
Gulf Stream Japan Business Association of Houston 
12651 Briar Forest Drive, Suite 105, Houston, TX 77077  TEL: (281) 493-1512, FAX: (281) 531-6730 
Gulf Stream Japan Business Association of Houston 

Volume 35Volume 35   No.  6No.  6   
March  2010March 2010   

www.jbahouston.org 

人女性として初めてです。また、

スペースシャトルは2010年で退

役することが決まっていることか

ら、スペースシャトルに搭乗する

最後の日本人宇宙飛行士となり

ます。日本の有人宇宙開発の歴

史は、1992年9月に毛利衛宇宙

飛行士が日本人として初めてス

ペースシャトルに搭乗して以来、

その経験を積み重ねてきまし

た。今後は、ISSでの長期滞在へ

とその使命は引き継がれることに

なりますが、山崎飛行士には日

本人宇宙飛行士のスペースシャ

トルクルーのアンカーとして、集

大成となるよう、その務めを果た

してきてもらいたいと思います。

また、現在ISSには野口飛行士が

長期滞在を行っており、山崎飛行士がISSに

搭乗すると、史上初めて日本人が2人同時に

宇宙に滞在することになりますが、日本人2人

がISSでともに働く姿にもご注目いただきたいと

思います。 

 山崎飛行士、野口飛行士の活躍の後に

は2011年春頃から古川聡宇宙飛行士が、

2012年初夏頃から星出彰彦宇宙飛行士が、

それぞれ約6ヶ月間の予定でISSに長期滞在

する予定になっています。またJAXAでは昨年

新たに油井亀美也、大西卓哉、金井宣茂の3

名の宇宙飛行士候補者を採用し現在その3名

も宇宙飛行士の認定に向けてジョンソン宇宙

センターにて訓練を行っています。今後さらに

日本人が宇宙で活躍する機会が増えてまいり

ますので、引き続き日本の有人宇宙活動に対

する皆様のご支援をいただきますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

 山崎飛行士の初めての宇宙飛行まで、もう

間もなくとなりました。現在、山崎飛行士は

ヒューストンのNASAジョンソン宇宙センターに

おいて打ち上げに向けた最終訓練を行って

います。スペースシャトルに搭乗する最後の

日本人宇宙飛行士として、宇宙へ、そして未

来へと飛び立つ山崎飛行士。ミッションの成

功に向けて、みなさま方のご声援をいただき

ますようお願い申し上げます。 

山崎宇宙飛行士、宇宙へのカウントダウン山崎宇宙飛行士、宇宙へのカウントダウン山崎宇宙飛行士、宇宙へのカウントダウン!!!   
４月に打ち上げ予定の山崎宇宙飛行士と今後の計画について ＪＡＸＡ 有人宇宙技術部 若松武史 

現在、地上400kmの上空には、

日本、アメリカ、ヨーロッパ、カナ

ダ、ロシアの15ヶ国が協力して計

画を進めている国際宇宙ステー

ション（International Space Station: 

ISS）が運用されており、常時最大6

名の宇宙飛行士が滞在して、各種

実験などを行っています。我が国

も、「きぼう」日本実験棟や宇宙ス

テーション補給機（H-II  Transfer 

Vehicle: HTV）の開発によりISS計

画に参加しており、昨年7月には

「きぼう」が完成、昨年9月～11月

にはHTVによる物資補給に成功

し、本格的に宇宙を利用する時代

がやってきました。一方、昨年3月

～7月には、若田光一宇宙飛行士

が日本人として初めてISSでの長期

滞在を行い、また、昨年12月からは野口聡一宇

宙飛行士がISSでの長期滞在を行っており、日

本人が宇宙で暮らす時代も到来しています。 

そんな中、今年４月にスペースシャトルに搭

乗し、宇宙へ飛び立つのが山崎直子宇宙飛行

士です。山崎飛行士が搭乗するスペースシャト

ル「ディスカバリー号」では、山崎飛行士を含む

7人の搭乗員がISSに向かい、約2週間のミッショ

ンを行います。このミッションの目的は、ISSの完

成に向けた組み立て作業を行うこと、そして、宇

宙実験に必要な機材や試料、ISSに滞在する宇

宙飛行士の生活備品などを補給することです。

また、実験が終了した装置など、ISSで不要に

なった物を地球に持ち帰ります。地上から運ば

れる物資は、多目的補給モジュールと呼ばれる

大きな筒状のモジュールに入れられてスペース

シャトルの貨物室に格納した上で、宇宙に運ば

れます。スペースシャトルがISSにドッキングした

後、そのモジュールをISSに取り付け、モジュー

ルの中の物資をISSに運び出した後で、不要に

なった物資を再度モジュールに搭載し、地球に

持ち帰ります。地上から運ばれる物資の中には

「きぼう」日本実験棟で行われる実験の資材も

多く、例えば、ネズミの筋肉の細胞もその1つで

す。宇宙では重力がないため筋肉が衰えるとい

われていますが、その仕組みをネズミの筋細胞

を使って調べます。また、宇宙空間での皮膚の

バクテリア計測なども行います。 

山崎飛行士はこのミッションにおいて、2種類

のロボットアーム操作を担当することになって

います。1つ目はスペースシャトルのロボット

アームを使って、スペースシャトルの耐熱タイ

ルが打ち上げ時の衝撃で損傷していないかを

点検すること、2つ目はISSのロボットアームを

使って、多目的補給モジュールをISSに取り付

け、地球に帰還する前にはモジュールを ISS

から取り外して、スペースシャトルの貨物室に

格納することです。また山崎飛行士は、多目的

補給モジュールに搭載された6トン以上の物資

をISSに運び出す作業や、ISSで不要となった

物資を再度モジュールに搭載し直す作業の責

任者（ロードマスター）も行います。大量の物資

をISSに運び出したり、不要な物をモジュール

に戻したりする作業は、例えると1度に2回引っ

越しを行うようなものであり大変な作業ですが、

正確かつ迅速に作業が実施できるよう、山崎

飛行士がクルーの役割分担や物資の場所な

どを把握・管理し、作業を実施していきます。 

山崎飛行士は、2001年に宇宙飛行士とし

て認定されて以来、初めての飛行となるわけで

すが、日本人女性としては向井千秋宇宙飛行

士に次いで2人目、ミッションスペシャリスト（搭

乗運用技術者、スペースシャトルの運用全般

を担当し、ロボットアーム操作などのスペース

シャトルのシステム運用や船外活動、パイロッ

トの補佐などを行う宇宙飛行士）としては日本

打ち上げに向けて訓練を行う山崎直子宇宙飛行士  
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ガルフストリームでは、常時、皆様からのご

投稿、取材依頼をお待ちしております。ま

た、知っとく豆情報で取り上げてほしい事

柄や、ご意見・ご感想などもお気軽にお寄

せ下さい。 

連 絡・問 合 せ 先 ： 編 集 部（℡:281-493-

1512, e-mail: kiji@JBAHouston.org） 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編  集  後  記 
 
婦人部の秋葉です。昨年の１１月からガルフ

の編集に加えて頂きました。今まで何気なく見

ていた（読んでいた）ガルフですが、制作のお

手伝いをさせて頂くようになると作り手の気持

ちが良く分かり今では毎月大切にファイルして

います。これまでの読み手としての目線でどな

たにも楽しく読んで頂けるガルフを目指し、少

しでもお手伝いできたらと感じている今日この

頃です。これからも婦人部の活動が皆様方に

分かり易く伝わりますよう三宅さんと一緒に頑

張っていきますので、ガルフの応援を宜しくお

願い致します。   （秋葉涼子）  

渋い演技を披露。（去年１２月号のシネマ欄 

を書くため予告編を見た途端、ブリッジスの 

受賞を確信するほどの出来です。） 

○監督賞  キャスリン・ビゴロー監督  

                “The Hurt Locker” 

イラク戦争中のバグダッドを舞台に、爆弾処

理班に所属する命知らずの兵士と同僚兵士

らの友情や確執を織り込みながら、爆発へ

の恐怖と戦場の悲惨さをリアルに描く作品。

ビゴロー監督は、実は“Avatar”で同じく監

督賞にノミネートされているキャメロン監督

の元妻。史上最多９部門にノミネートされた

両作品だが、結局ビゴロー監督が監督賞を

受賞。また、女流監督の受賞は史上初。 

○作品賞  “The Hurt Locker” 

プロデューサーの一人がアカデミー協会の規 

則に違反したり、米陸軍曹長による提訴が 

起きたりするなど、いくつかの問題を抱えな 

がらもノミネートされたこの作品が、やはり 

大きく注目されていた “Avatar”を退けて 

最優秀作品賞に輝いた。 

REPO MEN   3月19日（全国） 

★★☆（サイファイ） 
出演：ジュード・ロー、フォレスト・ウィ 

 テカー、他 
あらすじ：ユニオン社が開発した精密な人 

 工臓器の移植で人間の生活が大きく改善 

 される。しかし、移植を受けた患者らは 

 健康を取り戻すと同時に同社に莫大な借 

 金を抱えることになる。支払いが少しで 

 も滞る者には同社から“リポマン”が送 

 られ、非情にも「臓器の回収」が実行さ 

 れる。ある日、ユニオン社のやり手“リ 

 ポマン”のレミー（ロー）が突然心臓発 

 作で倒れる。同社の臓器移植で命を取り 

 留めたレミーだが、“リポマン”として 

 生きてきた彼自身が今度は“リポマン” 

 に追われる立場になってしまう。 

THE WARLORDS   4月2日（限定） 

★★★（外国／アクション） 
出演：ジェット・リー、金城武、アン 

 ディ・ラウ、他 
あらすじ：１９世紀の清朝末期、太平軍を  

 相手に戦ってきた清軍の将軍パン 

 （リー）は多くの兵士を失い、失意のま 

 ま戦場から逃げ出す。ある町で出会った 

 盗賊一味のリーダーのアルフ（ラウ）と 

 その息子のウーヤン（金城）に助けら 

 れ、やがて三人は義兄弟の契りを結ぶ 

 が･･･。 
ひとこと：500頭の馬を使う戦いの場面の 

 脚本は20ページに及ぶほど詳細に描か 

 れ、8台のカメラが同時に戦闘場面を撮影 

 した。清朝時代の実話をもとに描かれた 

 この作品は香港などで多くの賞を受賞。 

THE SECRET IN THEIR EYES  
 4月16日（限定）★★☆（外国／ドラマ） 

先日、アカデミー賞授与式がテレビで放映

されましたね。皆さんの予想は当ったで

しょうか。今年は、アカデミー俳優部門受

賞者が全て「オスカー初受賞者」という珍

しい結果でした。また、最多9部門にそれ

ぞ れ ノ ミ ネ ー ト さ れ た“Avatar”と“The 

Hurt Locker”の対決が注目されていまし

たが、最終的に6部門の受賞を果たした

“The Hurt Locker”に軍配が上がりまし

た。そこで、今月は主要受賞作品について

書いてみました。 

○助演女優賞  モニーク “Precious” 

 （昨年ガルフストリーム10月号掲載） 

モニークはもともとコメディー出身で、最近は

トークショーなどでも活躍中。その彼女がこの

作品では、夫が実娘を犯す事実から目を背

け、反対にその娘に罵声を浴びせ、物を投げ

つける鬼のような母親役に挑戦。虐待の恐ろ

しさを迫力ある演技で演じ、初受賞。 

○助演男優賞   

  クリストフ・ヴァルツ “Inglorious Busterds”  

（昨年ガルフストリーム8月号掲載） 

 ブラピ主演のこの作品で、冷酷非情なドイツ

将校役を演じる。オーストリア出身のヴァルツ

は、この作品でカンヌ国際映画祭の男優賞

を受賞している。“Invicta”のマット・デイモン

や“Lovely Bone”のスタンリー・トゥッチなど

を退けての受賞に、今後の彼の活躍が期待

される。 

○主演女優賞   

   サンドラ・ブロック “Blind Side” 

 （昨年ガルフストリーム11月号掲載） 

ホームレス同様の生活を送る高校生のマイ 

ケルを引き取り、やがて彼のフットボールの 

才能を見出す養母リー･アン役を演じたブ 

ロック。実は、このブロックは、毎年映画ファン 

が「最悪」な映画を選びアカデミー賞授与式 

前夜に表彰する「ゴールデン・ラズベリー賞 

（ラジー賞）の「最悪女優賞」に選ばれてい 

る。アカデミー賞とラジー賞の同時受賞とい 

う何とも複雑な初快挙をなしたブロック。 

○主演男優賞   

  ジェフ・ブリッジス “Crazy Heart”  

（昨年ガルフストリーム12月号掲載） 

酒に溺れ落ちぶれた老カントリー歌手役を演 

じる。ブリッジスは、父母や兄弟も俳優である 

芸能一家に生まれ、子ども時代から映画や 

テレビに出演しているにも関わらず、アカデ 

ミー賞受賞は初めて。これまで４回ノミネート 

はされながらもう一歩のところで受賞を逃し 

てきたブリッジスが、この作品では自然体で 

■今月の新作紹介 

★★★＝絶対面白そ～  ★★☆＝面白そ～  

★☆☆＝いいかも         ☆☆☆＝とりあえず 

出演：リカルド・ダリン、ソレダー・ビ 

 ジャル、他 
あらすじ：ベンハミン・エスポシト（ダリ 

 ン）は長く務めたアルゼンチンの刑事裁 

 判所を定年退職した後、これまで心に 

 引っかかってきた事件を小説にすること 

 を決心する。その事件とは、1974年に起 

 こった若い女性の強姦殺人事件である。 

 上司にも内緒で捜査を進めるうち、エス 

 ポシト自身が暗い犯罪の波に飲み込まれ 

 ていく。 

ひとこと：アルゼンチンで大きな話題を呼 

 んだこの作品が、2010年アカデミー賞外 

 国語映画賞を受賞した。 

WALL  STREET:  MONEY  NEVER 
SLEEPS   

4月23日（全国）★★☆（ドラマ） 
出演：マイケル・ダグラス、シャイア・ラ

ブーフ、他 
あらすじ：証券業界のフィクサー的存在で

あったゴードン・ゲッコー（ダグラス）が

10数年の刑期を終えて出所する。この10数
年の間にゲッコー自身も面食らうほど業界

も大きく変化していた。そんな中、若い実

業青年ジェイコブ（ラブーフ）がゲッコー

と手を組みたいと申し出てくる。   

 

ここからは今月の作品紹介です。 
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@Caroline Weiss Law Building  

*Feathers, Fins, and Fur: Natural History Illustra-

tion of the 19th Century – May 23 

*Liquid Lines: Exploring the Language of Con-

temporary Metal – Jul. 18 

*Alice Neel: Painted Truths  Mar. 21 – June 13 

@Glassell School of Art 

*2010 Core Exhibition  Mar. 5 – Apr. 16 2010 

<Contemporary Arts Museum Houston> 

(5216  Montrose  Blvd  713-284-8250 

www.camh.org 入場無料) 

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

2010 

*Perspectives 169: Odili Donald Odita    – May 2, 

2010 

<Houston Museum of Natural Science> 

(One  Hermann  Circle  Drive  713-639-4629 

www.hmns.org) 

*Spirits & Headhunters: Vanishing Worlds of the 

Amazon – Mar. 28, 2010 

*Faberge: Imperial Jeweler to the Tsars: - Apr. 4, 

2010 

*Magic: The Science of Wonder  Feb. 26 – Sep. 6, 

2010 

<The Menil Collection> 

(1515  Sul  Ross  713-525-9400  http://

www.menil.org 入場無料 Open: Wed-Sun 11:00am

-7:00pm) 

*Maurizio Cattelan   – Aug. 15, 2010 

*Leaps into the Void: Documents of Nouveau 

Realist Performance  Mar. 19 – Aug. 8, 2010 

*Steve Wolfe on Paper   Apr. 2 – Jul. 25, 2010 
 

MLS  @  U  of  H  Robertson  Stadium  (http://

houston.mlsnet.com/) 

Apr 10(Sat) 7:30pm Houston Dynamo  vs L.A. 

