でこれまでにご報告してきましたが、

其のプロジェクトの一つである正面入り口前に置く石碑の問題

が残っていました。 

 大きな岩三個を向かって左側に二個、右側に一個と置きました

が、左側には英文でJapanese Garden, 右側には漢字で日本庭

園と刻字します。日本庭園内茶室は日本政府から寄贈されたも

のですが、1990年にG7サミット会議が当地で開催された時に出

席された当時の海部首相がヒューストン市長に寄贈の意向を伝

えられた経緯があります。 

 本年6月、海部元首相あてに「日本庭園」の御揮毫をお願い致

しましたが、この度その原本を無事受け取りました。早速、彫刻

師と打ち合わせに入り、来年1月には出来上がる予定ですが、向かって正面に「日本庭園」、岩の裏

側に「日本国第七十七代内閣総理大臣 海部俊樹」のお名前が入る予定です。海部元首相の御揮

毫をお願いするにつきましては、当地総領事館の絶大なるご尽力を頂戴したわけですが、この場をお

借りして心から厚く御礼を申し上げる次第です。 

 尚、海部元首相から頂いた書の原本は額に入れてヒューストン市公園、リクリエーション部本部内に

永久保存の計画です。 

日 本 庭 園 の 石 碑日 本 庭 園 の 石 碑日 本 庭 園 の 石 碑   

Hermann Park Japanese GardenHermann Park Japanese GardenHermann Park Japanese Garden 

Hermann Park Conservancy 
理事  南 邦夫 

 先日、Houstonian Golf Club でLPGA (Ladies 
Professional Golf Association)が開催されました

が、そのトーナメントの前日に、Pro-Amというプロ

とアマチュアが一緒にプレーするイベントがあり、

何と、あの宮里藍選手（以下、藍ちゃん）とプレー

をするという幸運に恵まれました。本当は、自分

だけの思い出にしたかったのですが、イベントを

見に来ていた編集委員から、是非にと寄稿依頼

がありましたので、この貴重な経験を紹介したい

と思います。 

 Pro-Amは、11月18日(水)に行われましたが、私

の参加は、同じ週の月曜日に、ひょんなめぐりあ

わせから突然決まりました。普段、ゴルフを見るこ

とにそれほど興味をもっていなかった私は、どん

なゲーム方式なのか、どんな雰囲気で、誰とプ

レーするかなど、何も分かりません。「こんな機会

は二度とない」という気持ちと「さして上手くもない

のに、プロと一緒にプレーするなんて」という複雑

な気持ちのまま、イベント前夜のペアリング（組み

合わせ抽選）会場に向かいました。立食パー

ティーが始まりしばらくすると、プロの選手達が登

場。皆さん普段着のままで、立ち話する人あり、

食事する人ありで、リラックスした雰囲気でプロと

招待者との交流がなされていましたが、まさに猫

に小判とはこのこと、私には女子プロ選手の顔も

名前も分からず、ただ明日の大役のことを思い、

黙々と食事するばかり。その中で、藍ちゃんと宮

里美香選手（姉妹ではありません）を見つけ、た

めらいながらも一緒に写真撮影をお願いし、正直

なところ、この時、私としては既に目的は達した気

分でした。それからほどなくペアリングが始まりま

した。アマチュアの参加者は4人一組で登録、そ

の組にそれぞれ番号がついており、私の組の番

号は16番。ランダムに選ばれた組が、一緒にプ

レーする選手を順に指名していくという方式で

す。但し、最初の指名権だけはオークション形

式。$2,000あたりからはじまったオークションは、

私には驚きの$22,000まで跳ね上がりました。指

名権を競り落とした組が選んだのはMichelle Wie
選手でしたが、そのお金は選手に払われる訳で

はなく、Memorial Hermann Hospital に寄付され

るのだそうです。それから選ばれた番号が次々と大

画面に映し出され、選手が指名され、ペアリングが

別の大画面に映し出されて行きました。私達の16
番が映し出された時、幸運にも藍ちゃんはペアリン

グされておらず、迷わず「Ai Miyazato」とコール。そ

の後、藍ちゃんが私達の番号が書かれたテーブル

に来て「あ、さっきの写真の・・・」という感じで再び

対面。その日は挨拶だけでお別れとなりました。

「明日は藍ちゃんとゴルフ・・・」とペアリング前とは

また違った、喜びと緊張の入り混じった複雑な気持

ちで、パーティーの後、いつもの練習場へ直行しま

した。 

 そしてPro-Am当日。私達の組は9:10に10番ホー

ルからスタートだったのですが、私は早々と7:00に

は会場に着き、クラブハウスでの朝食もそこそこに

練習場へ。プロと同じ場所での練習で、見学に来

ていた友人から「Paula Creamerの隣でパッティング

してたね」と後で言われましたが、私には何のこと

やら。本当に猫に小判です。パッティングの他、前

日の練習で上手くいかなかった50ヤード前後のア

プローチの練習をひたすら行い「やっぱり駄目だ。

どうしよう」と緊張感は頂点に。しかし、集合場所に

行って説明を聞くと、何のことはない、アマチュア4
人とプロ１人の5人でのベストボール方式でした。つ

まり、5人全員が打ったボールの中から一番良い

ボールを選び、その位置から、全員次のボールを

打ち、また一番良いボールを選ぶという方式でし

た。これならば何も緊張することはない。私がミスを

しても、他の人がナイスショットをすれば、そこから

次の球が打てるわけです（実際に、ラフから打つこ

とはなく、また、パーオンするため、折角練習したア

プローチも出番なしでした）。 

 さて、本番。直前に藍ちゃんが登場し、挨拶を交

わしてスタートしましたが、とにかく礼儀正しい、明

るい、元気が良いというのが彼女の印象でした。誰

かが良いショットをすると「ナイスショット！」と声をか

けてくれて、フェアウェイからのナイスショットにはハ

イタッチ。グリーン上では、カップの前後からライン

を読んでくれて「カップ2個分、途中にあるカップ跡

の右をかするくらい」など、パターで場所を示しな

がらアドバイスをくれました。ミスショットの時は

「駄目でしたね」などと明るく笑いながら遠慮なく

駄目出し。英語も全く問題がないようで、私以外

の3人（全員米国人）とも楽しげに会話していた

ので、私たちの組は終始笑顔のリラックスした雰

囲気で進みました。藍ちゃんのショットは、素人

の私では「曲がらないし、距離も正確」ということ

くらいしか分からないのですが、あの正確さを

ずっと続けられる事がプロとアマチュアの大きな

違いなんだろうなと思いました。ちなみに、藍

ちゃんはショットもパットも打つのは必ず最後。私

がどんなショットを打ったとしても、後でリカバリー

をしてくれと思うと、緊張もなく、かえっていつもよ

り伸び伸びとプレーが出来ました。 

 コース内の移動は、藍ちゃんは徒歩で、アマ

チュアはカートが与えられていましたが、歩きた

ければ歩けるので、藍ちゃんと話す時間は存分

にありました。でも、実はあまり会話はしていませ

ん。次の日からが彼女にとっては本番なので、

フェアウェーを歩いている時もコース確認をして

いると思うと、あまり話しかけて邪魔をしてもいけ

ないと遠慮をしてしまいました（少し後悔）。そう

言いながら図々しく「終わった後にワンポイントで

もいいのでアドバイスよろしく」とちゃっかりお願

いしていたところ、私もお願いしたことすら忘れ

かけていた最終ホール、フェアウェーを歩いてい

る時に藍ちゃんからこちらに近づいてきてくれ

て、いくつかは褒められた後（社交辞令でも満

足）、きっちりと的確なワンポイント・アドバイスをく

れました。内容は私と藍ちゃんの秘密にしておき

ますが、わざわざアドバイスをしに来てくれるとい

う心遣いが嬉しくて、一気にファンの仲間入りを

してしまいました（妻は少し呆れています）。私達

の組の結果は、11ﾊﾞｰﾃﾞｨｰの61。ほとんどは、藍

ちゃんと、同じ組に居合わせた元PGAプロという

経歴を持つ米国人のボールが採用されていまし

たが、私のボールもいくつかは採用され、少しは

面目を保つことが出来ました。結局、この日は、

当初の不安や緊張はどこへやら、快晴の中、と

ても楽しい18ホールを過ごすことが出来ました。 

 翌日からのLPGAトーナメントは、雨天のため

順延を繰り返し、藍ちゃんにとっては本来4日目

（最終日）となる日曜日に、2日目の後半が行わ

れることになりました。当然、即席ファンの私は応

援に行き、ラウンド終了後に「Pro-Amではどうも」

と声をかけると、「あ、応援に来てくれたんです

ね。ありがとうございます」といった会話を交わ

し、「本当に感じの良い人だな」と感心しながら

も、ちゃっかり先日とったツーショットの写真にサ

インをもらいました（この写真は、大切に額に

飾っています）。この日も、ギャラリーへの対応は

とても丁寧で、とても好感が持てました。 

 このPro-Amに参戦するまで、私はゴルフ観戦

にあまり興味がなく、また、この期間中に何が行

われるかも知りませんでしたが、練習日やPro-
Amの日はホールの移動時など話しかけやすく、

写真やサインも気軽に応じてくれ（翌日からの

トーナメント中は写真はNG、サインをもらうのもラ

ウンドが終わってから）、何よりもプロの選手やプ

レーを間近で見ることができるので、とても充実

し た 楽 し い イ ベ ン ト で し た。皆 さ ん も、次 回

HoustonでLPGAが行われる時は、日本人選手

やお気に入りの選手に会いに、そして応援しに

足を運んでみてはいかがでしょうか。  

Pro-Am(プロアマ) 

参戦記 

村上 伸二 
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 ヒューストンに引越しして間もなく4年が経ちま

す。その間、2回の出産を経験し毎日子育てに

追われていますが、漸く次男も今年9月から

ナーサリーが始まり兄弟揃って楽しく通ってくれ

ています。 

 3歳の長男のクラスでは、お勉強のテーマが

毎月変わります。11月はInternational Month / 

Friends Around the World である事を、年度初

めから先生に耳打ちされていました。要する

に、先生は「日本の紹介をよろしくね」と、言っ

ていたわけです。15人の生徒に加え2人の先生

が居る息子のクラスは、人種の坩堝の如く、メキ

シコ、コロンビア、ロシア、パナマ、ドイツ、日本

とそれぞれのバックグラウンドを持つ人が集まっ

ています。メキシコはピニャータ、コロンビアはス

ペイン語で童謡、ロシアはマトリョーシカ人形、

パナマはモラの紹介を行い、ドイツは飼い犬の

ダックスフンドを教室に連れて来て遊ぶといっ

た事で、みな3歳児にはとても分かり易く、かつ

楽しい発想でそれぞれのお国振り紹介の工夫

がなされていました。 

 「日本の紹介」について、何となくイメージだ

けは頭の中にありましたが、あまりにも漠然とし

てあれこれ悩みましたが、準備期間が3ヶ月もあ

れば何とかなるだろうと甘く見ていました。いざ

11月になってみると、その考えが全くまとまらな

いどころか、止まった状態で前に進まない事に

焦りを感じ、周囲のお友達に色々と相談した結

果、やっとのことで何とか形になりそうなところま

で漕ぎつけました。それは、まずは相手が3歳

児と言う事から、言葉であれこれ説明するより

も「ビジュアル重視」とすることにしました。とい

うことで、慌てて三水会センターへ飛んで行

き、私と3歳と1歳の息子たちが着る浴衣とクラ

スの子供たちが試着するためのハッピを数枚

借用して来ました。そしてみんなで一緒に何

か手作りのものが出来たらいいなと思ったの

ですが、作業に時間が掛かりすぎると3歳児

相手では、きっとまとまりがなくなってしまうで

あろうと考え、結局テーマを3つに絞りました。 

 まずは簡単に日本の紹介と我々の着てい

た浴衣の説明を行った後に、1つ目のテーマ

である「空手」の紹介をしました。主人が幼い

頃から空手を得意としていたので、息子の学

校の行事に参加する絶好の機会だと思い、

みんなの前で空手着を着用して空手を披露

しました。一通り披露が終わった後は、今度

は子供達も参加して蹴りやパンチの実演を主

人相手に行い、声を出したり倒れたりのオー

バーアクションの結果、かなりの好評でみん

な大興奮状態でした。そして次は「折り紙」で

す。クラス名がPurple Elephantであるので、そ

の名の通り、紫色の折り紙で、それまで折っ

たこともなかった象を先生たちにプレゼント

し、また事前に人数分折って用意した、風

船、紙飛行機、兜などクラス全員で楽しく遊

びました。3つ目のテーマは「おやつタイム」と

いうことで、白玉団子とポッキーをみんなに食

べてもらいました。白玉団子に何を添えるか

とかなり悩んだ結果、3種類のディップを用意

第六十四回 

左藤 尚子さん 

して、どれが一番好きか聞いてみることにしまし

た。実際に3種類食べてもらわなければならな

いので、みんなが好きそうな物をということで、

チョコレートとイチゴジャム、そしてここは折角の

機会なので一つ「和」のものをと、きな粉を用意

しました。結果として、ダントツ一番人気はやは

りチョコレートでした。きな粉については日本の

お菓子にチョコレートと組み合わせたものが多

くある事を話したら、ピーナッツバターとチョコ

レートみたいだと言って喜んで食べてくれる子

もいました。 

 日本から離れて生活しているからこそ、このよ

うに日本の文化を少しでも紹介する機会に恵ま

れた訳ですが、それがとても有意義で大変良

い思い出となりました。 

 

次回は 玉田陽子 さんです。 

 
 

「
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン 

 
  

 
 

 

知
っ
と
ん
？
物
語
」 

連 載 

By 
Kumiko 

婦人部だより 

＜情報提供の方法＞ 

1. 所定の用紙に記入：三水会センターや

補習校で用紙を配布します。また、下記

のアドレスにアクセスして頂ければお送り

します。 

2. ビジネスカードを利用：お勧めなお店の

ビジネスカードをもらい、追加の情報を記

入して提供して頂く。 

追加の情報とは、レストランならお勧め料

理、ランチの有無、子連れ可、個室あり、日

本人経営かなど。習い事、スポーツクラブ、

ゴルフ場などの施設なら、レッスンの有無、

およその費用、入会金、月会費、日本人が

よく使うかなど。 

3. 2004年版マップには載っているけれど、

今はもう無くなってしまったお店の情報も

お待ちしています。（例：マップAの□32
は無い、などのようにお知らせください。） 

お助けマップ改訂のお知らせとお願い 

☆お店や施設の位置がどのあたりかを大まかに

お知らせ頂けると助かります。目安としてマップ

Aは「補習校・三水会センター周辺」、マップBは

「Gessener周辺」、マップCは「ギャラリア地区」、

マップDは「610内側・ダウンタウン」、マップEは

「それ以外の地域」、マップFは「クリアレイク地

区」と便宜上分けておきます。 

● 詳細は提出用紙をご覧ください。 

● メ ー ル で の ア ク セ ス、情 報 提 供 は

otasukemap@yahoo.co.jp まで、用紙での提

供、ビジネスカードの提出は三水会センター

までお願いします。 

● 締め切りは2010年3月末日です。 

ご協力よろしくお願いいたします。  

さあ、今日からあなたも、お助けマップ特派員♪     

     ＜商工会婦人部・お助けマップ班＞ 

 作成時からヒューストン在住の方、出張者にも大好評で活用されているお助け

マップですが、このところ、無くなったり移動したお店が増えてきました。 

 そこで商工会婦人部では改訂を計画しています。広範囲なマップの改訂には皆さんのご協力

が必要です。是非、情報をお寄せ下さい。 

総領事公邸での 

ミニクラシックコンサートについて 

 ひな祭りの3月3日（水）に、「在ヒューストン

日本国総領事館・ヒューストン日本商工会婦

人部委員会共催」のミニクラシックコンサート

を、今年度も大澤総領事御夫妻のご厚意の

もと、総領事公邸にて開催することになりまし

た。 

 今回は、劇場“Opera in the Heights”でご活

躍中のピアニスト・戸田光彦（てるひこ）さんを

お迎えします。戸田さんについては、ガルフ

ストリーム12月号に記事が掲載されています

ので、そちらも是非ご覧下さい。 

 コンサートの詳細、応募方法については、

商工会及び日本人会会員向けのメール配信

にて、1月下旬にお知らせする予定です。ど

うぞ楽しみにお待ちください！ 

 去る11月24日（火）から12月12日（土）まで三

水会センターにて、また12月5日（土）と12日

（土）の2週に亘り補習校において、品物の寄

付及び募金を受け付けました。その結果、子

どもたちの衣類 約800着、生活用品段ボー

ル箱で4箱、おもちゃ・文房具等 8箱、現金

500 ド ル が 集 ま り、12 月 14 日（月）に Harris 
County, Child Protective Services（CPS）にお

渡しする事が出来ました。 

 皆様には寄付への心温まるご協力本当に有

難うございました。また、補習校の高校生の皆

様にもご協力頂きました事をここにご報告致し

ます。 

 長年続けられた缶詰ドネーションは20年とい

う節目を迎え、今年の婦人部委員会では真心

の寄付をヒューストンの地域、今後の為に使っ

て頂くお手伝いをとの思いで恵まれない子ど

もたちを保護している Harris County, Child 
Protective Servicesに協力する事に致しまし

た。 

 Harris County, Child Protective Servicesは地

方自治体として児童虐待や育児放棄の犠牲と

なっている子どもたちを保護する機関です。

保護された子どもたちは里親の元や孤児院

等で生活することになりますが、その子どもた

ちがまず必要とする衣類、生活必需品、おも

ちゃ等を提供する場所がBEAR（Be A Re-
source  for  CPS  Kids)ROOMです。現在は

18,000 人 が 保 護 さ れ て い ま す が、そ の 内

12,000人の子どもしかサービスを受けられて

いないのが現状です。 

BEAR の詳細は 

www.bearesourcehouston.org 
Child Protective Services (CPS) 

2223 West Loop South , Suite 126   
Houston , TX 77027 

 今年は初めての試みで戸惑うこともありまし

たが、皆様の温かいご支援のお陰で無事にド

ネーションを終了することが出来ました。 

 今後とも婦人部委員会へのご協力をどうぞ

宜しくお願い致します。  

 

 

寄付のご報告 

Donation for CPS kidsDonation for CPS kidsDonation for CPS kids   
婦人部だより 
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編集委員会では、医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターの方々にリレー方式で次々とご登場頂

き、読者の皆様の健康に関する話、メディカルセンターの様子など連載記事として掲載しています。 

前回の田中基文先生から血液内科ご専門の杉本直志先生にバトンが移りました。 

  