Galaxy 

NBA  @  Toyota  Center  (http://www.nba.com/

rockets/) 

Mar 19(Fri) 7:30pm Houston Rockets vs Boston 

AHL @ ToyotaCenter (http://www.aeros.com/) 

Mar 20(Sat) 7:35pm vs Milwaukee Admirals 

Tomball German Heritage Festival   

March 26-28, 2010.@ Old Town Tomball  

http://www.tomballsistercity.org/festival.htm 

Children’s’ Festival: APRIL 10 & 11, 2010 10:30 

am - 6:30 pm @ Downtown Houston.   

http://www.houstonchildrensfestival.com/ 

International Festival: April 17-18 & 24-25, 2010 

Saturdays 12pm to 10pm and Sundays 12pm to 

8pm @ Downtown,  @ http://www.ifest.org/ 

Texas Crawfish & Music Festival  April 9-10 and 

April 16-18@ Historic Old Town in Spring (130 

Spring School Road, Spring, Texas 77373) TICK-

ETS: $10 http://www.texascrawfishfestival.com/ 

Annual WorldFest — Houston International Film 

Festival April 9- 18.  The 4rsd Annual World Fest 

Film  Festival  showcases  an  independent  film 

competition for emerging cinematic talents. Ticket 

price is $15 and up. http://www.worldfest.org/ 

House of Blues Houston 888-402-5837 

Apr 2, 8pm: Julia Nunes 

Apr 10, 6pm: Emily Osment with special guest Hot 

Chelle Rae 

Apr 17, 9pm: Michael Franks 

House of Blues Houston 888-402-5837 

Apr 12, 8:30pm: US Air Guitar Championship 

Hobby Center—Sarofim Hall (800 Bagby)  

713-558-TUTS www.tuts.com 

•South Pacific (~Mar 21) 
 
Hobby Center—Sarofim Hall (800 Bagby) 

 800-745-3000 www.imreadyproductions.com 

•Je’Caryous Johnson’s Cheaper To Keep Her 

(Mar 25~28) 
 
Grace Theater (2710 W. Alabama) 713-526-2721 

www.adplayers.org 

•RET. (~Mar 28) 
 
Alley  Theatre  (615  Texas)  713-220-5700 

www.alleytheatre.org  

•Alfred Hitchcock’s The 39 Steps (~Mar 28) 
 
The Grand 1894 Opera House (2020 Postoffice, 

Galveston) 800-821-1894 www.thegrand.com 

•Alice in Wonderland (Apr 8) 
 
Lambert  Hall  (1703  Heights)  713-861-5303 

www.operaintheheights.org 

•La Boheme (Mar 26~Apr 10) 
 
Stages Repertory Theatre (3201 Allen Pkwy) 713-

527-0123 www.stagestheatre.com 

•Speech and Debate (Mar 17~Apr 11) 
 
Miller Outdoor Theatre (100 Concert) 713-861-

7408 www.hitstheatre.org 

•Cats (Apr 15~17) 
 
Company OnStage (536 Westbury Sq.) 713-726-

1219 www.companyonstage.org 

•Sleeping Beauty: The Hundred Year Adventure 

(Mar 13~Apr 17) 
 
Houston Family Arts Center (10760 Grant Rd) 281

-685-6374 www.houstonfac.com 

•Little Women (~Apr 19) 
 
Reliant Stadium (2510 Westridge) 832-667-1400 

www.disney.go.com/disneyonice/ 

•Disney on Ice (Apr 14~18) 
 

<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 

*Prendergast in Italy Part of “An American Sea-

son”  – May 9, 2010 

*Eye on Third Ward: Jack Yates High School 

Photography – May 23 

*Sargent and the Sea Part  of “An American 

Season”  – May 23, 2010 

*Houston’s  Sargents  Part  of  “An  American 

Season” – May 9, 2010 

*Ruptures and Continuities: Photography Made 

after 1960 from the MFAH Collection 

  – May 9, 2010 

３月－５月イベント３月－５月イベント３月－５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  

(Rock & Pop) 

House of Blues Houston 888-402-5837 

Mar 20, 8pm: Black Rebel Motorcycle Club with 

Band of Skulls 

Mar 25, 8pm: Honor Society  

Mar 27, 9pm: Back in Black - A Tribute to AC/DC, 

& Atomic Punks - A Tribute to Ealry Van Halen 

Apr 2, 8:30pm: Edwin McCain 

Apr 3, 9pm: Scott McCurry  

Apr 9, 9pm: Yeasayer with special guest Javelin  

Apr 10, 9pm: Old 97's with Telegraph Canyon 

Apr 11, 8pm: State Farm N’ Los Lonely Boys 

Takin’ Texas 

Apr 18, 8pm: Puddle of Mudd  

Toyota Center 713-758-7200 

Apr 30, 8pm: Celtic Woman 

Verizon Wireless Theater 713-230-1600 

Mar 25, 7pm: Megadeth - Rust In Peace Tour with 

special guests Testament and Exodus  

Apr 16, 7pm: Owl City 

Apr 24, 8pm: Jeff Beck 

(Latin and Reggae) 

House of Blues Houston 888-402-5837 

Mar 26, 8pm: El Chapo de Sinaloa con invitada 

especial Valentina 

Scott Gertner’s Sky Bar Grill 713-520-9688 

Every Thursday, All Night : Salsa Ladies Night 

<Ladies: Free> 

(Soul, Jazz and Blues) 

Miller Outdoor Theatre 

Apr 22, 6pm: Blue and Green: Earth Day Jazz in the 

Park 

Scott Gertner’s Sky Bar Grill 713-520-9688 

Every Wednesday, 5:30pm: Jazz After Work Escape 

<Ladies: Free> 

Every Friday, 9pm: The Best Adult Happy Hour 

Party 

Every Saturday, 9:45pm: With Scott Gertner Band  

Toyota Center 713-758-7200 

Apr 3, 8pm: Alicia Keys with Robin Thicke and 

Melanie Fiona 

(Classic) 

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

7575 

Mar 19 & 20, 8pm and Mar 21, 2:30pm: Hannu Lintu 

Conducts Sibelius 

Apr 1 ～ 3, 8pm: The Gershwin Songbook 

Apr  8  &  10,  8pm  and  Apr  11,  2:30pm: 

Shostakovich's Fifth Symphony 

Apr 22 & 24, 8pm and Apr 25, 2:30pm: Berlioz' 

Symphonie fantastique 

First Methodist Church (1320 Main @ Clay) Ticket 

713-266-3341 www.MimakiKana.com 

Apr 18, 2 pm  Kana Mimaki Piano Concert 

(Country) 

The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 1-800-745-

3000 

Mar 20, 8pm: Jimmy Buffett 

 (Singer-songwriter) 

劇劇  場場  

その他その他  

Gulf    Stream 2 

日  時： 平成22年2月24日（水）11：30am～1：30pm 
場  所： 住友商事社 会議室（10階） 
出席者： 名誉会長、名誉会員、理事委員（13名）、正会員（3名）、 

      事務局長 
欠席者： 理事委員9名（会長・その代理人委任7名、代理人委任2名） 
司  会： 村上伸二幹事  

１．商工会会長連絡事項（秋葉慎一郎第一副会長：渡辺会長代理） 
秋葉第一副会長より、3月から5月にかけて大きな行事が各種行わ

れるため、それらを成功裏に終わらせるため、引き続き会員各位の

協力をお願いしたい旨のお話があった。 

２．総領事館連絡事項（大澤勉総領事） 
大澤総領事より、下記2点について連絡があった。 
①日本映画上映会について 

現代の日本を描いた映画“ブタがいた教室（妻夫木聡主演）”と“ト

ウキョウソナタ（香川照之・小泉今日子主演）”が3月17日（水）の午

後6時よりAlamo Drafthouse Cinemaで上映される。入場料無

料。 
②2010年テキサス州六者交流会開催時期について 

本年六者交流会開催地のダラス日本人会では、例年11月に開催

される同交流会の日程を10月下旬に早めることも検討中と聞いて

いる。詳細については正式にダラス日本人会より商工会事務局へ

連絡が入る予定。 

３．2010年ジャパン・フェスティバル進捗報告 

（吉松雅敏正会員：水澤伸治特命理事代理） 
吉松氏より2010年ジャパンフェスティバルの進捗報告があった。 
①実施時期・場所：2010年4月10日（土）・11日（日）  Hermann 
Park 
②アンケート結果（昨年12月実施） 

85社中25社からの回答あり。調査結果は当日ボランティア53名

（昨年度101名）、寄付金$14,000（昨年度$13,950）という結果と

なった。 
③会員企業へのお願い 
＊寄付協力：フェスティバル委員会では現状$10,000程の赤字が見 

込まれるため、より多くの会員企業からの寄付をお願いしたい。 

日米協会からの正式な依頼状が届き次第、事務局より各会員企

業へ連絡予定。 
＊ボランティア協力：昨年程度のボランティア人数の要請があるた

め、各会員企業のご協力を頂きたい。また、Kids Activityの各

ブースリーダーを今年度持ち回り担当の機械電子部会にお願い

する。 

④部会へのボランティア要望案と募集手順 
今年も日米協会からボランティア派遣依頼があったため、例年に

倣い、部会毎に算出したボランティア人数の確保に協力いただき

たい。今年の目標人数は112名。 

４．日本庭園関連報告（大村直司副会長） 
大村副会長より日本庭園に関する下記2点の報告があった。 
①日本庭園手入れ作業終了報告 

庭園士の中井氏と庭師の岩崎氏が2月14日から24日にかけて再

訪され、日本庭園の手入れ作業とHermann Parkのスタッフに庭

園の手入れ指導などにあたられた。この期間中、直木特命理事、

南邦夫氏らを中心としたボランティアの方々が両氏の食事や移動

などのお世話をされた。 
②日本庭園清掃ボランティアについて 

3月の3週末（土・日の計6回）に日本庭園清掃作業を行うため、日

米協会から商工会に対しボランティア拠出の要請があった。これ

は1回につき4～5名が午前中3時間程度日本庭園の掃除などを行う

もので、スケジュールは近々決定される。拠出については、一般公募

では難しい面もあるため、今回につき商工会会長・副会長企業からボ

ランティアを出して頂くことを了解して頂いている。 

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） 
  ＊若田光一宇宙飛行士による講演会「宇宙長期滞在の時代へ」 

   木村企画調査委員長より講演会開催に関する報告と、ロジ関係で理 

   事委員の協力依頼があった。 

    開催日時：2010年2月27日（土）午後12時30分～13時40分 
    開催場所：補習校オーディトリアム 
    参加申込：約170名 

 ②婦人部委員会（渡辺のぞみ婦人部委員長） 
  渡辺委員長より下記7つの婦人部活動の詳細報告があった。 
  ・古本市の報告（2月13日） 

売上393.50ドル、募金316.50の計710ドルを三水会センター図書館

の新規図書購入費として寄付。 
  ・美術館ツアーの報告（2月18日） 
    募集人数を上回る40名が参加され、好評だった。 
  ・総領事館並びに婦人部委員会共催「オペラの魅力に触れる～ミニオ 

   ペラ＆クラシックコンサート」 
3月3日（水）午前10時30分から総領事公邸で、Opera In  The 
HeightsのAssistant Conductor, Pianist/Coachの戸田光彦氏と歌

手2名によるオペラコンサートを開催。 
  ・リボンで作るイースターエッグ講習会（3月24日） 
       婦人部委員の三宅栄里子さんのご協力による講習会。12名参加で 

   午前・午後の部2回開催。 
  ・ジャパンフェスティバル「浴衣トライオン」（4月10日～11日） 
  ・美術館写真部門の講演会～写真修復ラボ見学、写真展ツアー、 

       日本ギャラリー紹介（4月24日） 
    MFAHの写真修復ご担当の小関俊旭氏と、写真部門学芸員の中森 

   やすふみ氏による写真保存修復についての講演と写真展のツアーを 

   予定。 
  ・新お助けマップ改訂作業について（3月末～5月） 
   現在予定されている各種行事が消化されたところで、本格的に改訂 

   作業のボランティアを募集し作業を進めていく予定。 

 ③広報委員会（中水勝広報委員長） 
  中水委員長より、商工会ホームページに掲載しているガルフストリーム 

  で、2007年1月号から2009年2月号までの会員消息欄に個人情報（新 

  規登録会員のイーメールアドレスや直通番号等）が載ったままになって 

  いると指摘を受けたため、会員消息欄の個人情報は全て削除した旨の 

  報告があった。（2009年3月号から既に個人情報掲載はない。） 
 ④文化委員会（野中昭信文化委員長） 

野中委員長より、5月のピクニック開催に向け、会場（The Gordon 
Ranch）と現在3年契約更新の検討中であることと、ピクニック担当幹事

会社の選定については、例年に倣い商工会名簿の#16 （INPEX社）

から#39 （MC Tubular Products社） の会員企業に協力依頼をし、3
月2日（火）に三水会センターにて幹事会議を開催予定。 

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 
  正会員企業新規入会申請連絡2社（2名）、正会員新規入会1社（1名） 