  第６４回  

   血液内科は採血するのがお仕事？血液内科は採血するのがお仕事？     
医師（MD Anderson Cancer Center研究員） 

杉本 直志    

細胞が血液細胞を攻撃しているわけですね。溶血性貧血（溶血＝血

が壊されて溶ける）、血小板減少症などがありますが、免疫抑制剤で

治します。 

後に、異常な造血のせいで正常な造血が追いやられるというケー

スがあります。それは白血病です。癌細胞化した未熟な血液細胞が

どんどん増殖する結果、造血の場である骨髄を調べると（腰の骨に穴

を開けて中の骨髄液を少し抜きます）、大きく未熟で悪そうな顔をした

白血病細胞がぎっしり詰まっていたりします。なので白血病の 初の

症状の多くは正常な血液細胞の不足によります。赤血球の不足＝貧

血、血小板の不足＝出血、白血球の不足＝免疫の低下＝発熱・感

染、という具合です。この白血病と、リンパ腫（白血球の一種であるリ

ンパ球が癌化）などの血液癌が血液内科の 大の難敵です。これら

の病気は、血液細胞によって全身に効率よく酸素を運搬する、あるい

は常に外の病原微生物から身を守るために発達した免疫という、盛

んに細胞が増殖する二つのシステムをヒトが手にした代償とも言える

かもしれません。 

この血液細胞という起源故に、全身に散ってしまう癌は手術では治

せません。しかし幸いなことに、抗がん剤が もよく効く部類となりま

す。手術という外科的手段を用いずに治療に当たるので、実は血液

内科は“内科の中の内科”とも言われたりします。抗がん剤治療（化学

療法）は30年以上前に日本を含めて各地で現在の基本的骨子が出

来上がり、化学療法での根治が先ず第1目標となります。さらに強力

な治療となると、アメリカ・シアトルでやはり同時期に始まった骨髄移

植です。正常な造血機能が失われるほどの大量の抗がん剤で、白血

病細胞を願わくば根絶した上で、新しい骨髄を他人から移植します

（実際は骨髄液を点滴するという形です）。ただし他人の骨髄あるい

は血液細胞ですから、受け入れずに拒絶してしまったり、逆に入って

きた免疫細胞に体が攻撃にさらされたりという事態もあります。この辺

りの舵取りが血液内科医の腕の試される場でもあります。 

化学療法と骨髄移植とによって、血液癌の治療は大きく発展してき

ました。その一方で全く新しい薬剤も登場しています。例えばそれは

白血病特有の遺伝子の異常に作用したり、リンパ腫特有の表面物質

を攻撃したりします。その結果劇的に効果があがり、骨髄移植を行う

ことが大きく減少した白血病もあります。血液内科というのは、このよう

な画期的な癌の薬、治療が先ず登場してくる科でもあります。なお血

液内科は、アメリカでは腫瘍内科（癌）を兼ねています。そしてここテ

キサスのMDアンダーソンは、血液癌の新規治療法の開発において

世界をリードしています。ここで確立した治療が世界に広がり、日本に

も渡っています。 

 次回は、神経内科ご専門の河合真先生です。大学の同級生だっ

たのですが、偶然にもヒューストンで卒業以来に再会しました。現在

Methodist Hospitalに勤務しています。 ここアメリカではまだ多くない

日本人の臨床のお医者さんとして活躍しています。  

はじめまして。京都から来た杉本直

志と申します。ヒューストンに来てから

早3年近くになろうとし、一家で雪に歓

声を上げるようになっています。専門

は血液内科なのですが、昔「血液内

科って、採血してるの？」と聞かれて、

自分の専門分野の認知度の低さを認

識した次第です。 

血液内科でもっとも一般的な病気と

いえば鉄欠乏性貧血でしょう。胃潰瘍

や生理などで慢性的に血液を失って

いると、足りなくなるのは赤血球の材

料となる鉄です。鉄は古くなった赤血

球からリサイクルされているのです

が、失うと食べ物として採るのはなか

なか大変なのです。ですが鉄剤を飲

めば、驚くほど貧血はみるみる改善し

ます。それは一方で、材料さえあればいかに血液の細胞が活発に作られ

ているかも示しています。 

他にも必要成分が不足するケースとして、ビタミンB12の不足による“悪性

貧血”などがあります。この場合、実は赤血球だけでなく白血球も顕微鏡で

見ると、妙に大きくて薄っぺらい変な形をしています。それはどっちも共通

の血液の幹細胞から造られている訳ですが、その過程で必要な成分が不

足しているからなのです。それにしても悪性貧血という名は、栄養失調だっ

た日本の歴史を感じさせます。ですが今でもあります。その原因は薬の副

作用だったり胃の病気によるビタミンの吸収障害だったりするからです。 

次に、材料があっても血液の製造過程（造血）に異常を来たしていること

があります。それは造血にかかわる遺伝子の異常だったり（再生不良性貧

血など）、造血の刺激因子の不足だったり（赤血球の場合、腎臓で作られ

るエリスロポイエチン。 近ドーピングにも使われていますが．．．）します。

治療はエリスロポイエチンを注射する、あるいは骨髄移植で血液細胞を総

入れ替え！となったりします。 

さらに材料も足りていて、製造も異常ないのに、なんと自ら壊しているとい

う場合もあります。犯人は標的を間違えている免疫システムです。本来バク

テリアやウィルスを攻撃する免疫細胞が何故かそういうミスをときに犯しま

す。ちなみに免疫細胞は、ほぼイコール白血球です。そういう意味で血液

バージャケットやパーカーを着込む子もいれ

ば、半袖半ズボンの逞しい男の子もいた。セン

ターエントランスでは大きなクリスマスツリーが彼

らを迎えた。「わー、大きなツリーだ」、建屋に入

り廊下を歩くと「迷路みたい」と歓声を上げなが

らやってきた。「おはようございます」と挨拶をす

ると、大きな声で「おはようございます」と返事が

返ってきた。 

 始めに、社長の秋葉さんから東芝について紹

介をした。「東芝にはどんな商品がありますか。

知っている人？」という質問に対して、即座に子

供達から「パソコン」「冷蔵庫」など、次々と名前

があげられた。一人の生徒が「モータ」と答え

た。当社訪問の事前準備をしてきた成果にどよ

めきが起こった。続いて当社の紹介を行った。

従業員が約1000人、モータのほかにもドライブ

装置、無停電電源装置、 近では急速充電二

次電池、LED照明なども手がけ始めたことを説

明した。秋葉さんは、かつてお子さんが日本語

補習校に通学され、安田先生に引率されて当

社を訪問した経験がある。その時、一緒に当社

を訪問したお子さんの友人が玉ねぎを切るとき

に目が痛くないようにと母親にお土産にもらった

保護メガネをプレゼントしたという話をした時、

「それ本当の話？」と予期せぬ質問が飛び出

し、秋葉さんも冷や汗をかきながら（？！）答え

ていた。 

 続いて、開発を担当しているモータお兄さん

（？）の槌本さんから、モータに関する説明を

行った。「モータを買ってくれるお客様は誰です

か？」「東芝はどこでモータを作っているでしょう

か？（世界７箇所の工場で生産）」「モータはど

の様に製造するでしょうか？」モータを製造する

時に使う材料や部品は、アメリカの各州、カナ

ダ、メキシコ、中国、日本から調達することや、

部品加工、組立、テスト、塗装、 終検査、梱包

にいたる製造工程を丁寧に紹介した。子供達

は熱心に槌本さんの説明を聞きメモを取ってい

た。しかし、フレーム、ブラケット、ステータ、ロー

 12月12日、日本語補習校の3年生36名が当社

を訪問した。受入担当者は、子供達が到着する

１時間前に集合し、 終の打合せを行ってい

た。「敷地の広さについて、東京ドームの何倍で

すかと聞かれたら何と答える？」「東京ドームの

約3倍と答えよう」「でもここはHOUSTONだから

MINUTES MAID PARKの方が良い」、「突然ト

イレに行きたいと言われたらどうする？」「我慢し

てもらう」「子供は簡単に我慢できないよ」「工場

見学の前に行ってもらおう」など、子供達の到着

直前までそれぞれの役割や注意事項を確認し

た。写真担当はどのアングルが良いかを思い悩

み、お土産担当は配布数の確認、誘導担当は

通路の順序をチェックしながら、子供達が来るの

を首を長くして待っていた。小雨の降るあいにく

の天候であったが、子供達は元気にスクールバ

スから降りてきた。肌寒い気温のせいか、オー

 ヒューストンヒューストン  

日本語補習校日本語補習校  

Toshiba International CorporationToshiba International Corporation  

タなどの専門用語が出始めると、子供達も理

解をするのが次第に難しくなってきた様子も

見受けられたが、 後まで熱心に聞き、時折

質問も飛び出した。 

 モータ工場の見学は、日本語補習校のク

ラス単位に３班に分かれ、小野地さん、髭の

矢作さん、槌本さんが誘導し、各工程の説

明を行った。研修中のモータエンジニアの

竹越さんも説明に加わった。土曜日は基本

的に会社休日であるので設備は稼動してい

ない。子供達は保護メガネをかけ若干不安

そうな表情を見せながらも周囲に目を配って

いた。各部品の加工エリアや組立エリアの前

でストップし説明員が解説した。展示用の

モータを見た後、１馬力程度の小さなモータ

を見たときには「オモチャみたい」「すごく小

さい」との声が上がった。「触ってもいいです

か？」との要望にも応え、ワニス処理後のス

テータに触れさせてみた。「堅い」「色が変

わっている」など、子供達はそれぞれに反応

する。メモを取りながら説明員の説明に耳を

傾ける子、中にはそろそろ飽きてきて、きょろ

きょろする子もチラホラ現れた。「この石は何

のために使うでしょうか？」「水平、平行を確

認するために使います。ビリヤードの台も水

平、平行を維持するために実は石で出来て

います」引率する側にも新たな発見があっ

た。説明員がHorse Powerの説明を「馬１頭

が出す力と同じ、このモータは500馬力だか

ら馬500頭分のエネルギーを出します」。業

務上よく使用している用語も、いざ解りやす

く説明するとなるとなかなか難しい。「この赤

い紙は何のために張っているでしょうか？」

「失敗したものを示し改善を図るために赤い

紙にコメントしてつけています」「重さはどれく

らいですか？」「製品にもよりますが、100kgく

らいのものもあれば1ｔを越すものもあります」

実に色々な質問が出ていた。 

 工場見学の後、クラス毎に記念撮影を行

い、質疑応答になった。「従業員のお給料は

いくらですか？」、中島校長先生からも「世界

で生産するモータの内、どのくらいをここで

生産していますか？」との難しい質問が出た

が、秋葉さんが再び冷や汗をかきながら答え

ていた。 

 質疑応答の後、子供達の代表者2名から

「大きいモータは高さが80cm、長さが2mあ

り、大きいモータのほうがたくさんの力を出す

ことが分かりました」 「休日にも関わらず、工

場見学のお世話をしてくれてありがとうござ 

（→次ページに続く） 

いました」とお礼の言葉でしめくくられた。参加者全

員で記念撮影をして約2時間の全工程が終了し、

子供達は工場見学で使用した保護グラスと、準備

していた帽子とボトルを手に帰路に着いた。 

 日本語補習校の工場見学は、毎年3年生が１年

おきに三菱キャタピラー殿と当社を交互に訪問され

ている。誰でも工場の製造現場を見学した経験は

あまり多くない。日本においても小学校で1回ある

かないかであろう。ましてや、Houstonで生活をして

いる日本語補習校の子供達にとっては、

社会の現実を目の当たりにすることは、机

上では学習し得ない得難い経験である。

子供達にとって当社の訪問が今後、社会

を知ること、理科の分野への興味を深める

ことの一助になればこの上ない幸せであ

る。そして、当社を訪問した子供達の中か

ら、将来、世の中に役立つ製品を開発して

社会に貢献したいと考えるエンジニアが現

れることを期待したい。 

 私事だが、次男が日本語補習校の3年生

になり当社を訪問することになるのは6年後

である。6年後の当社のモータ工場がどんな

変化、成長を遂げているか、子供達に胸を

張って招き入れられる様に事業拡大に邁進

したい。              

 （柳辺 浩一） 
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編集委員会では、医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターの方々にリレー方式で次々とご登場頂

き、読者の皆様の健康に関する話、メディカルセンターの様子など連載記事として掲載しています。 

前回の田中基文先生から血液内科ご専門の杉本直志先生にバトンが移りました。 

  

  第６４回  

   血液内科は採血するのがお仕事？血液内科は採血するのがお仕事？     
医師（MD Anderson Cancer Center研究員） 

杉本 直志    

細胞が血液細胞を攻撃しているわけですね。溶血性貧血（溶血＝血

が壊されて溶ける）、血小板減少症などがありますが、免疫抑制剤で
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後に、異常な造血のせいで正常な造血が追いやられるというケー
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早3年近くになろうとし、一家で雪に歓

声を上げるようになっています。専門
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料となる鉄です。鉄は古くなった赤血

球からリサイクルされているのです

が、失うと食べ物として採るのはなか

なか大変なのです。ですが鉄剤を飲

めば、驚くほど貧血はみるみる改善し
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治療はエリスロポイエチンを注射する、あるいは骨髄移植で血液細胞を総
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さらに材料も足りていて、製造も異常ないのに、なんと自ら壊しているとい
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バージャケットやパーカーを着込む子もいれ

ば、半袖半ズボンの逞しい男の子もいた。セン
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 始めに、社長の秋葉さんから東芝について紹
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た。当社訪問の事前準備をしてきた成果にどよ
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し、秋葉さんも冷や汗をかきながら（？！）答え

ていた。 
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（？）の槌本さんから、モータに関する説明を
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時に使う材料や部品は、アメリカの各州、カナ

ダ、メキシコ、中国、日本から調達することや、

部品加工、組立、テスト、塗装、 終検査、梱包

にいたる製造工程を丁寧に紹介した。子供達
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イレに行きたいと言われたらどうする？」「我慢し
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見学の前に行ってもらおう」など、子供達の到着

直前までそれぞれの役割や注意事項を確認し

た。写真担当はどのアングルが良いかを思い悩

み、お土産担当は配布数の確認、誘導担当は

通路の順序をチェックしながら、子供達が来るの

を首を長くして待っていた。小雨の降るあいにく

の天候であったが、子供達は元気にスクールバ

スから降りてきた。肌寒い気温のせいか、オー

 ヒューストンヒューストン  

日本語補習校日本語補習校  

Toshiba International CorporationToshiba International Corporation  

タなどの専門用語が出始めると、子供達も理

解をするのが次第に難しくなってきた様子も

見受けられたが、 後まで熱心に聞き、時折

質問も飛び出した。 
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務上よく使用している用語も、いざ解りやす

く説明するとなるとなかなか難しい。「この赤

い紙は何のために張っているでしょうか？」

「失敗したものを示し改善を図るために赤い

紙にコメントしてつけています」「重さはどれく

らいですか？」「製品にもよりますが、100kgく

らいのものもあれば1ｔを越すものもあります」

実に色々な質問が出ていた。 

 工場見学の後、クラス毎に記念撮影を行

い、質疑応答になった。「従業員のお給料は

いくらですか？」、中島校長先生からも「世界
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生産していますか？」との難しい質問が出た

が、秋葉さんが再び冷や汗をかきながら答え

ていた。 

 質疑応答の後、子供達の代表者2名から

「大きいモータは高さが80cm、長さが2mあ

り、大きいモータのほうがたくさんの力を出す

ことが分かりました」 「休日にも関わらず、工
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員で記念撮影をして約2時間の全工程が終了し、
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ている。誰でも工場の製造現場を見学した経験は

あまり多くない。日本においても小学校で1回ある

かないかであろう。ましてや、Houstonで生活をして

いる日本語補習校の子供達にとっては、

社会の現実を目の当たりにすることは、机

上では学習し得ない得難い経験である。

子供達にとって当社の訪問が今後、社会

を知ること、理科の分野への興味を深める

ことの一助になればこの上ない幸せであ

る。そして、当社を訪問した子供達の中か

ら、将来、世の中に役立つ製品を開発して

社会に貢献したいと考えるエンジニアが現

れることを期待したい。 

 私事だが、次男が日本語補習校の3年生

になり当社を訪問することになるのは6年後

である。6年後の当社のモータ工場がどんな

変化、成長を遂げているか、子供達に胸を

張って招き入れられる様に事業拡大に邁進

したい。              

 （柳辺 浩一） 
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 ヒューストンに引越しして間もなく4年が経ちま