  の連絡。正会員企業入会申請については理事委員の承認を得た。 

 ②年間行事予定  

 ＜ホームページ参照 http://www.jbahouston.org/
event_meeting.htm ＞ 

平成平成2222（（20102010）年）年22月度 月度   商工会理事委員会 議事録商工会理事委員会 議事録  
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By 
Kumiko 

 日本人会主催の第２回ヒューストン

親睦テニス総領事杯が１２月２０日

（日）にPine Forest Country Clubの

テニスコートで開催されました。 

今回は初参加者５名を含め２8名のテ

ニス愛好家が参加し（写真１）、初心

者から上級者まで皆、青空の下でテ

ニスを通じて親睦を深めました。試合

の方は、ミックスダブルスを中心に３

試合を行い、獲得ゲーム数の最も多

く、かつ失ったゲーム数が最も少ない

男女が優勝となりました。             

 抽選でパートナーと対戦相手が決まる

ので、多少クジ運も作用しますが、優勝

者：女性は大接戦の結果、桂子トンプソン

さん（写真―２右側）と安田清江さん（写

真―２左側）が同時優勝となりました。男

性は旦 範夫さんが２年連続優勝しまし

た。（写真―３） 

 優勝者には大澤総領事より総領事杯が

贈呈され、副賞としてテニスボール６缶が

贈呈されました。 

 ヒューストン親睦テニス大会は、今

後も３or４月、６or７月、１０月に親睦

テニス大会、１２月に親睦テニス総

領事杯を行う予定ですので、ヒュー

ストン在住のテニス愛好家の皆様、

お誘いあわせの上是非ご参加下さ

い。 

 

連絡先 ：y-sugita72@hotmail.co.jp  

 

杉田洋一 （筆者）  

第２回ヒューストン親睦テニス総領事杯 

（親睦テニスヒューストン会運営委員 山口貴子、小宮久美子、桂子トンプソン、杉田洋一） 

（写真２） （写真３） 

（写真１） 
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 人材豊富なわがグループには、色々な特技

を持ったメンバーがいます。数年前から着付け

教室を定期的に開催するようになり、昨年から

は定期的にお茶のお稽古も始めました。日ごろ

の成果を出す日をということで、今年の新年会

は、着物を着て初釜を開催しました。 

前日からお茶の経験者チームの皆さんが、

初釜用のお菓子「花びら餅」を手作りしてくださ

いました。三水会センターの会議室は机も片付

けて、６畳の和室となりました。 

当日の朝、25名のメンバーが続々と集まりま

した。着付け上級クラスの人は一人でどんどん

着物を着ていきます。初級クラスの人は、助け

てもらいながら着付けをして、いつの間にか会

７．会議日程 
 2010年3月24日（水） 理事委員会  

       午前11時30分～ 於 住友商事 
 2010年4月28日（水） 常任委員会  

       午前11時30分～ 於 Four Seasons 
 2010年5月26日（水） 理事委員会  

       午前11時30分～ 於住友商事社  

★よろしく！～新規入会です  

 ●正会員企業新規入会申請 

 ＊Toho Titanium America Co., Ltd. 
   中野誠氏（常任委員・正会員） 

2500 City West Blvd., Suite 300, 
Houston, Texas 77042 
Tel. 713-267-2230   
Fax. 713-893-6038 

 ＊Sekisui Specialty Chemicals America, 
    LLC  
    宮井二郎氏 （常任委員・正会員） 

    900 Gemini Street, Suite A,  
    Houston, Texas 77058 
        Tel. 281-212-2382   
     Fax. 281-212-2356 
      www.sekisui-sc.com 

  ●正会員新規登録 

   Toshiba International Corp.   鶴和正弘氏  

＜3月中旬以降の予定＞ 

   17日（水）：あそぼーかい「スプリング・ブレーク・バージョン」 

         10：15～／11：00～ 於 三水会センター  

   24日（水）：理事委員会  11：30～   於 住友商事社 

    婦人部委員会主催「イースターエッグ講習会」 於 三水会センター会議室 

         第1部 10：30～12：00 

         第2部 13：00～14：30 

＜４月の予定＞ 

     ４日（日）：商工会ソフトボール予選 

                         （雨天：5月2日順延） 於 Houston Sportsplex 

   10日（土）：ジャパン・フェスティバル （～11日） 

         於 Hermann Park 

 24日（土）： 婦人部委員会主催「美術館写真講演会」 

         9：45～12：00 於 ヒューストン美術館  

   25日（日）：テキサス会ゴルフトーナメント「商工会会長杯」 

 28日（水）：常任委員会    11：30～   於 Four Seasons Hotel 

                       講演会（内容：TBA） 

＜5月の予定＞ 

  9日（日）：商工会・日本人会共催 

                      「ピクニック・ソフトボール大会」 

                           9：00～16：00 於 The Gordon Ranch 

  26日（水）：理事委員会 11：30～ 於 住友商事社 

       ＜年間行事日程は商工会ホームページ  www.jbahouston.org で＞  

～商工会の主な行事～ 

会 員 消 息会 員 消 息  

議室はあでやかな着物姿でいっぱいになりま

した。6畳間には床の間がしつらえられ、「日

出海天清」の掛け軸が掛けられ、白椿とボケ

の花が生けられました。風炉にお釜を置い

て、手作りのにじり口も備え付けられました。 

いよいよ、お茶席の開始です。7人ずつに

じり口から入ります。席に着くとお手前が始ま

りました。いつもはにぎやかなメンバーも、静

まり返って見事なお手前に見入ります。お釜

からわずかに聞こえるお湯の沸く音が、心地

よく響いてきます。最近忘れていた静寂のひ

とときです。やがてお菓子の取り回しが始ま

り、「おいしい、おいしい」と急ににぎやかにな

りました。そして程よく泡立てられたお抹茶を

いただきます。全員が飲み終わるころには足

のしびれも限界に近づき、また無言になる私

たち・・・ 

お薄のあとは、茶事に習って会席料理風

のお弁当をいただきました。「ヒロスシ」さんに

お願いした、お刺身、煮物、焼き物、揚げ物、

ご飯、お吸い物という豪華なお弁当です。どれ

もおいしく、幸せな気分になりました。 

お腹いっぱいといいながら、羊羹をさらにい

ただき、お濃茶のお手前が始まりました。初め

ていただくお濃茶は、まずその鮮やかな緑色

に見とれ、濃厚なふくらみのある味わいに感動

しました。また回しのみという作法も教えていた

だき、茶道の奥の深さにまだまだ学ぶことばか

りだと感じました。 

日本では花嫁修業というものを全くしなかっ

た私ですが、ここヒューストンで着付けに茶道と

もう一度お嫁にいけるぐらい学ぶことができ、

本当に幸せだと思います。初釜に参加した

方々も同じ思いだったのではないでしょうか。 

 

＊ヒロスシ 6511 Hwy. 6N. Houston 77084   

 Tel: 281-345-1161 

ショーイングジャパン 奥原由佳利 
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初めての海外生活。期待と不安を胸に

日本を出発してから8ヶ月が経った。今で

は友人も出来、とても楽しく過ごしてい

る。 

 駐妻日記を書くことになり、何をテーマ

にしようかとても悩んだ。慣れない土地で

の生活、毎日いろいろなことが起こる。今

回は、私を悩ませた車の運転、運転免許取

得について書きたいと思う。 

 私は、バスは1時間に2本、家族の人数分

車を持つような田舎に暮らしながら、ペー

パードライバー暦12年だった。しかし、こ

こヒューストンでは運転しないわけにはい

かなかった。ちょっと牛乳が欲しいと思っ

ても、コンビニがない。運転出来なけれ

ば、家に籠もりきりになってしまう。必要

に迫られ「TEXAS DRIVERS HAND BOOK」を

読み始めた。しかし、英語が苦手な私に

とっては長文読解。辞書と格闘しながらの

勉強だった。「国際免許で乗り切ってしま

え！」という悪魔のささやきに負けそうに

なりながらも、何とか読み終え主人と

Driver License Officeに行った。辞書使

用を希望したが、許可してもらえなかっ

た。運良く勉強した所が沢山出題され合格

出来た。しかし、ほっとしたのも束の間。

そのまま路上試験を受ける事となった。学

科試験の日に路上試験を受けられるとは

思っていなかったので、練習していな

い。久 し 振 り の 運 転。ま ず は、

「Parallel  Park」広い駐車スペース

に、私の小さな車。何とかなるだろうと

思ったが、「Ran over curb」路上に出

る事なく、1度目の試験は終了した。こ

の日から主人との運転特訓が始まった。

ネットで｢Parallel  Park｣のコツも調

べ、2度目の試験に挑戦した。｢Parallel 

Park｣は、完璧！しかし、左折で失敗。

試験官に｢Get off」と言われ訳も分から

ず車から降りると、試験官が運転席に

座った。そして、私は助手席に座るよう

に言われた。なんと、ここから路上教習

が始まったのだ。私の運転があまりにも

酷かったのだろう。試験中に路上教習を

してもらった人をいまだ聞いたことがな

い。「4WAY  STOP」「LEFT  TURN」

「RIGHT TURN」「BACKING」とても丁寧

に教えてくれた。運転席に試験官、助手

席に私。このような状態で戻ったので主

人は、とても驚いていた。もちろん、2

度目も不合格。今度落ちたら、学科試験

を受けなくてはならない。不安で夢にま

で運転している自分の姿が出て来た。練

習あるのみ！近所の住宅街、スーパー、

試験場の周りを練習した。主人の合格を

もらい、3度目の試験に臨んだ。3度目と

もなるとスムーズに運転出来た。試験官

の指示には、「Yes, ma’am！」と元気よ

く返事をした。「You passed !」合格し

た。本当に本当にほっとした。あーよ

かったあ！ 

 ヒューストンに来る事がなかったら、

運転する事はなかっただろう。切羽詰ま

ると頑張れるものだ。いまだに運転は怖

く、ゆっくり走る毎日である。時々、遅

すぎてホーンを鳴らされる事もあるが、

気にしない。気にしない。常にマイペー

ス！ 

 海外生活。誰でも経験出来る事ではな

い。このような貴重な経験が出来、とて

も嬉しく思う。異国にいても沢山の優し

さに触れ、穏やかに過ごせる毎日に幸せ

を感じている。これからも、いろいろな

事を経験をし、人との出会いを大切に

日々の生活を楽しみたいと思っている。 

  

次回は向(むこう)香織さんです。      

                      

第六十六回 

橘 弓佳さん 

 

来る4月10日（土）、11日（日）にハーマンパークにおいてジャパ

ンフェスティバルが開催されます。昨年、当フェスティバルは

Houston Press誌において“The Best Festival in Houston”に選出され、

本年も2万人を超える来訪者が予想されます。商工会は当フェス

ティバルに共催という形で参加しており、当日は会員各社より休日

返上で多くのボランティアがご参加いただきます。皆様お誘いあわ

せの上ご来場いただき、日本とヒューストン市民との文化交流の架

け橋として活躍するボランティアの皆さんに暖かい声援をお願い致

します。 
ジャパンフェスティバルHP： http://www.japan-fest.com/ 

 
浴衣トライオンのボランティア募集 

今年のジャパンフェスティバルももうすぐですね。さて、そこで皆

様にお願いです。「日本の浴衣を一度来てみたい」という多くのお

客様に喜んで頂くためには着付けや髪を結って下さる（簡単にゴム

で止めるだけ）方々のご協力が必要です。 

「少しならお手伝いしてもいいわ」という方、短い時間で結構です

のでボランティアをお願い致します。合わせてその時に使用します

浴衣・下駄・髪飾り・櫛(ホテルや飛行機に在る未使用の物)などご 

 

自宅にご不要の物がございましたら是非ご寄付下さ

い。品物は三水会センター婦人部ドネーションボッ

クスまで、ボランティアの申込み・お問い合わせは

以下の通りです。宜しくお願い致します。 
  メールアドレス : yukatatoraion@yahoo.co.jp 
    電話 : 281-493-1512  

  三水会センター（火～土 9:30 ～17:00） 
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■ローカル色強く、プレーヤーの多い市場 
米国商業用不動産の市場特性と取引慣行は次

のとおり。 

・景気による変動性が高く、不動産市場の反

応は一般の景気の動きから9～12ヶ月遅れて

現れる。 
・家主は資金のほとんどを借入で賄っている

ため、不動産市場は金利感応度が高い。 
・家主側もテナント側もそれぞれ不動産ブ

ローカーを介在させることが一般的なため、

プレーヤーが多く、ひいては、取引自体をみ

えにくくしている。 

・家主は家主側ブローカーと、テナントはテ

ナント側ブローカーと、それぞれ専属専任媒

介契約を交わす。 

・契約が成立すると、家主は家主側ブロー

カーとテナント側ブローカーの双方に手数料

を支払う。 
・取引形態や家賃設定方法は地域によって

さまざま。ブローカーの手数料体系も各社毎

に異なり、ローカル色が強い。 
・賃貸借契約書が数十ページにおよぶなど

契約内容が膨大で、取引が複雑。 
・家主とテナントは、契約締結後も交渉に

よって契約内容を柔軟に変えることができ

る。 
・交渉によって契約を短期にすることもで

きるが、一般的に5～10年とリース期間は長

期。 

・家主側が賃料を一定期間無料にするフ

リーレントや内装工事費用を負担する値

引きサービスが慣習として行われてい

る。 

 