す。その間、2回の出産を経験し毎日子育てに

追われていますが、漸く次男も今年9月から

ナーサリーが始まり兄弟揃って楽しく通ってくれ

ています。 

 3歳の長男のクラスでは、お勉強のテーマが

毎月変わります。11月はInternational Month / 

Friends Around the World である事を、年度初

めから先生に耳打ちされていました。要する

に、先生は「日本の紹介をよろしくね」と、言っ

ていたわけです。15人の生徒に加え2人の先生

が居る息子のクラスは、人種の坩堝の如く、メキ

シコ、コロンビア、ロシア、パナマ、ドイツ、日本

とそれぞれのバックグラウンドを持つ人が集まっ

ています。メキシコはピニャータ、コロンビアはス

ペイン語で童謡、ロシアはマトリョーシカ人形、

パナマはモラの紹介を行い、ドイツは飼い犬の

ダックスフンドを教室に連れて来て遊ぶといっ

た事で、みな3歳児にはとても分かり易く、かつ

楽しい発想でそれぞれのお国振り紹介の工夫

がなされていました。 

 「日本の紹介」について、何となくイメージだ

けは頭の中にありましたが、あまりにも漠然とし

てあれこれ悩みましたが、準備期間が3ヶ月もあ

れば何とかなるだろうと甘く見ていました。いざ

11月になってみると、その考えが全くまとまらな

いどころか、止まった状態で前に進まない事に

焦りを感じ、周囲のお友達に色々と相談した結

果、やっとのことで何とか形になりそうなところま

で漕ぎつけました。それは、まずは相手が3歳

児と言う事から、言葉であれこれ説明するより

も「ビジュアル重視」とすることにしました。とい

うことで、慌てて三水会センターへ飛んで行

き、私と3歳と1歳の息子たちが着る浴衣とクラ

スの子供たちが試着するためのハッピを数枚

借用して来ました。そしてみんなで一緒に何

か手作りのものが出来たらいいなと思ったの

ですが、作業に時間が掛かりすぎると3歳児

相手では、きっとまとまりがなくなってしまうで

あろうと考え、結局テーマを3つに絞りました。 

 まずは簡単に日本の紹介と我々の着てい

た浴衣の説明を行った後に、1つ目のテーマ

である「空手」の紹介をしました。主人が幼い

頃から空手を得意としていたので、息子の学

校の行事に参加する絶好の機会だと思い、

みんなの前で空手着を着用して空手を披露

しました。一通り披露が終わった後は、今度

は子供達も参加して蹴りやパンチの実演を主

人相手に行い、声を出したり倒れたりのオー

バーアクションの結果、かなりの好評でみん

な大興奮状態でした。そして次は「折り紙」で

す。クラス名がPurple Elephantであるので、そ

の名の通り、紫色の折り紙で、それまで折っ

たこともなかった象を先生たちにプレゼント

し、また事前に人数分折って用意した、風

船、紙飛行機、兜などクラス全員で楽しく遊

びました。3つ目のテーマは「おやつタイム」と

いうことで、白玉団子とポッキーをみんなに食

べてもらいました。白玉団子に何を添えるか

とかなり悩んだ結果、3種類のディップを用意

第六十四回 

左藤 尚子さん 

して、どれが一番好きか聞いてみることにしまし

た。実際に3種類食べてもらわなければならな

いので、みんなが好きそうな物をということで、

チョコレートとイチゴジャム、そしてここは折角の

機会なので一つ「和」のものをと、きな粉を用意

しました。結果として、ダントツ一番人気はやは

りチョコレートでした。きな粉については日本の

お菓子にチョコレートと組み合わせたものが多

くある事を話したら、ピーナッツバターとチョコ

レートみたいだと言って喜んで食べてくれる子

もいました。 

 日本から離れて生活しているからこそ、このよ

うに日本の文化を少しでも紹介する機会に恵ま

れた訳ですが、それがとても有意義で大変良

い思い出となりました。 

 

次回は 玉田陽子 さんです。 
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婦人部だより 

＜情報提供の方法＞ 

1. 所定の用紙に記入：三水会センターや

補習校で用紙を配布します。また、下記

のアドレスにアクセスして頂ければお送り

します。 

2. ビジネスカードを利用：お勧めなお店の

ビジネスカードをもらい、追加の情報を記

入して提供して頂く。 

追加の情報とは、レストランならお勧め料

理、ランチの有無、子連れ可、個室あり、日

本人経営かなど。習い事、スポーツクラブ、

ゴルフ場などの施設なら、レッスンの有無、

およその費用、入会金、月会費、日本人が

よく使うかなど。 

3. 2004年版マップには載っているけれど、

今はもう無くなってしまったお店の情報も

お待ちしています。（例：マップAの□32
は無い、などのようにお知らせください。） 

お助けマップ改訂のお知らせとお願い 

☆お店や施設の位置がどのあたりかを大まかに

お知らせ頂けると助かります。目安としてマップ

Aは「補習校・三水会センター周辺」、マップBは

「Gessener周辺」、マップCは「ギャラリア地区」、

マップDは「610内側・ダウンタウン」、マップEは

「それ以外の地域」、マップFは「クリアレイク地

区」と便宜上分けておきます。 

● 詳細は提出用紙をご覧ください。 

● メ ー ル で の ア ク セ ス、情 報 提 供 は

otasukemap@yahoo.co.jp まで、用紙での提

供、ビジネスカードの提出は三水会センター

までお願いします。 

● 締め切りは2010年3月末日です。 

ご協力よろしくお願いいたします。  

さあ、今日からあなたも、お助けマップ特派員♪     

     ＜商工会婦人部・お助けマップ班＞ 

 作成時からヒューストン在住の方、出張者にも大好評で活用されているお助け

マップですが、このところ、無くなったり移動したお店が増えてきました。 

 そこで商工会婦人部では改訂を計画しています。広範囲なマップの改訂には皆さんのご協力

が必要です。是非、情報をお寄せ下さい。 

総領事公邸での 

ミニクラシックコンサートについて 

 ひな祭りの3月3日（水）に、「在ヒューストン

日本国総領事館・ヒューストン日本商工会婦

人部委員会共催」のミニクラシックコンサート

を、今年度も大澤総領事御夫妻のご厚意の

もと、総領事公邸にて開催することになりまし

た。 

 今回は、劇場“Opera in the Heights”でご活

躍中のピアニスト・戸田光彦（てるひこ）さんを

お迎えします。戸田さんについては、ガルフ

ストリーム12月号に記事が掲載されています

ので、そちらも是非ご覧下さい。 

 コンサートの詳細、応募方法については、

商工会及び日本人会会員向けのメール配信

にて、1月下旬にお知らせする予定です。ど

うぞ楽しみにお待ちください！ 

 去る11月24日（火）から12月12日（土）まで三

水会センターにて、また12月5日（土）と12日

（土）の2週に亘り補習校において、品物の寄

付及び募金を受け付けました。その結果、子

どもたちの衣類 約800着、生活用品段ボー

ル箱で4箱、おもちゃ・文房具等 8箱、現金

500 ド ル が 集 ま り、12 月 14 日（月）に Harris 
County, Child Protective Services（CPS）にお

渡しする事が出来ました。 

 皆様には寄付への心温まるご協力本当に有

難うございました。また、補習校の高校生の皆

様にもご協力頂きました事をここにご報告致し

ます。 

 長年続けられた缶詰ドネーションは20年とい

う節目を迎え、今年の婦人部委員会では真心

の寄付をヒューストンの地域、今後の為に使っ

て頂くお手伝いをとの思いで恵まれない子ど

もたちを保護している Harris County, Child 
Protective Servicesに協力する事に致しまし

た。 

 Harris County, Child Protective Servicesは地

方自治体として児童虐待や育児放棄の犠牲と

なっている子どもたちを保護する機関です。

保護された子どもたちは里親の元や孤児院

等で生活することになりますが、その子どもた

ちがまず必要とする衣類、生活必需品、おも

ちゃ等を提供する場所がBEAR（Be A Re-
source  for  CPS  Kids)ROOMです。現在は

18,000 人 が 保 護 さ れ て い ま す が、そ の 内

12,000人の子どもしかサービスを受けられて

いないのが現状です。 

BEAR の詳細は 

www.bearesourcehouston.org 
Child Protective Services (CPS) 

2223 West Loop South , Suite 126   
Houston , TX 77027 

 今年は初めての試みで戸惑うこともありまし

たが、皆様の温かいご支援のお陰で無事にド

ネーションを終了することが出来ました。 

 今後とも婦人部委員会へのご協力をどうぞ

宜しくお願い致します。  

 

 

寄付のご報告 

Donation for CPS kidsDonation for CPS kidsDonation for CPS kids   
婦人部だより 
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その後、テキサスワインを含むワインに関する常識クイズがあり、三菱商

事の吉浦公子様が見事優勝しました（写真―１）。あとで分かったのです

が、吉浦公子様はソムリエールの資格をお持ちとの事でした。次に恒例

のブラインド テイスティングクイズが始まりました。今回のテーマは４種類

の白ワインのブドウ品種当てクイズです。４種類のブドウ品種は 

Chardonnay (2) Sauvignon Blanc (3) Pinot Grigio (4) Muscat Canelli 

  の４種類で、全て当てた方は、三菱商事支店長夫人の渡辺のぞみ

様、武井英博先生、福光延吉先生の３名で、ジャンケンの結果武井先生

が２００９年度ヒューストン テイスティング王となりました（写真―２）。参加

者は皆さん、ワインと料理を心いくまで楽しみ、新しい友人、新しいワイン

との出会いがあり貴重なワインの集いとなりました。夕暮れとともに閉会の

時間となり最後に全員で集合写真を撮り、ヒューストン日本医学会の杉

田副会長の一本締めで、楽しかった第６回 乾杯の集い －テキサス ワイ

ンを楽しもう－は閉会となりました。最後に、当日参加して下さいました

ヒューストン日本医学会、グレーターヒューストン日本人会、ヒューストン

日本国総領事館、ヒューストン商工会の皆様、またボランティアとしてお

手伝い頂きました皆様に心より御礼申し上げます。 

 ヒューストン日本医学会とグレーターヒューストン日本人会との共催で、

第６回 乾杯の集い －テキサス ワインを楽しもう－が、２００９年１０月２５

日（日）に、UT Housing Party Room で、盛大に開催されました。参加者

はヒューストン日本医学会関係者、グレーターヒューストン日本人会会

員、ヒューストン日本国総領事館の領事ご夫妻、ヒューストン商工会の奥

様方で、全員で５０数名となりました。まずヒューストン日本医学会の出

海会長からの開会のご挨拶、続いてグレーターヒューストン日本人会の

上野会長からご挨拶を頂いた後、テキサスワインで乾杯しました。主役

のワイン達はテキサス各地から集められた１０数種類で、参加者全員テ

キサスワインのコストパフォーマンスの良さに驚いている様子でした。ま

たお料理もヒューストンの日本料理レストランとして最も有名なKubo’s か
らで、ワインにとても良く合い、ワインと料理とのマリアージュを楽しみな

がら歓談が始まりました。 

写真１ ↑ 

写真２ ↓ 

 

日本人会だより 

第６回 乾杯の集い 

－ テキサスワインを楽しもう! －

ヒューストン日本医学会 副会長 杉田洋一  

 ハーマンパーク内日本庭園の改修工事を2007年から3年越し

で続けてきた事は、本紙上でこれまでにご報告してきましたが、

其のプロジェクトの一つである正面入り口前に置く石碑の問題

が残っていました。 

 大きな岩三個を向かって左側に二個、右側に一個と置きました

が、左側には英文でJapanese Garden, 右側には漢字で日本庭

園と刻字します。日本庭園内茶室は日本政府から寄贈されたも

のですが、1990年にG7サミット会議が当地で開催された時に出

席された当時の海部首相がヒューストン市長に寄贈の意向を伝

えられた経緯があります。 

 本年6月、海部元首相あてに「日本庭園」の御揮毫をお願い致

しましたが、この度その原本を無事受け取りました。早速、彫刻

師と打ち合わせに入り、来年1月には出来上がる予定ですが、向かって正面に「日本庭園」、岩の裏

側に「日本国第七十七代内閣総理大臣 海部俊樹」のお名前が入る予定です。海部元首相の御揮

毫をお願いするにつきましては、当地総領事館の絶大なるご尽力を頂戴したわけですが、この場をお

借りして心から厚く御礼を申し上げる次第です。 

 尚、海部元首相から頂いた書の原本は額に入れてヒューストン市公園、リクリエーション部本部内に

永久保存の計画です。 

日 本 庭 園 の 石 碑日 本 庭 園 の 石 碑日 本 庭 園 の 石 碑   

Hermann Park Japanese GardenHermann Park Japanese GardenHermann Park Japanese Garden 

Hermann Park Conservancy 
理事  南 邦夫 

 先日、Houstonian Golf Club でLPGA (Ladies 
Professional Golf Association)が開催されました

が、そのトーナメントの前日に、Pro-Amというプロ

とアマチュアが一緒にプレーするイベントがあり、

何と、あの宮里藍選手（以下、藍ちゃん）とプレー

をするという幸運に恵まれました。本当は、自分

だけの思い出にしたかったのですが、イベントを

見に来ていた編集委員から、是非にと寄稿依頼

がありましたので、この貴重な経験を紹介したい

と思います。 

 Pro-Amは、11月18日(水)に行われましたが、私

の参加は、同じ週の月曜日に、ひょんなめぐりあ

わせから突然決まりました。普段、ゴルフを見るこ

とにそれほど興味をもっていなかった私は、どん

なゲーム方式なのか、どんな雰囲気で、誰とプ

レーするかなど、何も分かりません。「こんな機会

は二度とない」という気持ちと「さして上手くもない

のに、プロと一緒にプレーするなんて」という複雑

な気持ちのまま、イベント前夜のペアリング（組み

合わせ抽選）会場に向かいました。立食パー

ティーが始まりしばらくすると、プロの選手達が登

場。皆さん普段着のままで、立ち話する人あり、

食事する人ありで、リラックスした雰囲気でプロと

招待者との交流がなされていましたが、まさに猫

に小判とはこのこと、私には女子プロ選手の顔も

名前も分からず、ただ明日の大役のことを思い、

黙々と食事するばかり。その中で、藍ちゃんと宮

里美香選手（姉妹ではありません）を見つけ、た

めらいながらも一緒に写真撮影をお願いし、正直

なところ、この時、私としては既に目的は達した気

分でした。それからほどなくペアリングが始まりま

した。アマチュアの参加者は4人一組で登録、そ

の組にそれぞれ番号がついており、私の組の番

号は16番。ランダムに選ばれた組が、一緒にプ

レーする選手を順に指名していくという方式で

す。但し、最初の指名権だけはオークション形

式。$2,000あたりからはじまったオークションは、

私には驚きの$22,000まで跳ね上がりました。指

名権を競り落とした組が選んだのはMichelle Wie
選手でしたが、そのお金は選手に払われる訳で

はなく、Memorial Hermann Hospital に寄付され

るのだそうです。それから選ばれた番号が次々と大

画面に映し出され、選手が指名され、ペアリングが

別の大画面に映し出されて行きました。私達の16
番が映し出された時、幸運にも藍ちゃんはペアリン

グされておらず、迷わず「Ai Miyazato」とコール。そ

の後、藍ちゃんが私達の番号が書かれたテーブル

に来て「あ、さっきの写真の・・・」という感じで再び

対面。その日は挨拶だけでお別れとなりました。

「明日は藍ちゃんとゴルフ・・・」とペアリング前とは

また違った、喜びと緊張の入り混じった複雑な気持

ちで、パーティーの後、いつもの練習場へ直行しま

した。 

 そしてPro-Am当日。私達の組は9:10に10番ホー

ルからスタートだったのですが、私は早々と7:00に

は会場に着き、クラブハウスでの朝食もそこそこに

練習場へ。プロと同じ場所での練習で、見学に来

ていた友人から「Paula Creamerの隣でパッティング

してたね」と後で言われましたが、私には何のこと

やら。本当に猫に小判です。パッティングの他、前

日の練習で上手くいかなかった50ヤード前後のア

プローチの練習をひたすら行い「やっぱり駄目だ。

どうしよう」と緊張感は頂点に。しかし、集合場所に

行って説明を聞くと、何のことはない、アマチュア4
人とプロ１人の5人でのベストボール方式でした。つ

まり、5人全員が打ったボールの中から一番良い

ボールを選び、その位置から、全員次のボールを

打ち、また一番良いボールを選ぶという方式でし

た。これならば何も緊張することはない。私がミスを

しても、他の人がナイスショットをすれば、そこから

次の球が打てるわけです（実際に、ラフから打つこ

とはなく、また、パーオンするため、折角練習したア

プローチも出番なしでした）。 

 さて、本番。直前に藍ちゃんが登場し、挨拶を交

わしてスタートしましたが、とにかく礼儀正しい、明

るい、元気が良いというのが彼女の印象でした。誰

かが良いショットをすると「ナイスショット！」と声をか

けてくれて、フェアウェイからのナイスショットにはハ

イタッチ。グリーン上では、カップの前後からライン

を読んでくれて「カップ2個分、途中にあるカップ跡

の右をかするくらい」など、パターで場所を示しな

がらアドバイスをくれました。ミスショットの時は

「駄目でしたね」などと明るく笑いながら遠慮なく

駄目出し。英語も全く問題がないようで、私以外

の3人（全員米国人）とも楽しげに会話していた

ので、私たちの組は終始笑顔のリラックスした雰

囲気で進みました。藍ちゃんのショットは、素人

の私では「曲がらないし、距離も正確」ということ

くらいしか分からないのですが、あの正確さを

ずっと続けられる事がプロとアマチュアの大きな

違いなんだろうなと思いました。ちなみに、藍

ちゃんはショットもパットも打つのは必ず最後。私

がどんなショットを打ったとしても、後でリカバリー

をしてくれと思うと、緊張もなく、かえっていつもよ

り伸び伸びとプレーが出来ました。 

 コース内の移動は、藍ちゃんは徒歩で、アマ

チュアはカートが与えられていましたが、歩きた

ければ歩けるので、藍ちゃんと話す時間は存分

にありました。でも、実はあまり会話はしていませ

ん。次の日からが彼女にとっては本番なので、

フェアウェーを歩いている時もコース確認をして

いると思うと、あまり話しかけて邪魔をしてもいけ

ないと遠慮をしてしまいました（少し後悔）。そう

言いながら図々しく「終わった後にワンポイントで

もいいのでアドバイスよろしく」とちゃっかりお願

いしていたところ、私もお願いしたことすら忘れ

かけていた最終ホール、フェアウェーを歩いてい

る時に藍ちゃんからこちらに近づいてきてくれ

て、いくつかは褒められた後（社交辞令でも満

足）、きっちりと的確なワンポイント・アドバイスをく

れました。内容は私と藍ちゃんの秘密にしておき

ますが、わざわざアドバイスをしに来てくれるとい

う心遣いが嬉しくて、一気にファンの仲間入りを

してしまいました（妻は少し呆れています）。私達

の組の結果は、11ﾊﾞｰﾃﾞｨｰの61。ほとんどは、藍

ちゃんと、同じ組に居合わせた元PGAプロという

経歴を持つ米国人のボールが採用されていまし

たが、私のボールもいくつかは採用され、少しは

面目を保つことが出来ました。結局、この日は、

当初の不安や緊張はどこへやら、快晴の中、と

ても楽しい18ホールを過ごすことが出来ました。 

 翌日からのLPGAトーナメントは、雨天のため

順延を繰り返し、藍ちゃんにとっては本来4日目

（最終日）となる日曜日に、2日目の後半が行わ

れることになりました。当然、即席ファンの私は応

援に行き、ラウンド終了後に「Pro-Amではどうも」

と声をかけると、「あ、応援に来てくれたんです

ね。ありがとうございます」といった会話を交わ

し、「本当に感じの良い人だな」と感心しながら

も、ちゃっかり先日とったツーショットの写真にサ

インをもらいました（この写真は、大切に額に

飾っています）。この日も、ギャラリーへの対応は

とても丁寧で、とても好感が持てました。 

 このPro-Amに参戦するまで、私はゴルフ観戦

にあまり興味がなく、また、この期間中に何が行

われるかも知りませんでしたが、練習日やPro-
Amの日はホールの移動時など話しかけやすく、

写真やサインも気軽に応じてくれ（翌日からの

トーナメント中は写真はNG、サインをもらうのもラ

ウンドが終わってから）、何よりもプロの選手やプ

レーを間近で見ることができるので、とても充実

し た 楽 し い イ ベ ン ト で し た。皆 さ ん も、次 回

HoustonでLPGAが行われる時は、日本人選手

やお気に入りの選手に会いに、そして応援しに

足を運んでみてはいかがでしょうか。  

Pro-Am(プロアマ) 

参戦記 

村上 伸二 



10 Gulf    Stream Gulf    Stream 3 

ギリシア料理を食べたことがありますか？

日本ではあまり馴染みのないお料理です

が、ダイバーシティの進んだヒューストンに

は、様々な国の人が住み、各国のレストラン

が沢山あり、それらを楽しむ

のもここでの楽しみの一つ

です。ギリシア料理は、地中

海料理を基本に、世界3大

料理の一つであるトルコ料

理の影響を受けたお料理

です。特徴は、オリーブオイ

ル や ト マ ト、ナ ス、フ ェ タ

チ ー ズ（ギ リ シ ア の フ レ ッ

cules Plateをどうぞ。オーダー

後に渡されるカードが光ると出

来上がりの合図。カウンターに

取りに行くと、ポテトと共にお

皿いっぱいに積まれたお料理

に圧倒されるはず。とにかくど

のお料理も、ボリュームたっぷ

り。しかし、それに屈してはい

られません。サイドオーダーで

スパナコピタ（ほうれん草とフェタチーズをフィロ

生地というギリシアのパイ生地で包んだもの）を

追加しているはずですから。パリパリ、サクサ

ク、熱々のパイを口に運んでいると、いつの間

にか奪い合うように頬張るご自身に気がつくこと

でしょう。 

とてもカジュアルなお店で、お子さん連れで

も全く問題ありません。お店の元気で賑やかな

雰囲気は、店名のようにお客さんをニコニコに

させてくれます。美味しいお料理で幸せな時間

を過ごして下さい。     （Ikuko Murakami） 

 

価格帯：＄10～ 

営業時間：月-木 10am-10pm 
                  金土 10am-11pm、日 11am-9pm 

シュチーズ）を沢山使うこと、ま

た、名物のスブラキは焼鳥感覚

で頂けて、私達の舌にも合うも

のが多いようです。 

今回ご紹介するのは、そんな

ギリシア料理を気軽に味わえる

“Niko  Niko’s”。ギ リ シ ア 系 の

オーナーが経営し、ヒューストン

で30年近く営業を続けている人

気のカジュアルダイニングです。ギリシア系のク

ラスメートも一押しのギリシア料理店です。お店

に入る前にまず、駐車場確保に苦労し、やっと

お店に入るとカウンターのオーダーの行列に驚

かされます。とは言え、店員さんも慣れたもの、5
分程度で順番が回ってきますのでご安心を。

オーダーを考えるには丁度

良い時間です。 

お薦めは、サンドイッチ類。

ピタパン（丸くて平たいパン）

に グ リ ル さ れ た 牛 肉 や 羊

肉、野菜を挟んで頂きます。

具材が沢山あるので迷って

しまう方は、全部乗せとでも

言うのでしょうか、The Her-

レ ス ト ラ ン 紹 介 
Vol. 5 

Niko Niko’sNiko Niko’sNiko Niko’s   

2520 Montrose  Houston, TX  77006 
713-528-4946 

 