■ブローカー選定等に当たり留意するポイン

ト 

 米国は不動産ブローカー間の情報交換に

より取引が成立する社会であるため、情報豊

富なブローカーと専属専任媒介契約をすれ

ば有力な武器になる。ブローカー選定等に当

たっての留意点は次のとおり。 

・複数のブローカーにインタビューを実施

し、その結果によってブローカーを選定する。 

・第三者を通じて市場でのブローカーの評

判を確認する。 

・ブローカーの手数料体系を把握する。家

主が家主側ブローカーとテナント側ブロー

カーの両方に手数料を支払い、テナントはブ

ローカー手数料を直接支払わないが、それら

の手数料は賃料の中に含まれ、テナントは間

接的にブローカー手数料を負担している。

従って、手数料体系にも注意が必要。 

・ブローカーの専属専任媒介契約に中途解

約条項を入れる。  

 
■ケース別ユーザー活用方法 

【ケース１：リース残存期間があり、当面継続し

て入居する場合】 

・現契約の賃料は往々にして相場より高い

ケースが多いため、賃料市場をチェックして

早期に契約更改を家主に申し入れ、賃料引

き下げ交渉を行う。リース残存期間に応じて、

現行分と合わせて契約更改する戦略をとる。 

・過剰スペースがあれば、スペースの縮小を

交渉する。早期の契約更改で余剰スペースを

解消し、コスト削減につなげることができる。 

【ケース2：リース残存期間があるが、他の好物

件に移転する場合】 

・現家主が所有する他の物件へ移転する方

法： 家主にとっても安定したキャッシュフロー

を確保できるので、リファイナンスリスクを軽減で

きるメリットがある。 

・別の家主の物件へ移転する方法： 現物件

のリース残存期間のリース債務や移転費用など

を新家主に負担してもらうよう交渉する。また、

現在は、相場がピークだった2年前に比べると、

フリーレント期間が長期化し、家主負担の内装

工事費の上限額が上昇するなどテナント側に

有利になっている。これらも含めて新家主と交

渉する。 

・サブリース物件へ移転する方法： サブリー

ス物件は、家主から直接借りるよりも、通常10～

20％安い賃料で借りることができ、コスト削減の

チャンス。  

 

■その他のポイント：交渉前に市場や家主の状

況調査を 

・現在市況が低調といえども、契約更改に当

たり家主から現行契約額より高い金額を提示さ

れることもままある。その場合は、前回契約締結

時の不動産相場がどうであったかを綿密に検

証し、交渉に臨むこと。 

・契約更改に当たり、家主の借り入れやキャッ

シュフローの状況を把握することも交渉を有利

に運ぶコツ。入手可能なこれらの情報を基に、

契約更改のタイミングや契約条件などを判断す

る。 

 1月27日、ヒューストン日本商工会は、「事務所・店舗・工場用地リース契約見直しについての講演会」を開催しました。ジョーンズ・ラング・ラ

サール・アメリカの上級副社長兼日本デスクヘッドの荒谷仁志弁護士を講師にお迎えし、当日は約20人の参加者が集まりました。 

 米国では、サブプライムローンの表面化以来、商業用不動産価格は大幅な下落が続いています。ユーザーにしてみれば、事務所などのリー

ス契約を見直すことで、コスト削減やオフィス環境アップグレードの好機到来ともいえます。 

 米国商業用不動産の取引慣行、不動産取引時の留意点、およびリース契約見直しのポイントなど、荒谷弁護士から解説のあった内容の

概要を御紹介します。     

事務所・店舗・工場用地リース契約見直しについての講演会 
          （ジェトロ・ヒューストンセンター  平井 美佳） 

 

 2月13日（土）、補習校で開催しました古本市には、朝からたくさん

の方にお越し頂きました。売上金＄393.50、募金＄316.50、合わ

せて＄710の収益となりました。皆様方のご理解とご協力に心から感謝致します。 

 収益金はすべて三水会センターの新規図書購入費として寄付し、今回は小学校中学年

から高校生向けの図書を購入して頂きます。 

 次回の古本市は9月頃に三水会センターでの開催を予定しております。ご家庭でご不要

の本がございましたら、ご寄付頂きますよう宜しくお願い致します。三水会センターで随時

受け付けております。 

古
本
市
ご
報
告 

婦人部便り 
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婦人部便り 

 去る2月18日、婦人部委員会は

MFAHのご厚意のもと、アジア美術

部門長クリスティーン・スターク

マンさん、特別ファンドディレク

ター-ヴァレリー・グライナーさん

お二人のご案内による同美術館ツ

アーを開催いたしました。 

 応募人数を大幅に超える約40名

の参加となりました。同美術館の

本館である「Caroline Wiess Law 

Building」は 現在アジア部門が

整えられつつあり、すでにインド

ネシア、韓国、インドの各Gallery

が開設されました。そして現在、

中国と日本の準備が進められてい

ます。今回は特に日本Gallery＜

The Arts of Japan Gallery＞ 開

設にむけてどのような準備が行わ

れているかを中心に案内して頂き

ました。完成している上記各国

Galleryの見学の後、日本Gallery

となる予定の部屋に案内して頂きました。室内は

まだ建築中ですが『伊勢神宮』をイメージした

ゲートの設置を考えています。展示品は現在検討

中で、オープニングの際には上野国立博物館の協

力を得て国宝級美術品その他が展示される予定で

す。また、宮島達男さんなど新しい芸術家による

作品の展示も予定しています。同美術館には現地

校の子ども達が年間約５万人、ツアーで訪れるそ

うです。 

 日本文化をヒューストンの次世代に伝える教育

としてこのGalleryの役目は大きいと実感しまし

た。美術館は現在展示されている一部の作品以外

にも沢山の美術品を 

所蔵しており、それらのほとんどが寄付

によるものです。今後皆様のご協力を得

て、2010年中を目標に日本Gallery<The 

Arts of Japan Gallery>の早い開設が待

たれます。日本Gallery開設にむけての美

術館ツアーにご興味のある方は、

jbahfujinbu@gmail.comまでお問い合わせ

ください。(For more information about 

supporting the Arts of Japan Gal-

lery：Ms. Valerie Greiner：

vgreiner@mfah.org)  

ヒューストン美術館 

Museum of Fine Arts, 

Houston ツアー 

 

 

 

 

「絵本読み聞かせの会」 ２月１３日（土） 三水会センターにて 
３才以上の部 

だ い く と お に ろ く      松 井 直 ・ 再 話  赤 羽 末 吉 ・ 絵     福 音 館 書 店  

や さ い           平 山 和 子             福 音 館 書 店  

ね ず み の い え さ が し     ヘ レ ン ・ ピ ア ス  作 ・ 絵          童 話 屋     

ガ ン ピ ー さ ん の ふ な あ そ び   ジ ョ ン ・ バ ー ミ ン グ ハ ム          ほ る ぷ 出 版 

オ レ ・ ダ レ          越 野 民 雄 ・ 文   高 畠 純 ・ 絵        講 談 社   

 

３才未満の部 

ゆ き の ひ の う さ こ ち ゃ ん   デ ッ ク ・ ブ ル ー ナ ー             福 音 館 書 店  

そ ら は だ か ん ぼ        五 味 太 郎                  偕 成 社    

ま る く て お い し い よ    こ に し え い こ  作 ・ 絵           福 音 館 書 店  

や さ い            平 山 和 子                福 音 館 書 店  

ち ゅ っ  ち ゅ っ       M A Y A M A X X                 福 音 館 書 店 

次回開催予定 
 

「絵本読み聞かせの会」  
三水会センターにて 

3月06日（土）  4月17日（土）   

１０：３０～３歳以上１１：００～３歳未満 

 

「あそぼーかい」 
3月17日（水） スプリング・ブレイク・バージョン 

10：15～ 大きい子向け 

11：00～ 小さい子向け 

  

 

 

 

 

 

 

 

さて、以前にご報告いたしました「伊藤忠記念財団子どもの本１００

冊」が三水会センターのピーカンキッズお薦め本コーナーに並びまし

た！！皆さんどんどん借りて下さいね。 

活動報告 

 

婦人部委員会ではイース

ターに向けて手作りエッグ

の講習会を企画いたしまし

た。 

 発泡スチロール製のエッ

グとリボンで、簡単に素敵

なイースターエッグが作れ

ます。 

 講師は婦人部委員の三宅

栄里子さんです。詳しく

は、配信いたしましたお知

らせをご覧ください。 

＊日時：3月24日(水)  

1回目 １０：３０～１２：００   

2回目 １：００～２：３０ 

＊場所：三水会センター会議室 ＊材料費：１０ドル  

リボンで作るイースターエッグ講習会 

 １月よりお願いしております「お助けマップ」の改訂ですが、

アンケート、ビジネスカードの提出締め切りは３月末となって

おります。 

今後とも記入、提出の方よろしくお願いいたします。 

 用紙、提出箱は三水会センターにございますし、下記にアク

セスして頂けましたら 

メールでの記入、提出もできます。otasukemap@yahoo.co.jp 

 あわせて、４月よりお助け班ボランティアを募集し、地区ご

とにグループ分けし個々の店の洗い出し作業を行いたいと考え

ています。自称グルメの方、地区のご意見番、パソコンの扱い

に強い方、面白そうと思って下さる方、お待ちしています。 

 集合は、三水会センター会議室を予定しています。日程につ

きましては、今後メールなどで配信いたします。 

 ご協力をお願いいたします。  

婦人部 お助けマップ班 

からのお願い 

私はピザが大好き。私のピザの評価基準は

その生地です。短時間で焼き上げ、縁には

しっかり焦げ目が付き、見た目はふっくらして

いるけど、口に含むとモチモチした触感で、

イーストの香りがしっかりする、そんな生地が

好みです。日本ではナポリピザと呼ばれ人気

が高いようですが、ヒューストンでは、パンピザ

のような比較的厚めの生地が好まれるように思

います。ちなみに、私の日本でのお気に入り

の店では、モチモチ感を短時間で出すため

に、タピオカの粉を混ぜているのだそうです。

また、日本では一時期、薄焼き煎餅の上に具

を乗せたようなカリカリのクリスピーピザが流行

りました。ピザはシンプルなお料理だけに、

個々人の好みや流行りなど、意見の分かれる

ところかもしれません。 

と言う訳で、今回は様々な嗜好の方々の

ために、人気のピザ屋さん3店をご紹介しま

す。先ずは、アメリカ人から大絶賛で、お気

に入りのピザ屋を尋ねるとかなりの確率で紹

介される「Star Pizza」。WashingtonとHarvard

の角の他、もう１店あります。こちらはパンピ

ザとまでは言いませんが、比較的厚みのあ

る生地です。昼はバッフェスタイルですが、

回転が良いので常に焼きたてのピザ4,5種

類と、サラダ類がいくらでも食べられ、お得

感満点です。出来ればバッフェカウンターの

そばに陣取って、店員さんが奥から出してく

る一番の熱々を頂きましょう。薄手の生地が

お好きな方は「Brother’s Pizza」へ。I-10と

HW6の交差、クラウンプラザホテルの西側の

モールにあります。生地自体に味があり、

イーストの香りが食欲をそそります。ここは

「We treat you like family」をモットーにして

いるだけあって、店員さん達が気さくで陽気

で、とても賑やかなお店です。そして3店目

は「Pink’s Pizza」。Montroseに1店、Heights

に１店あります。こちらはしっかりモチモチ生

地で、焦げ目が食欲をそそり、今のところ、

私の一番のお気に入りです。トマトソースは

多めで、トッピングに使われる材料はお店で

カットされるので新鮮です。特にSpecialty 

Pizzasはどれもボリュームたっぷりで、はず

れがないと評判です。 

ピザは大人もお子さんも大好きなメニュー

のひとつだと思います。お食事を作るのは

面倒だわという時に、宅配をお願いするのも

手軽だし、お店で出来立てのピザをご家族

やご友人と囲むのも話が弾みそうです。皆さ

んのご近所にお気に入りのお店が見つかると

いいですね。ピザについてはこれからも探求
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Vol.7 
Star Pizza  
http://www.starpizza.net/ 

77 Harvard, Houston, TX  

713-869-1241 

Brother’s Pizza  
http://www.brotherspizzeriahouston.com/ 

1029 HWY6, Houston, TX  

281-398-4040 

Pink’s Pizza  
http://pinkspizza.com/ 

710 West Gray, Houston, TX  

713-521-7465 
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 去る1月17日、ここヒューストンにてマラソン大

会が開催された。参加人数はマラソンの部8500

人、ハーフマラソンの部13500人、5kmの部4500

人と約3万人近い人がスタート地点(Goerge R. 

Brown Convention Cen-

ter前)に集結した。 

 私は今回が初マラソン

であった。参加申し込み

をしたのは７月末。同じ研

究者仲間でありマラソン

経験者である山崎先生に

誘われて、その場の勢い

で申し込みをしてしまっ

た。さらに三階先生も誘

い、アンダーソン・マラソ

ン部を結成した。実は学

生時代の頃、陸上部に所

属し長距離走をやってい

たので、体力には少し自

信があった。しかし引退し

てからここ９年間は全く

走っておらず、初心者同

然であった。子供の頃か

ら抱いていたマラソン完

走という願望よりも不安の

方が大きかった。 

 練習は8月から開始した

わけであるが、準備期間

は5ヶ月しかなかった。ま

ずは練習計画を立てた。

目 標 は 3 時 間 30 分 と 設

定。1Kmを5分で走るペースである。まずは歩く事

から始めた。平日は仕事を終え、夜9時か10時以

降から練習をするのだが、夜ランは危険なので、

アパート付属ジムのトレッドミル上で走った。土日

のどちらかはRice大学周辺で走るようにしたが、

なかなか練習計画のようにはいかない。仕事との

折り合いをつけながらの練習であるので，思うよう

には時間が取れない事が多いのは仕方が無い

事なのだが、走る感覚がなかなか思い出せな

かった。というのもトレッドミル上で走る筋肉への

衝撃や感覚と、路面で走る感覚が全く異なるの

である。結局、最後までよくわからないまま本番を

迎えてしまった。また距離もハーフぐらいまでしか

走ることが出来なかった。 

 