 皆様、こんにちは。Satake USA, Inc.駐在員の

樽谷と申します。初めに断っておきたいのです

が、かなり気軽にこの駐在員日記を引き受けてし

まいましたので・・・“サラっ”と読んで頂ければ有

り難いです。 

 さて、赴任してから“あっ”という間に5年が経過

しました。本当に“あっ”という間です。それ程、

駐在員としての日々が充実していたのだと、自

分勝手にポジティブな解釈をしている今日この

頃です。 

 折角の機会なので、弊社について少し説明致

します。弊社名（サタケ）を聞いたことがない方が

殆どかと思われますが、実は日常生活に身近な

会社です。皆様が毎日食されている？お米の殆

どは、弊社の機械を通して商品化されたもので

す。また、お米だけではなく、コーン、小麦、ナッ

るでそこは日本。“やはり、日本人は日本

語、日本食、日本文化だよな”と、またいつも

の自分勝手な解釈でのポジティブ精神。

困ったものです。独身貴族にとって、休日は

家事掃除洗濯と、もっとも忙しい時間。それ

でも、赴任して始めたゴルフには嵌まってい

ます。 ゴルフを始める前は、ソフトテニスを

長年やってきた私は、”ただ単に止まってい

るボールを打つだけの、なんて単純なス

ポーツだろう！”と考えていました。しかし単

純でありながら、やればやるほど難しさを感

じるところに今惹かれています。また、ゴルフ

を始めてから、今までよりも自分自身の精神

を安定＆集中させる能力がアップしたので

は？と、これまた自己解釈でのポジティブ思

考。そして、赴任してルールを覚えたアメリカ

ン・フットボール。 勿論、Texansファンの一

人です。 今シーズンこそはプレーオフまで

進出できるのではないかと期待を寄せなが

ら、テレビ中継が見られない時はラジオ中継

を聞くという、まあある意味で豚感染状態で

す。おっと、豚ではなく、Texansのマスコット

は雄牛ですね。訂正致します。すみません。

そして楽しくこの日記を書いていると、お隣さ

んに“あんたがこのチームはええ成績を残

すって言うたら最下位かブービーなんじゃけ

～”とおおけぇ声の広島弁で

言われちゃいました。あくま

でも私が良い成績を残すと

予想したのは、広島カープ

ですので… 

米国三菱商事会社 

稲森 太郎  

第五回 

第一回 

連 載 

Satake USA, Inc. 樽谷 道昭 

ツ等の多くが弊社の機械を通っています。正

直なところ私自身もお米などを食べる際に「こ

の一粒一粒が弊社の機械を通して生産された

ものなのか～」と実感したことは殆どないので

すが… まったく困った社員です。しかし「会

社組織としては少し変った人材も必要かも」

と、これまた自分の存在をポジティブ化して考

えています。 

 私は本社（広島県）に就職して2年足らずで

駐在員としてHoustonに赴任、赴任した当初は

何もかもが不安でしたが、それ以上に、“会社

で選ばれた人なのだから”と変な勘違いをして

いました。今思えば、なんて愚かだったのだろ

うと感じますが、当時はそんな思い違いをする

と同時に「アメリカは実力社会だ」という想像に

とりつかれ、横柄な態度を取っていました。そ

の間違いに気付いたのは、こちらで働いてい

る先輩方の姿を見た時でした。胡麻摺りでもな

んでもないのですが、駐在員としてHoustonに

赴任して来なければ、私はどんな人間になっ

ていたのだろうと思うと背筋がゾッとします。

Houstonに赴任後、日本に一時帰国した際

に、友人から“別人みたい”と言われたぐらい

です。もしかすると、地黒の上にHoustonで日

焼けした姿のことを言っていたのかものかも知

れませんが… 。 

 さて、独身貴族である私ですが、赴任して来

た当初は折角アメリカ生活という機会を与えら

れたのだから、英語は必ず身に付けようと、日

本語のテレビやウェブは見ないと心に決めた

つもりでした。しかし最近は、自宅に戻ればま

その後サンタクロース登場。突然のことに子ど

もたちはびっくりの大喜び！ペットボトルで

作った楽器で“あわてんぼうのサンタクロース”

を歌いちょっぴり早めのクリスマスを祝いまし

た。 

次回開催予定：「あそぼーかい」 

 １月１４日（木） １０時３０分～ 幼児向け 

 １月２２日（金） １４時～ 大きい子向け 

「読み聞かせの会」  
   １２月１２日（土）三水会センターにて 
 「うさこちゃんひこうきにのる」  

作絵・デイックブルーナー 訳いしいももこ 

福音館書店  

 「きゅっきゅっきゅっ」  

作・林明子 絵・林明子 福音館書店  

 「だるまさんが」 作・かがくいひろし 絵・かが

くいひろし ブロンズ新社  

 「ねずみくんのちょっき」   

  作・なかえよしを 絵・上野紀子 ポプラ社  

 「どろんこハリー」 作・ジーンジオン 絵・

マーガレットグレアム  福音館書店 

 「まどから おくりもの」  

  作・五味太郎 絵・五味太郎 偕成社  

 この度、ピーカンキッズ「読み聞かせの

会」は伊藤忠記念財団が実施している

「子ども文庫助成事業」の一つ“子どもの

本１００冊助成”に応募し、総数５７件（海

外応募６件）の中から見事小学校低学年

部門で助成を獲得することが出来ました。 

１００冊の絵本が三水会センターに並ぶの

はもう少し先になりますが、嬉しいこの

ニュースを皆様にお知らせ致します。 

 
※伊藤忠記念財団は「青少年の健全育成」を

目的として、昭和４９年（１９７４年）に伊藤忠商

事によって設立された民間の公益法人です。

以来、３０年間に亘り「子ども文庫活動に対す

る助成」、「児童館（東京小中学生センター）の

運営」並びに「野外教育（キャンプ）活動」等の

事業活動を行っている財団です。 

を頂きました 

 次回開催予定： 「読み聞かせの会」 
   １月２３日（土）・ ２月１３日（土）・ ３月 ６日(土)  

   １０：３０～３歳以上 １１：００～３歳未満 

三水会センター 

 図書館だより 

 

 ～ 本を寄付してください！～ 

会社やご自宅に読み終えて積まれたままになった

本、処分してもいい雑誌や絵本などがありませんか？  

三水会センター図書館では、そんな本や雑誌の寄付を

いつでも受け付けています。何年か前に買われた本、

少々表紙などが痛んでいる雑誌、既に図書館に置いて

あるのと同じ絵本や図鑑などなど、何でも大歓迎で

す。 

寄付して頂いた本は貸出用として使うほか、重複して

いる本などは、婦人部委員会主催の古本市などで活用

させて頂きます。 

お気軽に三水会センター図書館にご寄付ください！ 

 

   ～古本市のお知らせ～ 

毎年恒例の婦人部委員会主催の古本市が2月に実施さ 

れます。実施日・場所は次の通りですので、ご興味の 

ある方は是非お立ち寄り下さい。 

★実施日；2010年2月13日（土） 

      午前9時～午後3時30分 

★場所：ヒューストン日本語補習校 

（今月は会員名簿改訂作業に伴い、

多数の交替連絡等を頂いたため、ガ

ルフ紙面への掲載ではなく別紙折込

みと致しました。ご了承下さい。） 

会 員 消 息会 員 消 息  

「あそぼーかい」にサンタ現る・・・！！ 
１２月１５日（火）の「あそぼーかい」は、ホリデー

シーズンに合わせクリスマスやお正月にちなんだ

遊びで楽しみました。すっかりお馴染みになった

「あそぼーかい」テーマソングで始まり、続くエプ

ロンシアターでは

子どもたちと一緒

に フ ル ー ツ パ

フェ作り。それで

はお正月気分も

と、歌に合わせて

凧 揚 げ、こ ま 回

し、羽根突きもし

て遊びました。 

活動報告活動報告活動報告   

婦人部だより 

＜1月の予定＞       
   20日（水）：婦人部委員会  於三水会センター 午前9時半～ 

   22日（金）：ガルフ編集委員会  於 JOGMEC  正午～ 

 27日（水）：常任委員会 ・講演会   於 Four Seasons Hotel  

        午前11時半～午後4時 

  （講演会の詳細は議事録「企画・調査委員会」報告を参照） 

＜２月の予定＞ 
   13日（土）：婦人部委員会主催「古本市」於補習校（Westchester校） 

        午前9時～午後3時半  

   19日（金）：ガルフ編集委員会   於 JOGMEC  正午～ 

 24日（水）：理事委員会   於 住友商事社 午前11時半～ 

＜3月の予定＞ 
     3日（水）：総領事館・婦人部委員会共催「クラシックコンサート」 

          於 総領事公邸   

   19日（金）：ガルフ編集委員会   於 JOGMEC  正午～ 

   24日（水）：理事委員会            於 住友商事社 午前11時半～ 

          （詳細については事務局まで！） 

 



*Barkley L. Hendricks: Birth of the Cool  Jan 30 – 
Apr 18 

*Perspectives 169: Odili Donald Odita   Feb 12 – 
May 2 

<Houston Museum of Natural Science> 
(One Hermann Circle Drive 713-639-4629 
www.hmns.org) 

*Spirits & Headhunters: Vanishing Worlds of the 
Amazon  – Feb 28 

*Faberge: Imperial Jeweler to the Tsars: - Apr 4 
*Magic: The Science of Wonder  Feb 26 – Sep 6 

<The Menil Collection> 
(1515 Sul Ross 713-525-9400 www.menil.org  
入場無料 Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm) 

*Body in Fragments   – Feb 28 
*Cy Twombly: Treatise on the Veil:   
*Maurizio Cattelan  Feb 12 – Aug 15 
*Leaps into the Void: Documents of Nouveau Re-

alist Performance  Mar 19 – Aug 8 

NBA @ Toyota Center (www.nba.com/rockets) 
Jan 18(Mon) 2:00pm Houston Rockets  
               vs. Milwaukee 
Jan 23(Sat) 7:30pm       vs. Chicago 
Jan 25(Mon) 7:30pm    vs. Atlanta 
Jan 27(Wed) 7:30pm      vs. Denver 
Jan 29(Fri) 7:30pm  vs. Portland 
Jan 31(Sun) 6:00pm  vs. Phoenix 
Feb 2(Tue) 7:30pm  vs. Golden State 
Feb 6(Sat) 7:30pm  vs. Philadelphia 

AHL @ Toyota Center (www.aeros.com) 
Jan 16(Sat) 7:35pm Houston Aeros  
                vs. Toronto Marlies 
Feb 1(Mon) 7:05pm   vs. Abbotsford Heat 
Feb 3(Wed) 7:05pm   vs. Peoria Rivermen 
Feb 12(Fri) 7:35pm   vs. Grand Rapids Griiffins 
Feb 13(Sat) 7:35pm   vs. Grand Rapids Griiffins 
Feb 14(Sun) 4:05pm  vs. Chicago Wolves 

Jan 17 Chevron Houston Marathon   
毎年恒例のヒューストンマラソン。今年こそ参加して

みませんか？詳しくは： 
http://www.chevronhoustonmarathon.com/ 

Jan 18 San Antonio Martian Luther King Jr. Pa-
rade in San Antonio.  

1960年代に有色人種の人権保護のために命をか

けて活躍したキング氏。そんな偉大な方の誕生日を

祝してみませんか？ The march: 10 a.m. at the MLK 
Freedom Bridge (3500 MLK Drive and at Pittman-
Sullivan Park, 1101 Iowa) 
http://www.sanantonio.gov/mlk/ 

Feb 5-16 99th Mardi Gras in Downtown Galveston  
今年もテキサス本場のマーディグラがガルベストン

で行われます。大規模なお祭りなのでお気をつけて

お出かけください。入場料:無料, Parking $10 -15/
day www.mardigrasgalveston.com 

Feb 11-14 Mardi Gras in Port Arthur  
$5-10 Children under 12 are free. ネットで前売り券も

格安販売しています。マーディグラといえばNew 
OrleansやGalvestonが有名ですがHoustonの東約1
時間ほどのところにあるPort Arthurでも開催されま

す。子供から大人まで楽しめますので是非お出かけ

になってみてください。 

http://www.portarthur.com/mardigras/ 
Feb 20  Asian Festival  @ Institute of Texan Cul-

tures at UTSA (801 S. Bowie at HemisFair Plaza 
San Antonio, TX) 210-459-2269  入場料(前売

り)Adults(13+)$8, Children(3-12)$4, Children (0-
2) FREE, Seniors (65+) Military with ID $4。前売

りチケットは1月より受付開始。 
www.texancultures.utsa.edu/

Feb 23, 8pm: Henry Rollins - Spoken Word 
Feb 26, 8:30pm: Keb' Mo' 
Feb 27, 9pm: Matt Hires 

McGonigel’s Mucky Duck 713-528-5999 
Jan 15, 7:30pm: Suzanna Choffel  
Jan 16, 7 & 9:30pm: Ian Moore 
Jan 21, 7:30pm: Willy Porter 
Feb 13, 7 & 9:30pm: Chris Smither 

(Others) 
Jones Hall (Houston Symphony), Tickets 713-
224-7575 

Feb 25, 7:30pm: Frankie Valli and the Four Seasons 
Feb 26 & 27, 8pm & Feb 28, 7:30pm: Michael 

Cavanaugh Sings Billy Joel and More 
Feb 27, 10am & 11:30am: Beauty and the Beast 

Theatre LaB Houston (1706 Alamo) 713-868-
7516 www.theaterlabhouston.com  

•The Honeymoon Period is Officially Over (Jan. 
12~17) 

Wortham Theater Center—Brown Theater (501 
Texas) 713-226-6737 
www.houstongrandopera.org 

•Puccini’s Tosca (Jan. 22~Feb. 7) 
•Britten’s The Turn of the Screw (Jan.29~Feb.13) 