 さて、マラソン当日は朝4時に起床。前日は興

奮してなかなか寝つけないだろうと思っていた

が、9時ぐらいからあっさり寝てしまった。朝食は

普段の倍は食べただろうか。朝早くから準備をし

てくれた妻に感謝である。5時に山崎先生が迎え

に来てくれた。そして三階先生をピックアップし、

コンベンションセンターに向かった。中ではすでに

多くの人が準備をしていた。スタート時間である7時

がだんだんと近づくにつれ、不思議とわくわくしてき

た。スタート30分前に、お腹がすかないようにバナ

ナを食べた。そして15分前にスタート地点に向かっ

た。三階先生は7時10分にスタートなので、互いの

健闘を祈り握手し、途中で別れた。 

 いよいよスタート。国家斉唱が始まる。遂にマラソ

ンを走るのだと気分は最高潮に達した。ピストルの

号砲にてみんな一斉に走り出す。沢山の人がいた

ため、スタートラインまで2分弱かかった。とにかく自

分のペースで走る事に専念した。朝早いというの

に、沿道には沢山の応援者がいた。英語で「Keep 

going. Good job, good job」と応援される。ちょっと不

思議な感覚であった。Rice village周辺に福光先

生、原さん、佐々木さん夫妻、そして我が妻の5人の

方が応援されているということなので、良い所を見せ

ようと少し頑張った。この辺りで10マイルであった

が、体はまだまだ余裕があり、応援によってさらに元

気になれた。ハーフ通過が1時間36分ぐらいだっ

た。予定通りで、体も軽い。このまま行くと3時間15

分も夢じゃないかと思ったが、現実はそう甘く無い。

25Km過ぎた辺りから、両足が重くなってきた。そし

て30Kmの給水で、完全に足は止まってしまった。

両手両足が痺れて思うように動かない。とにかく給

水所を目指して走った。マラソンは30Kmからと言わ

れるが、まさにその通りであった。この辺りで前ブッ

シュ大統領が応援をされていたらしいが、全く気付

かない。給水所で立ち止まって水やゲーターレード

をがぶ飲みしては、走り、そして次の給水所へ。

「Keep going, Yoshi」と沢山の応援の声が聞こえた

が、それに応えることも出来なくなっていた。40Km

地点がやって来た時は、あと2Km以上あることに愕

然とした。ダウンタウンに入り、ゴールゲートが見

えて来た。あと400か500mであろうか。足が動か

ず、たまらず歩いた。ちょうどそこに三木さん夫妻

が応援されていたらしい。勿論私は全く気づかな

い。早くゴールしたい気持ちが先走る。だんだん

とゴールゲートが大きくなってきた。最後の力も

残ってなかったが、軽くガッツポーズしゴールし

た。タイムは3時間40分53秒であった。ゴール後

感涙でもするのかと思い描いていたのだが、不

思議と安堵の方が大きかった。先にゴールされ

た山崎先生が待っておられた。同じ初マラソン

だった三階先生も後から

完走し、みんな揃って完

走できたことは大変喜ば

しいことであった。その日

の夜、応援して下さった

皆さんと一緒に打ち上げ

を行った。私は勿論のこ

と、三階先生もマラソンの

魅力に取り付かれ、来年

またこの三人で走ろうと宣

言した。あろうことか妻ま

でも来年走ると宣言。どう

なることやら。 

 マラソンは自分にとって

大変謙虚になれたスポー

ツであった。自分の情け

な い 部 分に 出会 え て し

まった。だからといって止

めようとは思わなかった。

かつて競技者であった習

性なのか、次はサブスリー

を目指して頑張りたい思う

今日この頃である。沿道

で応援して下さった日本

人有志の方々、この場を

お借りしまして感謝の言

葉とさせて頂きます。ありがとうございました。 

M.D. Anderson Cancer Center     
三谷 佳嗣  

2010 Chevron Houston Marathon 体験記 

ゴール直前の著者（中央） 

ゴール後 

（左より三階先生、山崎先生、そして著者） 

status）。聞くのがつらい話ではありますが、医

療提供者とよく話し合って疑問があれば明ら

かにしてください。さらに自分で意思決定がで

きなくなった場合にだれに代わりに決めてもら

いたいのか、元気なときに話し合い弁護士に

頼んで法的文書にすることをおすすめしま

す。なお、ここテキサス州では病院の外で心肺

蘇生をしてほしくない場合には、そのための文

書も作成しなくてはいけないきまりになってい

ます（out of hospital DNR）。 

c. どこで過ごすのか 

 病院で行わなければいけない治療が功を奏

さないと判断されたとき、息を引き取るまでの

大切な時間をどこで過ごすのかというのは、そ

の方の人生でとても重要なことです。ここ米国

では3割の方が自宅で最期のときをすごしてい

ます。それを可能にするのがメディケアという

保険でカバーされるホスピスというシステムで

す。ホスピスとは病院とは別の会社組織です。

テキサスには50を超えるホスピスが存在しま

す。通常、ホスピスエイドが週に1－3回訪問し

入浴など身の回りの世話を手伝ってくれ、

ナースは週に1－2度訪問します。医者は基本

的に皆からの情報に基づき処方など対応しま

す。 

 

③チームアプローチ 

 緩和ケアを提供するのは医師だけではあり

ません。ナース、薬剤師、病院付き牧師、ソー

シャルワーカー、カウンセラーがチームとなり

様々な必要に対応します。 

 

 人生の終わりはだれもが迎える過程であり、

今は三人に一人ががんになるという時代を迎

えています。ちょっと気分が落ち込んでしまっ

たかもしれませんが、この文章が、読んでくだ

さった方々に何らかの形でお役に立つことを

心から願い、ここで筆をおきたいと思います。 
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 みなさま、こんにちは。MDアンダーソンがんセン

ターにて緩和ケアの臨床研修をさせていただいてお

ります、厨（くりや）と申します。同じアパートに住む河

合先生からバトンを受けとりましたので、このたびは自

分の専門である緩和ケアにまつわるお話をさせてい

ただこうと思います。 

 

 緩和ケアとはここ米国でも比較的新しい領域で、定

義としては「生命の危機にさらされた患者と家族の苦

しみを、痛みやその他の身体症状、心理社会的ある

いはスピリチュアルな方面からも問題をとらえ、それら

を治療していくことにより、その生活の質を改善向上

すること」とされています。私はがんセンターで働いて

いますので、日々向き合う「生命の危機」とはがんの

場合がほとんどですが、緩和ケアはがんだけではなく

生命を脅かすすべての状況が対象となります。 

それでは緩和ケアを①症状緩和、②ケアの方針、③

チームアプローチという3つの切り口から説明していき

たいと思います。 

 

① 症状緩和 

 我々に診療依頼が来る理由として最も頻度が高い

のが、からだで感じる症状のコントロールがつかない

という理由です。そのなかでも、もっとも頻繁なのが痛

みです。がんの痛みの場合、最初は弱めの鎮痛薬か

らはじめますが、たいていの場合モルヒネなどのオピ

オイドと呼ばれるお薬でコントロールしていくこととなり

ます。麻薬性のオピオイドは「依存性がありおかしく

なってしまうのではないか」と心配する方がいらっしゃ

いますが、がんの痛みという理由のために、医師の指

導の下に服薬している場合、その心配はありません。

ただ、重篤な副作用も起こりうる薬のため、医師とよく

コミュニケーションをとることをお奨めします。また、強

い痛み止めの薬は便秘になりますので、お通じをよく

する薬の併用が必須となります。 

その他にがんに伴う症状としてよく診るのは、吐き気

やせん妄（意識が清明でなくなりときとして幻覚や幻

聴も伴う）です。吐き気の原因としては抗がん剤が原

因の場合もありますが、痛みのために服用しているオ

ピオイドが便秘を引き起こし、それが吐き気の原因と

なっていることがままありますので、注意が必要です。

さらに、便秘はせん妄の原因ともなり得ます。せん

妄は進行がん患者の8割が経験するもので、原因

としては便秘のほかに、さまざまな薬、脱水、腎臓

の機能障害などが挙げられ、がんそのものが原因

の場合もあります。 

②ケアの方針 

 我々緩和ケア医の大切な仕事のうちのひとつに

「ケアの方針」をきめるのをお手伝いするというのが

あります。 

a. 治療 

 がんの場合、進行してきて放射線治療や抗がん

剤がその勢いを制御するのが難しくなってきたら、

からだがやせて、だんだん弱ってきます。残念なが

らある時点を越えると、いままでがんの勢いを抑え

るために続けてきた治療が、その副作用によりマイ 

 

ナスの効果の方がプラスの効果よりも上回ってしま

うことになってしまいます。そうしたときは、がんをた

たくための治療をもう一度考え直す必要が出てきま

す。我々は一歩引いてその方の状況をすべて考

慮に入れ、その方のためにどう助言するのが一番

いいのか判断し、患者と家族と、時として他の医師

とコミュニケーションをとっていきます。 

b.蘇生のはなし 

 ERなどテレビの医療ドラマで心肺蘇生をする場面

をみたことがあると思います。日本の自動車教習所

でも心肺蘇生の講習がありますね。それまで元気

だった人が突然倒れたり、おぼれたりなどしたとき

に心肺蘇生をすることによって助かる命があるとい

うのは、れっきとした事実です。しかし、がんが進行

したゆえに心臓の機能や呼吸の機能が失われてし

まった場合には、心臓マッサージをしたり、電気

ショックをしたり、気管に管を入れて人工呼吸器に

つないだりするのは効果がないだけではなく、さら

に苦しみを助長させてしまうことにつながります。現

代、とくに米国では入院している場合にこのことを

確認される場面がでてくると思います（code 

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。 

前回の河合真先生から緩和ケアご専門の厨（くりや）芽衣子先生にバトンが移りました。 

7 

  第６６回  

   緩和ケアについて     

医師 

（MDｱﾝﾀﾞｰｿﾝがんセンター  

臨床フェロー ） 
厨（くりや）芽衣子   

 

 

次回は、内科ご専門の大西富文先生です。 

夏にはごきぶり退治でたいへんお世話になり

ました。ホスピタリストとして臨床現場でバ

リバリ働いていらっしゃるほか、アンダーソ

ンで臨床研究もされています。こちらに住む

日本人の方にとって有益なお話を書いていた

だけると確信しています。  

(厨芽衣子医師） 
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が応援されていたらしい。勿論私は全く気づかな

い。早くゴールしたい気持ちが先走る。だんだん

とゴールゲートが大きくなってきた。最後の力も

残ってなかったが、軽くガッツポーズしゴールし

た。タイムは3時間40分53秒であった。ゴール後

感涙でもするのかと思い描いていたのだが、不

思議と安堵の方が大きかった。先にゴールされ

た山崎先生が待っておられた。同じ初マラソン

だった三階先生も後から

完走し、みんな揃って完

走できたことは大変喜ば

しいことであった。その日

の夜、応援して下さった

皆さんと一緒に打ち上げ

を行った。私は勿論のこ

と、三階先生もマラソンの

魅力に取り付かれ、来年

またこの三人で走ろうと宣

言した。あろうことか妻ま

でも来年走ると宣言。どう

なることやら。 

 マラソンは自分にとって

大変謙虚になれたスポー

ツであった。自分の情け

な い 部 分に 出会 え て し

まった。だからといって止

めようとは思わなかった。

かつて競技者であった習

性なのか、次はサブスリー

を目指して頑張りたい思う

今日この頃である。沿道

で応援して下さった日本

人有志の方々、この場を

お借りしまして感謝の言

葉とさせて頂きます。ありがとうございました。 

M.D. Anderson Cancer Center     
三谷 佳嗣  

2010 Chevron Houston Marathon 体験記 

ゴール直前の著者（中央） 

ゴール後 

（左より三階先生、山崎先生、そして著者） 

status）。聞くのがつらい話ではありますが、医

療提供者とよく話し合って疑問があれば明ら

かにしてください。さらに自分で意思決定がで

きなくなった場合にだれに代わりに決めてもら

いたいのか、元気なときに話し合い弁護士に

頼んで法的文書にすることをおすすめしま

す。なお、ここテキサス州では病院の外で心肺

蘇生をしてほしくない場合には、そのための文

書も作成しなくてはいけないきまりになってい

ます（out of hospital DNR）。 

c. どこで過ごすのか 

 病院で行わなければいけない治療が功を奏

さないと判断されたとき、息を引き取るまでの

大切な時間をどこで過ごすのかというのは、そ

の方の人生でとても重要なことです。ここ米国

では3割の方が自宅で最期のときをすごしてい

ます。それを可能にするのがメディケアという

保険でカバーされるホスピスというシステムで

す。ホスピスとは病院とは別の会社組織です。

テキサスには50を超えるホスピスが存在しま

す。通常、ホスピスエイドが週に1－3回訪問し

入浴など身の回りの世話を手伝ってくれ、

ナースは週に1－2度訪問します。医者は基本

的に皆からの情報に基づき処方など対応しま

す。 

 

③チームアプローチ 

 緩和ケアを提供するのは医師だけではあり

ません。ナース、薬剤師、病院付き牧師、ソー

シャルワーカー、カウンセラーがチームとなり

様々な必要に対応します。 

 

 人生の終わりはだれもが迎える過程であり、

今は三人に一人ががんになるという時代を迎

えています。ちょっと気分が落ち込んでしまっ

たかもしれませんが、この文章が、読んでくだ

さった方々に何らかの形でお役に立つことを

心から願い、ここで筆をおきたいと思います。 
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 みなさま、こんにちは。MDアンダーソンがんセン

ターにて緩和ケアの臨床研修をさせていただいてお

ります、厨（くりや）と申します。同じアパートに住む河

合先生からバトンを受けとりましたので、このたびは自

分の専門である緩和ケアにまつわるお話をさせてい

ただこうと思います。 

 

 緩和ケアとはここ米国でも比較的新しい領域で、定

義としては「生命の危機にさらされた患者と家族の苦

しみを、痛みやその他の身体症状、心理社会的ある

いはスピリチュアルな方面からも問題をとらえ、それら

を治療していくことにより、その生活の質を改善向上

すること」とされています。私はがんセンターで働いて

いますので、日々向き合う「生命の危機」とはがんの

場合がほとんどですが、緩和ケアはがんだけではなく

生命を脅かすすべての状況が対象となります。 

それでは緩和ケアを①症状緩和、②ケアの方針、③

チームアプローチという3つの切り口から説明していき

たいと思います。 

 

① 症状緩和 

 我々に診療依頼が来る理由として最も頻度が高い

のが、からだで感じる症状のコントロールがつかない

という理由です。そのなかでも、もっとも頻繁なのが痛

みです。がんの痛みの場合、最初は弱めの鎮痛薬か

らはじめますが、たいていの場合モルヒネなどのオピ

オイドと呼ばれるお薬でコントロールしていくこととなり

ます。麻薬性のオピオイドは「依存性がありおかしく

なってしまうのではないか」と心配する方がいらっしゃ

いますが、がんの痛みという理由のために、医師の指

導の下に服薬している場合、その心配はありません。

ただ、重篤な副作用も起こりうる薬のため、医師とよく

コミュニケーションをとることをお奨めします。また、強

い痛み止めの薬は便秘になりますので、お通じをよく

する薬の併用が必須となります。 

その他にがんに伴う症状としてよく診るのは、吐き気

やせん妄（意識が清明でなくなりときとして幻覚や幻

聴も伴う）です。吐き気の原因としては抗がん剤が原

因の場合もありますが、痛みのために服用しているオ

ピオイドが便秘を引き起こし、それが吐き気の原因と

なっていることがままありますので、注意が必要です。

さらに、便秘はせん妄の原因ともなり得ます。せん

妄は進行がん患者の8割が経験するもので、原因

としては便秘のほかに、さまざまな薬、脱水、腎臓

の機能障害などが挙げられ、がんそのものが原因

の場合もあります。 

②ケアの方針 

 我々緩和ケア医の大切な仕事のうちのひとつに

「ケアの方針」をきめるのをお手伝いするというのが

あります。 

a. 治療 

 がんの場合、進行してきて放射線治療や抗がん

剤がその勢いを制御するのが難しくなってきたら、

からだがやせて、だんだん弱ってきます。残念なが

らある時点を越えると、いままでがんの勢いを抑え

るために続けてきた治療が、その副作用によりマイ 

 

ナスの効果の方がプラスの効果よりも上回ってしま

うことになってしまいます。そうしたときは、がんをた

たくための治療をもう一度考え直す必要が出てきま

す。我々は一歩引いてその方の状況をすべて考

慮に入れ、その方のためにどう助言するのが一番

いいのか判断し、患者と家族と、時として他の医師

とコミュニケーションをとっていきます。 

b.蘇生のはなし 

 ERなどテレビの医療ドラマで心肺蘇生をする場面

をみたことがあると思います。日本の自動車教習所

でも心肺蘇生の講習がありますね。それまで元気

だった人が突然倒れたり、おぼれたりなどしたとき

に心肺蘇生をすることによって助かる命があるとい

うのは、れっきとした事実です。しかし、がんが進行

したゆえに心臓の機能や呼吸の機能が失われてし

まった場合には、心臓マッサージをしたり、電気

ショックをしたり、気管に管を入れて人工呼吸器に

つないだりするのは効果がないだけではなく、さら

に苦しみを助長させてしまうことにつながります。現

代、とくに米国では入院している場合にこのことを

確認される場面がでてくると思います（code 

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。 

前回の河合真先生から緩和ケアご専門の厨（くりや）芽衣子先生にバトンが移りました。 

7 

  第６６回  

   緩和ケアについて     

医師 

（MDｱﾝﾀﾞｰｿﾝがんセンター  

臨床フェロー ） 
厨（くりや）芽衣子   

 

 

次回は、内科ご専門の大西富文先生です。 

夏にはごきぶり退治でたいへんお世話になり

ました。ホスピタリストとして臨床現場でバ

リバリ働いていらっしゃるほか、アンダーソ

ンで臨床研究もされています。こちらに住む

日本人の方にとって有益なお話を書いていた

だけると確信しています。  

(厨芽衣子医師） 
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婦人部便り 

 去る2月18日、婦人部委員会は

MFAHのご厚意のもと、アジア美術

部門長クリスティーン・スターク

マンさん、特別ファンドディレク

ター-ヴァレリー・グライナーさん

お二人のご案内による同美術館ツ

アーを開催いたしました。 

 応募人数を大幅に超える約40名

の参加となりました。同美術館の

本館である「Caroline Wiess Law 

Building」は 現在アジア部門が

整えられつつあり、すでにインド

ネシア、韓国、インドの各Gallery

が開設されました。そして現在、

中国と日本の準備が進められてい

ます。今回は特に日本Gallery＜

The Arts of Japan Gallery＞ 開

設にむけてどのような準備が行わ

れているかを中心に案内して頂き

ました。完成している上記各国

Galleryの見学の後、日本Gallery

となる予定の部屋に案内して頂きました。室内は

まだ建築中ですが『伊勢神宮』をイメージした

ゲートの設置を考えています。展示品は現在検討

中で、オープニングの際には上野国立博物館の協

力を得て国宝級美術品その他が展示される予定で

す。また、宮島達男さんなど新しい芸術家による

作品の展示も予定しています。同美術館には現地

校の子ども達が年間約５万人、ツアーで訪れるそ

うです。 

 日本文化をヒューストンの次世代に伝える教育

としてこのGalleryの役目は大きいと実感しまし

た。美術館は現在展示されている一部の作品以外

にも沢山の美術品を 

所蔵しており、それらのほとんどが寄付

によるものです。今後皆様のご協力を得

て、2010年中を目標に日本Gallery<The 

Arts of Japan Gallery>の早い開設が待

たれます。日本Gallery開設にむけての美

術館ツアーにご興味のある方は、

jbahfujinbu@gmail.comまでお問い合わせ

ください。(For more information about 

supporting the Arts of Japan Gal-

lery：Ms. Valerie Greiner：

vgreiner@mfah.org)  

ヒューストン美術館 

Museum of Fine Arts, 

Houston ツアー 

 

 

 

 

「絵本読み聞かせの会」 ２月１３日（土） 三水会センターにて 
３才以上の部 

だ い く と お に ろ く      松 井 直 ・ 再 話  赤 羽 末 吉 ・ 絵     福 音 館 書 店  

や さ い           平 山 和 子             福 音 館 書 店  

ね ず み の い え さ が し     ヘ レ ン ・ ピ ア ス  作 ・ 絵          童 話 屋     

ガ ン ピ ー さ ん の ふ な あ そ び   ジ ョ ン ・ バ ー ミ ン グ ハ ム          ほ る ぷ 出 版 

オ レ ・ ダ レ          越 野 民 雄 ・ 文   高 畠 純 ・ 絵        講 談 社   

 

３才未満の部 

ゆ き の ひ の う さ こ ち ゃ ん   デ ッ ク ・ ブ ル ー ナ ー             福 音 館 書 店  

そ ら は だ か ん ぼ        五 味 太 郎                  偕 成 社    

ま る く て お い し い よ    こ に し え い こ  作 ・ 絵           福 音 館 書 店  

や さ い            平 山 和 子                福 音 館 書 店  

ち ゅ っ  ち ゅ っ       M A Y A M A X X                 福 音 館 書 店 

次回開催予定 
 

「絵本読み聞かせの会」  
三水会センターにて 

3月06日（土）  4月17日（土）   

１０：３０～３歳以上１１：００～３歳未満 

 

「あそぼーかい」 
3月17日（水） スプリング・ブレイク・バージョン 

10：15～ 大きい子向け 

11：00～ 小さい子向け 

  

 

 

 

 

 

 

 

さて、以前にご報告いたしました「伊藤忠記念財団子どもの本１００

冊」が三水会センターのピーカンキッズお薦め本コーナーに並びまし

た！！皆さんどんどん借りて下さいね。 

活動報告 

 

婦人部委員会ではイース

ターに向けて手作りエッグ

の講習会を企画いたしまし

た。 

 発泡スチロール製のエッ

グとリボンで、簡単に素敵

なイースターエッグが作れ

ます。 

 講師は婦人部委員の三宅

栄里子さんです。詳しく

は、配信いたしましたお知

らせをご覧ください。 

＊日時：3月24日(水)  

1回目 １０：３０～１２：００   

2回目 １：００～２：３０ 

＊場所：三水会センター会議室 ＊材料費：１０ドル  

リボンで作るイースターエッグ講習会 

 １月よりお願いしております「お助けマップ」の改訂ですが、

アンケート、ビジネスカードの提出締め切りは３月末となって

おります。 

今後とも記入、提出の方よろしくお願いいたします。 

 用紙、提出箱は三水会センターにございますし、下記にアク

セスして頂けましたら 

メールでの記入、提出もできます。otasukemap@yahoo.co.jp 

 あわせて、４月よりお助け班ボランティアを募集し、地区ご

とにグループ分けし個々の店の洗い出し作業を行いたいと考え

ています。自称グルメの方、地区のご意見番、パソコンの扱い

に強い方、面白そうと思って下さる方、お待ちしています。 

 集合は、三水会センター会議室を予定しています。日程につ

きましては、今後メールなどで配信いたします。 

 ご協力をお願いいたします。  

婦人部 お助けマップ班 

からのお願い 

私はピザが大好き。私のピザの評価基準は

その生地です。短時間で焼き上げ、縁には

しっかり焦げ目が付き、見た目はふっくらして

いるけど、口に含むとモチモチした触感で、

イーストの香りがしっかりする、そんな生地が

好みです。日本ではナポリピザと呼ばれ人気

が高いようですが、ヒューストンでは、パンピザ

のような比較的厚めの生地が好まれるように思

います。ちなみに、私の日本でのお気に入り

の店では、モチモチ感を短時間で出すため

に、タピオカの粉を混ぜているのだそうです。

また、日本では一時期、薄焼き煎餅の上に具

を乗せたようなカリカリのクリスピーピザが流行

りました。ピザはシンプルなお料理だけに、

個々人の好みや流行りなど、意見の分かれる

ところかもしれません。 

と言う訳で、今回は様々な嗜好の方々の

ために、人気のピザ屋さん3店をご紹介しま

す。先ずは、アメリカ人から大絶賛で、お気

に入りのピザ屋を尋ねるとかなりの確率で紹

介される「Star Pizza」。WashingtonとHarvard

の角の他、もう１店あります。こちらはパンピ

ザとまでは言いませんが、比較的厚みのあ

る生地です。昼はバッフェスタイルですが、

回転が良いので常に焼きたてのピザ4,5種

類と、サラダ類がいくらでも食べられ、お得

感満点です。出来ればバッフェカウンターの

そばに陣取って、店員さんが奥から出してく

る一番の熱々を頂きましょう。薄手の生地が

お好きな方は「Brother’s Pizza」へ。I-10と

HW6の交差、クラウンプラザホテルの西側の

モールにあります。生地自体に味があり、

イーストの香りが食欲をそそります。ここは

「We treat you like family」をモットーにして

いるだけあって、店員さん達が気さくで陽気

で、とても賑やかなお店です。そして3店目

は「Pink’s Pizza」。Montroseに1店、Heights

に１店あります。こちらはしっかりモチモチ生

地で、焦げ目が食欲をそそり、今のところ、

私の一番のお気に入りです。トマトソースは

多めで、トッピングに使われる材料はお店で

カットされるので新鮮です。特にSpecialty 

Pizzasはどれもボリュームたっぷりで、はず

れがないと評判です。 

ピザは大人もお子さんも大好きなメニュー

のひとつだと思います。お食事を作るのは

面倒だわという時に、宅配をお願いするのも

手軽だし、お店で出来立てのピザをご家族

やご友人と囲むのも話が弾みそうです。皆さ

んのご近所にお気に入りのお店が見つかると

いいですね。ピザについてはこれからも探求

を続けるつもりですので、お勧めのお店が

あったら情報をお待ちしています。美味しい

お料理で幸せな時間を過ごして下さい。 

(Ikuko Murakami) 

Vol.7 
Star Pizza  
http://www.starpizza.net/ 

77 Harvard, Houston, TX  

713-869-1241 

Brother’s Pizza  
http://www.brotherspizzeriahouston.com/ 

1029 HWY6, Houston, TX  

281-398-4040 

Pink’s Pizza  
http://pinkspizza.com/ 

710 West Gray, Houston, TX  

713-521-7465 
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初めての海外生活。期待と不安を胸に

日本を出発してから8ヶ月が経った。今で

は友人も出来、とても楽しく過ごしてい

る。 

 駐妻日記を書くことになり、何をテーマ

にしようかとても悩んだ。慣れない土地で

の生活、毎日いろいろなことが起こる。今

回は、私を悩ませた車の運転、運転免許取

得について書きたいと思う。 

 私は、バスは1時間に2本、家族の人数分

車を持つような田舎に暮らしながら、ペー

パードライバー暦12年だった。しかし、こ

こヒューストンでは運転しないわけにはい

かなかった。ちょっと牛乳が欲しいと思っ

ても、コンビニがない。運転出来なけれ

ば、家に籠もりきりになってしまう。必要

に迫られ「TEXAS DRIVERS HAND BOOK」を

読み始めた。しかし、英語が苦手な私に

とっては長文読解。辞書と格闘しながらの

勉強だった。「国際免許で乗り切ってしま

え！」という悪魔のささやきに負けそうに

なりながらも、何とか読み終え主人と

Driver License Officeに行った。辞書使

用を希望したが、許可してもらえなかっ

た。運良く勉強した所が沢山出題され合格

出来た。しかし、ほっとしたのも束の間。

そのまま路上試験を受ける事となった。学

科試験の日に路上試験を受けられるとは

思っていなかったので、練習していな

い。久 し 振 り の 運 転。ま ず は、

「Parallel  Park」広い駐車スペース

に、私の小さな車。何とかなるだろうと

思ったが、「Ran over curb」路上に出

る事なく、1度目の試験は終了した。こ

の日から主人との運転特訓が始まった。

ネットで｢Parallel  Park｣のコツも調

べ、2度目の試験に挑戦した。｢Parallel 

Park｣は、完璧！しかし、左折で失敗。

試験官に｢Get off」と言われ訳も分から

ず車から降りると、試験官が運転席に

座った。そして、私は助手席に座るよう

に言われた。なんと、ここから路上教習

が始まったのだ。私の運転があまりにも

酷かったのだろう。試験中に路上教習を

してもらった人をいまだ聞いたことがな

い。「4WAY  STOP」「LEFT  TURN」

「RIGHT TURN」「BACKING」とても丁寧

に教えてくれた。運転席に試験官、助手

席に私。このような状態で戻ったので主

人は、とても驚いていた。もちろん、2

度目も不合格。今度落ちたら、学科試験

を受けなくてはならない。不安で夢にま

で運転している自分の姿が出て来た。練

習あるのみ！近所の住宅街、スーパー、

試験場の周りを練習した。主人の合格を

もらい、3度目の試験に臨んだ。3度目と

もなるとスムーズに運転出来た。試験官

の指示には、「Yes, ma’am！」と元気よ

く返事をした。「You passed !」合格し

た。本当に本当にほっとした。あーよ

かったあ！ 

 ヒューストンに来る事がなかったら、

運転する事はなかっただろう。切羽詰ま

ると頑張れるものだ。いまだに運転は怖

く、ゆっくり走る毎日である。時々、遅

すぎてホーンを鳴らされる事もあるが、

気にしない。気にしない。常にマイペー

ス！ 

 海外生活。誰でも経験出来る事ではな

い。このような貴重な経験が出来、とて

も嬉しく思う。異国にいても沢山の優し

さに触れ、穏やかに過ごせる毎日に幸せ

を感じている。これからも、いろいろな

事を経験をし、人との出会いを大切に

日々の生活を楽しみたいと思っている。 

  

次回は向(むこう)香織さんです。      

                      

第六十六回 

橘 弓佳さん 

 