Theatre Southwest (8944-A Clarkcrest) 713-661-
9505 www.theatresouthwest.org 

•Wonder of the World (~Jan. 23) 
Main Street Theater—Chelsea Market (4617 
Montrose) 713-524-6706 
www.mainstreettheater.com  

•Master Class (~Jan. 24) 
Lambert Hall (1703 Heights Blvd.) 713-861-5303 
www.operaintheheights.org  

•Un Ballo in Maschera (Jan 28-30, Feb. 4-6) 
Company OnStage (536 Westbury Sq.) 713-726-
1219 www.companyonstage.org  

•Thunder Rock (Jan. 15~Feb 20) 
•Snow White & the Seven Dwarfs (Jan.16~Feb. 20)  

Hobby Center—Zilkha Hall (800 Bagby) 713-
315-2525 www.fpatheatre.com 

•The Screwtape Letters (Jan. 28~31) 
Ensemble Theatre (3535 Main) 713-520-0055 
www.ensemblehouston.org  

•American Menu (Jan 30~Feb 28) 

<The Museum of Fine Arts Houston>  
(713-639-7300 visitorservices@mfah.org 
www.mfah.org 木曜は入場無料) 

@Audrey Jones Beck Building 
*Joaquin Torres-Garcia : Paintings in Houston 
Collections – Jan 18 

*Prendergast in Italy  Feb14 – May 9 
*Sargent and the Sea  Feb 14 – May 23 
*Houston’s Sargents  Feb 14 – May 9 
*Ruptures and Continuities: Photography Made 
after 1960 from the MFAH Collection 

 Feb 21 – May 9 
@Caroline Wiess Law Building 

*Your Bright Future: 12 Contemporary Artists 
from Korea:  – Feb 14 

*Collecting the Past: 25 Years of documenting 
Museum History: - Jan 24 

*Recent Accessions in Design.   – Feb 21 
<Contemporary Arts Museum Houston> 

(5216 Montrose Blvd 713-284-8250 
www.camh.org 入場無料) 

*Matthew Day Jackson: The Immeasurable Dis-
tance:  – Jan 17 

*Perspectives 168: Anna Krachey, Jessica Mallios, 
and Adam Schreiber – Feb 7 

Gulf    Stream 11 

１月－１月－１月－333月イベント月イベント月イベント   

ミュージックミュージック  

スポーツスポーツ  

美美  術術  

その他その他  

(Rock & Pop) 
Continental Club 713-529-9899 

Feb 6, 9:30pm: Drew Smith 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Jan 15, 8pm: Super Diamond (CANCELLED) 
Jan 16, 9pm: Led Zeppelin 2 
Jan 24, 8pm: The Anvil Experience 
Jan 27, 8pm: Dexter Romweber & Exene Cer-
venka in the Bronze Peacock Room 

Feb 6, 7:30pm: Theory Of A Deadman with spe-
cial guests Halestorm, Adelitas Way, and Taking 
Dawn 

Feb 16, 7pm: Cowboy Mouth 
Feb 24, 8pm: Yes  

Toyota Center 713-758-7200 
Mar 6, 8pm: John Mayer with Michael Franti & 

Spearhead 
Mar 18, 7pm: Muse with Silversun Pickups 

Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Jan 29, 7pm: The American Carnage Tour Feat: 

Slayer and Megadeth with Testament 
Feb 12, 8pm: Jim Gaffigan 

(Metal) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Jan 26, 7pm: Five Finger Death Punch with spe-
cial guests Shadows Fall, Throwdown, 2 Cents 

(Ska, Punk) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Jan 29, 8pm: Badfish - A Tribute to Sublime with 
special guests Scotty Don't & Full Service 

Feb 10, 7pm: Flogging Molly Green 17 Tour 
(Hip Hop) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Feb 2, 8pm: Timbaland & Jay Sean 
Feb 25,  8pm: Rebelution with special  guests 

SOJA & Zion I 
Toyota Center 713-758-7200 

Feb 22, 7pm: Jay-Z with Young Jeezy 
(Latin and Reggae) 
Continental Club 713-529-9899 

Jan 30, 11pm: D.R.U.M. 
Scott Gertner’s Sky Bar Grill 713-520-9688 

Every Thurs, : Salsa Ladies Night <Ladies: Free> 
(Soul, Jazz and Blues) 
Continental Club 713-529-9899 

Jan 16, 10pm: Ezra Charles 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Feb 19, 8:30pm: Reckless Kelly 
Scott Gertner’s Sky Bar Grill 713-520-9688 

Every Wed, 5:30pm: Jazz After Work Escape 
<Ladies: Free> 

Every Fri, 9pm: The Best Adult Happy Hour Party 
Every Sat, 9:45pm: With Scott Gertner Band  

(Classic) 
Jones Hall (Houston Symphony), Tickets 713-
224-7575 

Jan 15-17, 2:30pm: Rhapsody in Blue 
Jan 21 & 23, 8pm and Jan 24, 2:30pm & 7:30pm: 

The Planets - An HD Odyssey 
Feb 5-6, 8pm, 7, 7:30pm: Red Carpet Oscar Party 
Feb 19 & 20, 8pm and Feb 21, 2:30pm: Beetho-

ven's Pastoral Symphony 
Stude Concert Hall (Rice University) 713-348-
5400 

Jan 18, 8pm: Eighth Blackbird 
Feb 20, 8pm: Eroica Trio 

(Singer-songwriter) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

劇劇  場場  

Gulf    Stream 2 

日  時： 平成21年12月16日（水）11：30am～1：15pm 
場  所： 住友商事社 会議室 
出席者： 名誉会長、名誉会員、理事委員（15名）、正会員（3 
     名）、事務局長 
欠席者： 理事委員（会長委任4名、代理人委任2名） 
司  会： 森晋介幹事 
１．商工会会長連絡事項（渡辺龍二会長） 

渡辺会長より、2月に予定されている若田光一宇宙飛行士の帰

還報告講演会につき、補習校と共催するかなど詳細を教育委

員長と企画調査委員長で検討するよう依頼があった。 
２．総領事館連絡事項（大澤勉総領事） 
 大澤総領事より下記について連絡があった。 
 ＊新年会開催について（既に総領事館より招待状発送済み） 
  開催日時・場所：2010年1月14日（木）正午～午後2時  

  於 総領事公邸 
３．テキサス州六者交流会最終収支報告（折橋中特命理事） 

11月6日・7日に当地で開催されたテキサス州六者交流会の収支

内訳につき、収入は115名分の参加費 $5,750と55名分のゴルフ

コンペ参加費 $5,500の計 $11,250、支出はNASA見学・懇親

会・雑費で$11,550.54、ゴルフコンペ費として $5,267.67の計 
$16,818.21となった。よって、当初赤字見込予算の $6,000に対

して実績赤字が$5,568.21となり予算内に収まった。 
４．商工会事務職員の評価について（森晋介幹事） 
 森幹事より事務局長の行動評価に関する説明と下記の提案が出 

 された。 
 ＜事務局長に関する定義＞定款第五条第一項「事務局長」を元   

  に事務局長の任命や職務活動に関する説明。 
 ＜事務局長の報酬額の決定について＞事務局長の報酬額につい  

  てはその額の決定方法に定めがなく、予算決定のプロセスで 

  支出項目の一つとして決定されている状況から、行動評価に 

  基づく査定がなされた上で額の決定をすべきと考える。そこ 

  で、①事務局長の業務は業務全般に渡るため、その行動評価 

  については常任委員全員の意見を集約して評価するところで 

  はあるが、実務の観点から事務局長と協働する頻度の高い理 

  事委員を評価主体とし実施したい。②行動評価の手法につい 

  ては、事務局長が策定する「年間行動計画」に基づいて理事 

  委員全員のアンケートを収集し最終評価とし、それをもとに 

  理事委員会で査定を行い報酬額の案を常任委員会に諮り決定 

  する。③行動評価年間スケジュールとして、11月度理事委員 

  会で事務局長が「年間行動計画」を説明。翌年8月15日まで 

  に提出された事務局長の自己評価を元に、9月中旬頃までに 

  幹事が理事委員会のアンケート収集し、最終評価として取り 

  まとめる。その後、理事委員会にて最終評価に基づく査定を 

  実施し、10月度常任委員会にて報酬額を決定する。図書事務 

  員の報酬額決定プロセス・行動評価については事務局長のも 

  のに準じる。 
 ＜結論＞上記提案が理事委員会で承認された。 
５．委員会・部会・行事関連絡事項 
 ①企画調査委員会（木村誠企画調査委員長） 
 ＊「事務所・店舗・工場用地リース契約見直しについて～商業 

  用不動産市況の下落を受けて（仮）」講演会開催について 
   開催日時：2010年1月27日（水）午後1時45分～3時45分 

                  （常任委員会終了後） 
   開催場所：Four Seasons Hotel  
   講師：荒谷仁志氏（米国ジョーンズ・ラング・ラサール社 

       Senior Vice President, Head of Japan Desk） 

  詳細は後日商工会事務局よりイーメールにて連絡予定。 
 ②婦人部委員会（渡辺のぞみ婦人部委員長） 
 ＊12月4日（金）美術館ツアーの報告 
  ヒューストン美術館（The Museum of Fine Arts, Houston）のツア 

  ーを予定していたが、当日の雪のため中止となった。改めて美 

  術館関係者と別の日程でのツアーを検討中。 
 ＊Donation for CPS Kidsへの寄付活動の報告 
  婦人部活動の一つとして過去20年以上続けてきたフードドネー 

  ションに代わるものとして、今年度はハリスカウンティー児童 

  保護サービスのBEAR Room に対する寄付活動を行うこととなっ 

  た。11月24日から12月12日にかけて三水会センターと補習校校 

  舎で寄付・募金の呼びかけを行い、最終的に洋服約800枚、生活 

  用品が段ボール箱4箱分、玩具が8箱分、そして募金が$500集ま 

  った。これを12月14日（月）にBEAR Room へ搬入した。 
 ＊2010年3月3日（水）公邸コンサートの進行状況 
  毎年好例の商工会・総領事館共催ミニクラシックコンサートを 

  本年度も開催することが決定。総領事公邸を会場としてご提供 

  頂く。今回はガルフストリーム12月号に取り上げられたOpera in 
   the Heightsの戸田光彦氏の演奏を予定。 

６．事務局連絡事項（ライブロック祐子事務局長） 
 ①会員消息（折込別紙参照） 

②会員配偶者連絡網登録希望調査について 
昨年度、イーメールによる会員配偶者連絡網を構築し主に婦人

部委員会企画の行事開催案内等に利用してきたが、これまで会

員の交代等に伴う配偶者連絡網改訂が十分になされていなかっ

た。年明けから婦人部委員会の行事がいくつか企画されている

ため、商工会会員を通して配偶者連絡網改訂作業の協力をお願

いする。作業については後日事務局よりイーメールにて連絡。 
③伊藤忠記念財団図書100冊助成決定報告 

今年7月にピーカンキッズ「読み聞かせの会」グループが応募

していた「平成21年度子どもの本100冊助成（20万円相当）」

につき、12月に正式に助成決定の連絡が同財団から届いた。全

ての図書受領後、ガルフストリームで詳細の紹介をする予定。 
７．その他 

①強盗事件について（森晋介幹事） 
12月15日に商工会会員配偶者が立ち寄ったガソリンスタンドで

強盗に遭い所持品を取られる被害があった。場所や時間などの

詳細が分かり次第、事務局から理事委員へ報告をする。 

②帰国に伴う幹事の後任選出について（森晋介幹事） 
来年1月下旬に帰国に伴い、幹事の後任を選出する必要があ

る。定款第四条第三項「役員の欠員」により、理事委員会の過

半数で承認された新幹事を次の常任委員会で過半数の常任委員

の承認によって追認されることが条件となっているため、来年

1月下旬の常任委員会までに、選出された後任候補者を理事委

員の承認をイーメールベースで得ることとする。 
 ③邦人宇宙飛行士打ち上げに関する連絡（三宅正純特命理事） 

12月20日の野口宇宙飛行士に続き、3月18日には山崎直子宇宙

飛行士の打ち上げが予定されている。特に山崎宇宙飛行士の搭

乗するスペースシャトル打ち上げは、アメリカでの最後のもの

となるため、JAXAではテキサスの邦人団体所属の関係者への

招待を検討中。詳細案内は商工会事務局を通じ連絡の予定。 
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 スポーツ分野では、アストロズの松井稼頭央選手が、イチロー及び松