来る4月10日（土）、11日（日）にハーマンパークにおいてジャパ

ンフェスティバルが開催されます。昨年、当フェスティバルは

Houston Press誌において“The Best Festival in Houston”に選出され、

本年も2万人を超える来訪者が予想されます。商工会は当フェス

ティバルに共催という形で参加しており、当日は会員各社より休日

返上で多くのボランティアがご参加いただきます。皆様お誘いあわ

せの上ご来場いただき、日本とヒューストン市民との文化交流の架

け橋として活躍するボランティアの皆さんに暖かい声援をお願い致

します。 
ジャパンフェスティバルHP： http://www.japan-fest.com/ 

 
浴衣トライオンのボランティア募集 

今年のジャパンフェスティバルももうすぐですね。さて、そこで皆

様にお願いです。「日本の浴衣を一度来てみたい」という多くのお

客様に喜んで頂くためには着付けや髪を結って下さる（簡単にゴム

で止めるだけ）方々のご協力が必要です。 

「少しならお手伝いしてもいいわ」という方、短い時間で結構です

のでボランティアをお願い致します。合わせてその時に使用します

浴衣・下駄・髪飾り・櫛(ホテルや飛行機に在る未使用の物)などご 

 

自宅にご不要の物がございましたら是非ご寄付下さ

い。品物は三水会センター婦人部ドネーションボッ

クスまで、ボランティアの申込み・お問い合わせは

以下の通りです。宜しくお願い致します。 
  メールアドレス : yukatatoraion@yahoo.co.jp 
    電話 : 281-493-1512  

  三水会センター（火～土 9:30 ～17:00） 
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■ローカル色強く、プレーヤーの多い市場 
米国商業用不動産の市場特性と取引慣行は次

のとおり。 

・景気による変動性が高く、不動産市場の反

応は一般の景気の動きから9～12ヶ月遅れて

現れる。 
・家主は資金のほとんどを借入で賄っている

ため、不動産市場は金利感応度が高い。 
・家主側もテナント側もそれぞれ不動産ブ

ローカーを介在させることが一般的なため、

プレーヤーが多く、ひいては、取引自体をみ

えにくくしている。 

・家主は家主側ブローカーと、テナントはテ

ナント側ブローカーと、それぞれ専属専任媒

介契約を交わす。 

・契約が成立すると、家主は家主側ブロー

カーとテナント側ブローカーの双方に手数料

を支払う。 
・取引形態や家賃設定方法は地域によって

さまざま。ブローカーの手数料体系も各社毎

に異なり、ローカル色が強い。 
・賃貸借契約書が数十ページにおよぶなど

契約内容が膨大で、取引が複雑。 
・家主とテナントは、契約締結後も交渉に

よって契約内容を柔軟に変えることができ

る。 
・交渉によって契約を短期にすることもで

きるが、一般的に5～10年とリース期間は長

期。 

・家主側が賃料を一定期間無料にするフ

リーレントや内装工事費用を負担する値

引きサービスが慣習として行われてい

る。 

 

■ブローカー選定等に当たり留意するポイン

ト 

 米国は不動産ブローカー間の情報交換に

より取引が成立する社会であるため、情報豊

富なブローカーと専属専任媒介契約をすれ

ば有力な武器になる。ブローカー選定等に当

たっての留意点は次のとおり。 

・複数のブローカーにインタビューを実施

し、その結果によってブローカーを選定する。 

・第三者を通じて市場でのブローカーの評

判を確認する。 

・ブローカーの手数料体系を把握する。家

主が家主側ブローカーとテナント側ブロー

カーの両方に手数料を支払い、テナントはブ

ローカー手数料を直接支払わないが、それら

の手数料は賃料の中に含まれ、テナントは間

接的にブローカー手数料を負担している。

従って、手数料体系にも注意が必要。 

・ブローカーの専属専任媒介契約に中途解

約条項を入れる。  

 
■ケース別ユーザー活用方法 

【ケース１：リース残存期間があり、当面継続し

て入居する場合】 

・現契約の賃料は往々にして相場より高い

ケースが多いため、賃料市場をチェックして

早期に契約更改を家主に申し入れ、賃料引

き下げ交渉を行う。リース残存期間に応じて、

現行分と合わせて契約更改する戦略をとる。 

・過剰スペースがあれば、スペースの縮小を

交渉する。早期の契約更改で余剰スペースを

解消し、コスト削減につなげることができる。 

【ケース2：リース残存期間があるが、他の好物

件に移転する場合】 

・現家主が所有する他の物件へ移転する方

法： 家主にとっても安定したキャッシュフロー

を確保できるので、リファイナンスリスクを軽減で

きるメリットがある。 

・別の家主の物件へ移転する方法： 現物件

のリース残存期間のリース債務や移転費用など

を新家主に負担してもらうよう交渉する。また、

現在は、相場がピークだった2年前に比べると、

フリーレント期間が長期化し、家主負担の内装

工事費の上限額が上昇するなどテナント側に

有利になっている。これらも含めて新家主と交

渉する。 

・サブリース物件へ移転する方法： サブリー

ス物件は、家主から直接借りるよりも、通常10～

20％安い賃料で借りることができ、コスト削減の

チャンス。  

 

■その他のポイント：交渉前に市場や家主の状

況調査を 

・現在市況が低調といえども、契約更改に当

たり家主から現行契約額より高い金額を提示さ

れることもままある。その場合は、前回契約締結

時の不動産相場がどうであったかを綿密に検

証し、交渉に臨むこと。 

・契約更改に当たり、家主の借り入れやキャッ

シュフローの状況を把握することも交渉を有利

に運ぶコツ。入手可能なこれらの情報を基に、

契約更改のタイミングや契約条件などを判断す

る。 

 1月27日、ヒューストン日本商工会は、「事務所・店舗・工場用地リース契約見直しについての講演会」を開催しました。ジョーンズ・ラング・ラ

サール・アメリカの上級副社長兼日本デスクヘッドの荒谷仁志弁護士を講師にお迎えし、当日は約20人の参加者が集まりました。 

 米国では、サブプライムローンの表面化以来、商業用不動産価格は大幅な下落が続いています。ユーザーにしてみれば、事務所などのリー

ス契約を見直すことで、コスト削減やオフィス環境アップグレードの好機到来ともいえます。 

 米国商業用不動産の取引慣行、不動産取引時の留意点、およびリース契約見直しのポイントなど、荒谷弁護士から解説のあった内容の

概要を御紹介します。     

事務所・店舗・工場用地リース契約見直しについての講演会 
          （ジェトロ・ヒューストンセンター  平井 美佳） 

 

 2月13日（土）、補習校で開催しました古本市には、朝からたくさん

の方にお越し頂きました。売上金＄393.50、募金＄316.50、合わ

せて＄710の収益となりました。皆様方のご理解とご協力に心から感謝致します。 

 収益金はすべて三水会センターの新規図書購入費として寄付し、今回は小学校中学年

から高校生向けの図書を購入して頂きます。 

 次回の古本市は9月頃に三水会センターでの開催を予定しております。ご家庭でご不要

の本がございましたら、ご寄付頂きますよう宜しくお願い致します。三水会センターで随時

受け付けております。 

古
本
市
ご
報
告 

婦人部便り 
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By 
Kumiko 

 日本人会主催の第２回ヒューストン

親睦テニス総領事杯が１２月２０日

（日）にPine Forest Country Clubの

テニスコートで開催されました。 

今回は初参加者５名を含め２8名のテ

ニス愛好家が参加し（写真１）、初心

者から上級者まで皆、青空の下でテ

ニスを通じて親睦を深めました。試合

の方は、ミックスダブルスを中心に３

試合を行い、獲得ゲーム数の最も多

く、かつ失ったゲーム数が最も少ない

男女が優勝となりました。             

 抽選でパートナーと対戦相手が決まる

ので、多少クジ運も作用しますが、優勝

者：女性は大接戦の結果、桂子トンプソン

さん（写真―２右側）と安田清江さん（写

真―２左側）が同時優勝となりました。男

性は旦 範夫さんが２年連続優勝しまし

た。（写真―３） 

 優勝者には大澤総領事より総領事杯が

贈呈され、副賞としてテニスボール６缶が

贈呈されました。 

 ヒューストン親睦テニス大会は、今

後も３or４月、６or７月、１０月に親睦

テニス大会、１２月に親睦テニス総

領事杯を行う予定ですので、ヒュー

ストン在住のテニス愛好家の皆様、

お誘いあわせの上是非ご参加下さ

い。 

 

連絡先 ：y-sugita72@hotmail.co.jp  

 

杉田洋一 （筆者）  

第２回ヒューストン親睦テニス総領事杯 

（親睦テニスヒューストン会運営委員 山口貴子、小宮久美子、桂子トンプソン、杉田洋一） 

（写真２） （写真３） 

（写真１） 
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 人材豊富なわがグループには、色々な特技

を持ったメンバーがいます。数年前から着付け

教室を定期的に開催するようになり、昨年から

は定期的にお茶のお稽古も始めました。日ごろ

の成果を出す日をということで、今年の新年会

は、着物を着て初釜を開催しました。 

前日からお茶の経験者チームの皆さんが、

初釜用のお菓子「花びら餅」を手作りしてくださ

いました。三水会センターの会議室は机も片付

けて、６畳の和室となりました。 

当日の朝、25名のメンバーが続々と集まりま

した。着付け上級クラスの人は一人でどんどん

着物を着ていきます。初級クラスの人は、助け

てもらいながら着付けをして、いつの間にか会

７．会議日程 
 2010年3月24日（水） 理事委員会  

       午前11時30分～ 於 住友商事 
 2010年4月28日（水） 常任委員会  

       午前11時30分～ 於 Four Seasons 
 2010年5月26日（水） 理事委員会  

       午前11時30分～ 於住友商事社  

★よろしく！～新規入会です  

 ●正会員企業新規入会申請 

 ＊Toho Titanium America Co., Ltd. 
   中野誠氏（常任委員・正会員） 

2500 City West Blvd., Suite 300, 
Houston, Texas 77042 
Tel. 713-267-2230   
Fax. 713-893-6038 

 ＊Sekisui Specialty Chemicals America, 
    LLC  
    宮井二郎氏 （常任委員・正会員） 

    900 Gemini Street, Suite A,  
    Houston, Texas 77058 
        Tel. 281-212-2382   
     Fax. 281-212-2356 
      www.sekisui-sc.com 

  ●正会員新規登録 

   Toshiba International Corp.   鶴和正弘氏  

＜3月中旬以降の予定＞ 

   17日（水）：あそぼーかい「スプリング・ブレーク・バージョン」 

         10：15～／11：00～ 於 三水会センター  

   24日（水）：理事委員会  11：30～   於 住友商事社 

    婦人部委員会主催「イースターエッグ講習会」 於 三水会センター会議室 

         第1部 10：30～12：00 

         第2部 13：00～14：30 

＜４月の予定＞ 

     ４日（日）：商工会ソフトボール予選 

                         （雨天：5月2日順延） 於 Houston Sportsplex 

   10日（土）：ジャパン・フェスティバル （～11日） 

         於 Hermann Park 

 24日（土）： 婦人部委員会主催「美術館写真講演会」 

         9：45～12：00 於 ヒューストン美術館  

   25日（日）：テキサス会ゴルフトーナメント「商工会会長杯」 

 28日（水）：常任委員会    11：30～   於 Four Seasons Hotel 

                       講演会（内容：TBA） 

＜5月の予定＞ 

  9日（日）：商工会・日本人会共催 

                      「ピクニック・ソフトボール大会」 

                           9：00～16：00 於 The Gordon Ranch 

  26日（水）：理事委員会 11：30～ 於 住友商事社 

       ＜年間行事日程は商工会ホームページ  www.jbahouston.org で＞  

～商工会の主な行事～ 

会 員 消 息会 員 消 息  

議室はあでやかな着物姿でいっぱいになりま

した。6畳間には床の間がしつらえられ、「日

出海天清」の掛け軸が掛けられ、白椿とボケ

の花が生けられました。風炉にお釜を置い

て、手作りのにじり口も備え付けられました。 

いよいよ、お茶席の開始です。7人ずつに

じり口から入ります。席に着くとお手前が始ま

りました。いつもはにぎやかなメンバーも、静

まり返って見事なお手前に見入ります。お釜

からわずかに聞こえるお湯の沸く音が、心地

よく響いてきます。最近忘れていた静寂のひ

とときです。やがてお菓子の取り回しが始ま

り、「おいしい、おいしい」と急ににぎやかにな

りました。そして程よく泡立てられたお抹茶を

いただきます。全員が飲み終わるころには足

のしびれも限界に近づき、また無言になる私

たち・・・ 

お薄のあとは、茶事に習って会席料理風

のお弁当をいただきました。「ヒロスシ」さんに

お願いした、お刺身、煮物、焼き物、揚げ物、

ご飯、お吸い物という豪華なお弁当です。どれ

もおいしく、幸せな気分になりました。 

お腹いっぱいといいながら、羊羹をさらにい

ただき、お濃茶のお手前が始まりました。初め

ていただくお濃茶は、まずその鮮やかな緑色

に見とれ、濃厚なふくらみのある味わいに感動

しました。また回しのみという作法も教えていた

だき、茶道の奥の深さにまだまだ学ぶことばか

りだと感じました。 

日本では花嫁修業というものを全くしなかっ

た私ですが、ここヒューストンで着付けに茶道と

もう一度お嫁にいけるぐらい学ぶことができ、

本当に幸せだと思います。初釜に参加した

方々も同じ思いだったのではないでしょうか。 

 

＊ヒロスシ 6511 Hwy. 6N. Houston 77084   

 Tel: 281-345-1161 

ショーイングジャパン 奥原由佳利 
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@Caroline Weiss Law Building  

*Feathers, Fins, and Fur: Natural History Illustra-

tion of the 19th Century – May 23 

*Liquid Lines: Exploring the Language of Con-

temporary Metal – Jul. 18 

*Alice Neel: Painted Truths  Mar. 21 – June 13 

@Glassell School of Art 

*2010 Core Exhibition  Mar. 5 – Apr. 16 2010 

<Contemporary Arts Museum Houston> 

(5216  Montrose  Blvd  713-284-8250 

www.camh.org 入場無料) 

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

2010 

*Perspectives 169: Odili Donald Odita    – May 2, 

2010 

<Houston Museum of Natural Science> 

(One  Hermann  Circle  Drive  713-639-4629 

www.hmns.org) 

*Spirits & Headhunters: Vanishing Worlds of the 

Amazon – Mar. 28, 2010 

*Faberge: Imperial Jeweler to the Tsars: - Apr. 4, 

2010 

*Magic: The Science of Wonder  Feb. 26 – Sep. 6, 

2010 

<The Menil Collection> 

(1515  Sul  Ross  713-525-9400  http://

www.menil.org 入場無料 Open: Wed-Sun 11:00am

-7:00pm) 

*Maurizio Cattelan   – Aug. 15, 2010 

*Leaps into the Void: Documents of Nouveau 

Realist Performance  Mar. 19 – Aug. 8, 2010 

*Steve Wolfe on Paper   Apr. 2 – Jul. 25, 2010 
 

MLS  @  U  of  H  Robertson  Stadium  (http://

houston.mlsnet.com/) 

Apr 10(Sat) 7:30pm Houston Dynamo  vs L.A. 