井秀喜選手に続き、日米通算２千本安打を８月に達成し、日本の名球

会の一員となりました。また、文化関係では、辻井伸行氏が、６月に

フォートワースで開催されたヴァン・クライバーン国際ピアノコンクール

で優勝しました。ヒューストンのオペラ・イン・ザ・ハイツでは、日本人が

アシスタント・コンダクターを務めるほか、ヒューストン・バレーでは、日

本人のバレリーナが活躍しています。「雷太鼓」による和太鼓ショーは、

ヒューストン以外でも有名です。この他にも、州内の大学・研究機関・病

院等を含め、多くの日本人が様々な場で重要な役割を果たしていま

す。ビジネス分野においても、多くの日系企業が様々な社会貢献活動

に従事していることは、言うまでもありません。 

 本年も、米国の中でのテキサス州、そしてテキサス州にて活躍する日

本人に注目が集まると思われます。我々も、当地における日米関係の

更なる増進に努めるとともに、日本に対してテキサス州及びヒューストン

市の重要性を一層強く訴えていきたいと思います。 

 昨年は、２月のハーマンパーク日本庭園改修を祝う植樹祭、４月の

ジャパンフェスティバル、９月のテキサス会や山崎宇宙飛行士の講演

会、９月末のピクニック、１１月のヒューストンでの六者交流会など、全て

のイベントを無事成功裏に終えることができました。本年も、日系諸団

体の協力の下、盛り沢山の行事が予定されております。総領事館とし

て、これら行事の成功に向けて積極的に支援・協力していくことをお約

束し、私の新年の挨拶とさせて頂きます。 
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ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

ひとこと：“The Departed”や“The Aviator”の

マ ー テ ィ ン・ス コ セ ッ シ 監 督 が“Misty 
River”を書いたD．ルヘインのミステリー小

説を映画化。これがディカプリオとの4作目

とな る。ブ ラッ ド・ピットや マ ーク・ウ ォ ル

バーグも出演を希望したといわれるこの映

画、ファンの期待に答えられるか。 
 

COP  OUT     
2月26日（全国）★☆☆（コメディー） 
出演：ブルース・ウィルス、トレイシー・モーガ 

 ン、アナ・デ・ラ・レゲラ、他 
あらすじ：1952年製の野球カードが盗まれ

た。盗難カードの行方を捜査するベテラン

刑事（ウィルスとモーガン）は、偶然に車の

トランクに閉じ込められていたメキシコ人女

性（レゲラ）を救出する。それをきっかけ

に、カードコレクターのギャングのボスが率

いる組織の麻薬取引などやっかいな事件

に巻き込まれていく。 

ひとこと：ウィルスとモーガンのペアによるコメ

ディーが新鮮。 
 
EDGE OF DARKNESS    
1月29日（全国）★★☆（スリラー） 
出演：メル・ギブソン、ボヤナ・ノヴァコヴィッ

チ、他 
あらすじ：ボストン警察殺人課の刑事トーマ

ス・クレーヴァン（ギブソン）は、久しぶりに再

会する一人娘のエマ（ノヴァコヴィッチ）を迎

えに空港へ行く。すっかり美しい女性に成

長したエマとトーマスが自宅へ戻ってきた

途端、何者かが家に押し入りエマが殺害さ

れる。トーマスを恨む者の犯行と思われた

が、この事件に不審を抱くトーマスは独自

に捜査を進めていくうちに、エマがある危険

な活動に関わっていることが判明する。彼

女の隠された私生活とそこから繋がってい

く黒い影を追うため、トーマスの孤独な戦い

が始まる。 
ひとこと：1985年に英国で人気を博したテレ

ビドラマの映画化。飲酒運転、人種差別発

言などで問題を起こしたギブソンが2002年

製作の“Signs”以来の久々の主演作品とな

る。 
 
DEAR JOHN     
2月5日（全国）★☆☆（ドラマ） 
出演：チャニング・テイタム、アマンダ・セイフ

ライド、ヘンリー・トーマス、他 
あらすじ：ある夏の日、休暇中の軍人ジョン

（テイタム）と大学に通うサバンナ（セイフラ

イド）は、海岸で偶然知り合い恋に落ちる。

サバンナと結婚の約束を交わしたジョンだ

が、9/11事件の際に軍に留まることを決意

し、二人は悲しい別れを迎える。数年後、

父危篤の知らせで戻ってきたジョンは、サ

バンナがティム（トーマス）と結婚したこと、

そしてティムが重い病で死の床についてい

ることを知った。そんなティムから大事な話

CREATION   
1月22日（限定）★★☆（海外／ドラマ） 
出演：ポール・ベタニー、ジェニファー・コネ

リー、マーサ・ウェスト、他 
あらすじ：博物学者ダーウィン（ベタニー）は、

信仰心の厚い妻エマ（コネリー）と子ども達

とともに英国の小さな村に住み、自然科学

の研究に没頭していた。そんなある日、娘

アニーが病にかかり、家族の必死の祈りも

むなしくあっけなく命を落とす。娘の死を

きっかけに、ダーウィンは生物の死が自然

現象の一つであり神とは無関係だと確信す

るが、妻が信じる信仰と自分が信じる科学

の狭間で悩み苦しむ。 
ひとこと：ダーウィンやその家族が残した手紙

や日記をもとに、ダーウィンの子孫にあたる

ランダル・ケインズが出版した本“Annie’s 
Box:”をもとに作られたイギリスの作品。

ダーウィンとその妻を演ずるベタニーとコネ

リーは実生活でも夫婦である。 
 

FROM PARIS WITH LOVE    
2月5日（全国）★☆☆（アクション）  

出演：ジョン・トラヴォルタ、ジョナサン・レイズ・

マイヤーズ、他 
あらすじ：パリのアメリカ大使館に勤務する若

手職員リチャード（マイヤーズ）は、テロリス

トを追ってパリに着いたFBIエージェントの

チャーリー（トラヴォルタ）と行動するよう命

ぜられる。やり手のチャーリーは、専門外の

任務に戸惑うリチャードを命がけのテロリス

ト追跡捜査に引きずり込んでいく。 
ひとこと：スキンヘッドに黒々とした口ひげを

蓄えたトラヴォルタは、“The Taking of Pel-
ham 1 2 3”の悪役ライダーよりももっと悪そ

うな風貌でFBIエージェントを演じる。 
 

SHUTTER ISLAND    
2月19日（全国）★☆☆（スリラー） 
出演：レオナルド・ディカプリオ、マーク・ラファ 

 ロ、エミリー・モーティマー、他 
あらすじ：1954年の冬、精神を病む犯罪者を

収容する孤島シャッター・アイランドの病院

で女性患者レイチェル（モーティマー）が行

方不明になる事件が発生した。連邦保安

官のテディ（ディカプリオ）とチャック（ラファ

ロ）はその捜査のため、孤島の病院に赴く。

捜査を続けるうちレイチェルらしき女性が見

つかり失踪事件が解決するかにみえたが、

ハリケーンの影響で本土と連絡が途絶えた

この孤島で更に不可解な事が起こり始め

る。 

があると連絡が入り…。 
ひとこと：“ET”のヘンリー・トーマスがティム

役で出演。テイタムやセイフライドに比べ

ると、どうしても年齢差を感じてしまうのだ

が…。ジョンの父親役のリチャード・ジェン

キンスが脇役でいい演技をしている。 
 
MY NAME IS KHAN    
2月12日（限定）★☆☆（ドラマ） 
出演：シャー・ルク・カーン、カージョル、他 
あらすじ：イスラム教徒でアメリカに移民して

きたカーン（カーン）は、サンフランシスコ

でマンディラ（カージョル）と出会い結婚す

る。9/11テロ事件が起きてから、アメリカに

住むイスラム教徒への迫害が日増しに高

まる中、カーンはアメリカを縦断し大統領

に会って自分達がテロリストではないこと

を伝えることを決意する。 
 
    

編  集  後  記 
 
 2010年は干支で庚寅（かのえとら）。英語

ではThe year of  Tiger 。十二支と陰陽五

行 説 か ら Metal  Tiger と 呼 ぶ よ う で す

(Wikipediaより抜粋)。 

 2010年宇宙の旅（邦題）原題 「2010: The 
Year We Make Contact」）1984年製作のア

メリカ映画がありますが、もうその年になっ

たと感慨を新たにしています。 

 2009年1月はオバマ大統領の就任で明

けました。 

 今年も良いニュースや楽しい話題が誌面

を埋めるような年となることを祈念していま

す。 

読者の皆さまからの記事の投稿をお待ちし

ています。 

 連絡・問い合わせ先： 編集部 Tel:281-
493-1512, e-mail kiji@JBAHouston.org 
 

中水 勝 
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 皆様、新年明けましておめでとうございます。年頭に当たり、本年が皆

様にとりまして良い年となることをお祈り申し上げます。また、総領事館

館員一同、本年も職務に全力で邁進していく所存ですので、どうぞよろ

しくお願い致します。 

  私が２００７年９月に在ヒューストン日本国総領事として当地に着任して

から、早くも２年以上が経ちました。この間、私は、総領事館のある

ヒューストンを中心に活動しつつも、これまでオースチン、ダラス、フォー

トワース、サンアントニオ、エルパソ、ラボック、オクラホマシティ等を訪問

し、当地と日本の結びつきの強化を図るとともに、在留邦人の皆様が安

全に安心して生活して頂ける環境の整備に尽力して参りました。訪問し

たいずれの地においても、在留邦人の方々がしっかりと地域に根を下

ろし、日米交流のために積極的に活動している様子が窺われ、大変心

強く感じました。こうした皆様のご努力に改めて深く敬意を表します。 

 思い返せば、昨年は日米両国において、政権交代を含め、様々な出

来事が起きた年でした。米国では、２００８年９月のリーマン・ショックに端

を発する金融危機が世界中に広がる中、１月にオバマ新大統領が就任

しましたが、その後もなかなか景気は回復せず、代表的自動車企業で

あるクライスラーやＧＭの破綻に至りました。４月以降、新型インフルエ

ンザが広がるようなこともありました。現在、米国経済は、政府による経

済対策の効果もあって、景気の緩やかな回復が報じられていますが、

依然予断を許さない状況にあります。 

 一方、テキサス州は、このような米国全体の景気後退の影響を比較的

免れています。失業率は３４ヶ月も続けて全米平均を下回っており、住

宅の差し押さえ率が最も低い州の一つにもなっています。経済雑誌で

は、最もビジネスに適した州と評価されており、実際にフォーチューン５

００企業のうちテキサス州に本拠を置く企業数は６４社と、全米一を誇り

ます。カリフォルニア州において経済の低迷が続くのと対照的に、テキ

サス・トライアングルを中心に人口増加を続け、更なる成長を覗うテキサ

ス州の姿を見て、「テキサスの時代」の到来を予言する声もあるほどで

す。 

 こうした中、ここテキサス州において多くの日本人が活躍していること

は頼もしい限りです。宇宙分野においては、若田光一宇宙飛行士が、

昨年３月から７月までの約４ヶ月間、日本人初の長期滞在クルーとして

国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に滞在し、その間、日本実験棟「きぼう」を

完成させました。１２月には野口聡一宇宙飛行士の搭乗するソユーズが

打ち上げられ、ＩＳＳにおける約半年間の長期滞在が開始されました。

本年３月には、山崎直子宇宙飛行士がスペースシャトル「ディスカバ

リー」号にてＩＳＳに到着し、初の日本人２名による宇宙同時滞在が実現

します。その後も、古川聡宇宙飛行士及び星出彰彦宇宙飛行士が長

期滞在クルーとして続く予定であり、現在他の宇宙飛行士とともに準備

と訓練に励んでいます。 

新年明けましておめでとうございます新年明けましておめでとうございます新年明けましておめでとうございます   

在ヒューストン日本国総領事館 総領事 大澤 勉 

■今月の新作紹介 

★★★＝絶対面白そ～  ★★☆＝面白そ～  

★☆☆＝いいかも         ☆☆☆＝とりあえず 

 