Galaxy 

NBA  @  Toyota  Center  (http://www.nba.com/

rockets/) 

Mar 19(Fri) 7:30pm Houston Rockets vs Boston 

AHL @ ToyotaCenter (http://www.aeros.com/) 

Mar 20(Sat) 7:35pm vs Milwaukee Admirals 

Tomball German Heritage Festival   

March 26-28, 2010.@ Old Town Tomball  

http://www.tomballsistercity.org/festival.htm 

Children’s’ Festival: APRIL 10 & 11, 2010 10:30 

am - 6:30 pm @ Downtown Houston.   

http://www.houstonchildrensfestival.com/ 

International Festival: April 17-18 & 24-25, 2010 

Saturdays 12pm to 10pm and Sundays 12pm to 

8pm @ Downtown,  @ http://www.ifest.org/ 

Texas Crawfish & Music Festival  April 9-10 and 

April 16-18@ Historic Old Town in Spring (130 

Spring School Road, Spring, Texas 77373) TICK-

ETS: $10 http://www.texascrawfishfestival.com/ 

Annual WorldFest — Houston International Film 

Festival April 9- 18.  The 4rsd Annual World Fest 

Film  Festival  showcases  an  independent  film 

competition for emerging cinematic talents. Ticket 

price is $15 and up. http://www.worldfest.org/ 

House of Blues Houston 888-402-5837 

Apr 2, 8pm: Julia Nunes 

Apr 10, 6pm: Emily Osment with special guest Hot 

Chelle Rae 

Apr 17, 9pm: Michael Franks 

House of Blues Houston 888-402-5837 

Apr 12, 8:30pm: US Air Guitar Championship 

Hobby Center—Sarofim Hall (800 Bagby)  

713-558-TUTS www.tuts.com 

•South Pacific (~Mar 21) 
 
Hobby Center—Sarofim Hall (800 Bagby) 

 800-745-3000 www.imreadyproductions.com 

•Je’Caryous Johnson’s Cheaper To Keep Her 

(Mar 25~28) 
 
Grace Theater (2710 W. Alabama) 713-526-2721 

www.adplayers.org 

•RET. (~Mar 28) 
 
Alley  Theatre  (615  Texas)  713-220-5700 

www.alleytheatre.org  

•Alfred Hitchcock’s The 39 Steps (~Mar 28) 
 
The Grand 1894 Opera House (2020 Postoffice, 

Galveston) 800-821-1894 www.thegrand.com 

•Alice in Wonderland (Apr 8) 
 
Lambert  Hall  (1703  Heights)  713-861-5303 

www.operaintheheights.org 

•La Boheme (Mar 26~Apr 10) 
 
Stages Repertory Theatre (3201 Allen Pkwy) 713-

527-0123 www.stagestheatre.com 

•Speech and Debate (Mar 17~Apr 11) 
 
Miller Outdoor Theatre (100 Concert) 713-861-

7408 www.hitstheatre.org 

•Cats (Apr 15~17) 
 
Company OnStage (536 Westbury Sq.) 713-726-

1219 www.companyonstage.org 

•Sleeping Beauty: The Hundred Year Adventure 

(Mar 13~Apr 17) 
 
Houston Family Arts Center (10760 Grant Rd) 281

-685-6374 www.houstonfac.com 

•Little Women (~Apr 19) 
 
Reliant Stadium (2510 Westridge) 832-667-1400 

www.disney.go.com/disneyonice/ 

•Disney on Ice (Apr 14~18) 
 

<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 

*Prendergast in Italy Part of “An American Sea-

son”  – May 9, 2010 

*Eye on Third Ward: Jack Yates High School 

Photography – May 23 

*Sargent and the Sea Part  of “An American 

Season”  – May 23, 2010 

*Houston’s  Sargents  Part  of  “An  American 

Season” – May 9, 2010 

*Ruptures and Continuities: Photography Made 

after 1960 from the MFAH Collection 

  – May 9, 2010 

３月－５月イベント３月－５月イベント３月－５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  

(Rock & Pop) 

House of Blues Houston 888-402-5837 

Mar 20, 8pm: Black Rebel Motorcycle Club with 

Band of Skulls 

Mar 25, 8pm: Honor Society  

Mar 27, 9pm: Back in Black - A Tribute to AC/DC, 

& Atomic Punks - A Tribute to Ealry Van Halen 

Apr 2, 8:30pm: Edwin McCain 

Apr 3, 9pm: Scott McCurry  

Apr 9, 9pm: Yeasayer with special guest Javelin  

Apr 10, 9pm: Old 97's with Telegraph Canyon 

Apr 11, 8pm: State Farm N’ Los Lonely Boys 

Takin’ Texas 

Apr 18, 8pm: Puddle of Mudd  

Toyota Center 713-758-7200 

Apr 30, 8pm: Celtic Woman 

Verizon Wireless Theater 713-230-1600 

Mar 25, 7pm: Megadeth - Rust In Peace Tour with 

special guests Testament and Exodus  

Apr 16, 7pm: Owl City 

Apr 24, 8pm: Jeff Beck 

(Latin and Reggae) 

House of Blues Houston 888-402-5837 

Mar 26, 8pm: El Chapo de Sinaloa con invitada 

especial Valentina 

Scott Gertner’s Sky Bar Grill 713-520-9688 

Every Thursday, All Night : Salsa Ladies Night 

<Ladies: Free> 

(Soul, Jazz and Blues) 

Miller Outdoor Theatre 

Apr 22, 6pm: Blue and Green: Earth Day Jazz in the 

Park 

Scott Gertner’s Sky Bar Grill 713-520-9688 

Every Wednesday, 5:30pm: Jazz After Work Escape 

<Ladies: Free> 

Every Friday, 9pm: The Best Adult Happy Hour 

Party 

Every Saturday, 9:45pm: With Scott Gertner Band  

Toyota Center 713-758-7200 

Apr 3, 8pm: Alicia Keys with Robin Thicke and 

Melanie Fiona 

(Classic) 

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

7575 

Mar 19 & 20, 8pm and Mar 21, 2:30pm: Hannu Lintu 

Conducts Sibelius 

Apr 1 ～ 3, 8pm: The Gershwin Songbook 

Apr  8  &  10,  8pm  and  Apr  11,  2:30pm: 

Shostakovich's Fifth Symphony 

Apr 22 & 24, 8pm and Apr 25, 2:30pm: Berlioz' 

Symphonie fantastique 

First Methodist Church (1320 Main @ Clay) Ticket 

713-266-3341 www.MimakiKana.com 

Apr 18, 2 pm  Kana Mimaki Piano Concert 

(Country) 

The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 1-800-745-

3000 

Mar 20, 8pm: Jimmy Buffett 

 (Singer-songwriter) 

劇劇  場場  

その他その他  

Gulf    Stream 2 

日  時： 平成22年2月24日（水）11：30am～1：30pm 
場  所： 住友商事社 会議室（10階） 
出席者： 名誉会長、名誉会員、理事委員（13名）、正会員（3名）、 

      事務局長 
欠席者： 理事委員9名（会長・その代理人委任7名、代理人委任2名） 
司  会： 村上伸二幹事  

１．商工会会長連絡事項（秋葉慎一郎第一副会長：渡辺会長代理） 
秋葉第一副会長より、3月から5月にかけて大きな行事が各種行わ

れるため、それらを成功裏に終わらせるため、引き続き会員各位の

協力をお願いしたい旨のお話があった。 

２．総領事館連絡事項（大澤勉総領事） 
大澤総領事より、下記2点について連絡があった。 
①日本映画上映会について 

現代の日本を描いた映画“ブタがいた教室（妻夫木聡主演）”と“ト

ウキョウソナタ（香川照之・小泉今日子主演）”が3月17日（水）の午

後6時よりAlamo Drafthouse Cinemaで上映される。入場料無

料。 
②2010年テキサス州六者交流会開催時期について 

本年六者交流会開催地のダラス日本人会では、例年11月に開催

される同交流会の日程を10月下旬に早めることも検討中と聞いて

いる。詳細については正式にダラス日本人会より商工会事務局へ

連絡が入る予定。 

３．2010年ジャパン・フェスティバル進捗報告 

（吉松雅敏正会員：水澤伸治特命理事代理） 
吉松氏より2010年ジャパンフェスティバルの進捗報告があった。 
①実施時期・場所：2010年4月10日（土）・11日（日）  Hermann 
Park 
②アンケート結果（昨年12月実施） 

85社中25社からの回答あり。調査結果は当日ボランティア53名

（昨年度101名）、寄付金$14,000（昨年度$13,950）という結果と

なった。 
③会員企業へのお願い 
＊寄付協力：フェスティバル委員会では現状$10,000程の赤字が見 

込まれるため、より多くの会員企業からの寄付をお願いしたい。 

日米協会からの正式な依頼状が届き次第、事務局より各会員企

業へ連絡予定。 
＊ボランティア協力：昨年程度のボランティア人数の要請があるた

め、各会員企業のご協力を頂きたい。また、Kids Activityの各

ブースリーダーを今年度持ち回り担当の機械電子部会にお願い

する。 

④部会へのボランティア要望案と募集手順 
今年も日米協会からボランティア派遣依頼があったため、例年に

倣い、部会毎に算出したボランティア人数の確保に協力いただき

たい。今年の目標人数は112名。 

４．日本庭園関連報告（大村直司副会長） 
大村副会長より日本庭園に関する下記2点の報告があった。 
①日本庭園手入れ作業終了報告 

庭園士の中井氏と庭師の岩崎氏が2月14日から24日にかけて再

訪され、日本庭園の手入れ作業とHermann Parkのスタッフに庭

園の手入れ指導などにあたられた。この期間中、直木特命理事、

南邦夫氏らを中心としたボランティアの方々が両氏の食事や移動

などのお世話をされた。 
②日本庭園清掃ボランティアについて 

3月の3週末（土・日の計6回）に日本庭園清掃作業を行うため、日

米協会から商工会に対しボランティア拠出の要請があった。これ

は1回につき4～5名が午前中3時間程度日本庭園の掃除などを行う

もので、スケジュールは近々決定される。拠出については、一般公募

では難しい面もあるため、今回につき商工会会長・副会長企業からボ

ランティアを出して頂くことを了解して頂いている。 

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） 
  ＊若田光一宇宙飛行士による講演会「宇宙長期滞在の時代へ」 

   木村企画調査委員長より講演会開催に関する報告と、ロジ関係で理 

   事委員の協力依頼があった。 

    開催日時：2010年2月27日（土）午後12時30分～13時40分 
    開催場所：補習校オーディトリアム 
    参加申込：約170名 

 ②婦人部委員会（渡辺のぞみ婦人部委員長） 
  渡辺委員長より下記7つの婦人部活動の詳細報告があった。 
  ・古本市の報告（2月13日） 

売上393.50ドル、募金316.50の計710ドルを三水会センター図書館

の新規図書購入費として寄付。 
  ・美術館ツアーの報告（2月18日） 
    募集人数を上回る40名が参加され、好評だった。 
  ・総領事館並びに婦人部委員会共催「オペラの魅力に触れる～ミニオ 

   ペラ＆クラシックコンサート」 
3月3日（水）午前10時30分から総領事公邸で、Opera In  The 
HeightsのAssistant Conductor, Pianist/Coachの戸田光彦氏と歌

手2名によるオペラコンサートを開催。 
  ・リボンで作るイースターエッグ講習会（3月24日） 
       婦人部委員の三宅栄里子さんのご協力による講習会。12名参加で 

   午前・午後の部2回開催。 
  ・ジャパンフェスティバル「浴衣トライオン」（4月10日～11日） 
  ・美術館写真部門の講演会～写真修復ラボ見学、写真展ツアー、 

       日本ギャラリー紹介（4月24日） 
    MFAHの写真修復ご担当の小関俊旭氏と、写真部門学芸員の中森 

   やすふみ氏による写真保存修復についての講演と写真展のツアーを 

   予定。 
  ・新お助けマップ改訂作業について（3月末～5月） 
   現在予定されている各種行事が消化されたところで、本格的に改訂 

   作業のボランティアを募集し作業を進めていく予定。 

 ③広報委員会（中水勝広報委員長） 
  中水委員長より、商工会ホームページに掲載しているガルフストリーム 

  で、2007年1月号から2009年2月号までの会員消息欄に個人情報（新 

  規登録会員のイーメールアドレスや直通番号等）が載ったままになって 

  いると指摘を受けたため、会員消息欄の個人情報は全て削除した旨の 

  報告があった。（2009年3月号から既に個人情報掲載はない。） 
 ④文化委員会（野中昭信文化委員長） 

野中委員長より、5月のピクニック開催に向け、会場（The Gordon 
Ranch）と現在3年契約更新の検討中であることと、ピクニック担当幹事

会社の選定については、例年に倣い商工会名簿の#16 （INPEX社）

から#39 （MC Tubular Products社） の会員企業に協力依頼をし、3
月2日（火）に三水会センターにて幹事会議を開催予定。 

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 
  正会員企業新規入会申請連絡2社（2名）、正会員新規入会1社（1名） 

  の連絡。正会員企業入会申請については理事委員の承認を得た。 

 ②年間行事予定  

 ＜ホームページ参照 http://www.jbahouston.org/
event_meeting.htm ＞ 

平成平成2222（（20102010）年）年22月度 月度   商工会理事委員会 議事録商工会理事委員会 議事録  
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人女性として初めてです。また、

スペースシャトルは2010年で退

役することが決まっていることか

ら、スペースシャトルに搭乗する

最後の日本人宇宙飛行士となり

ます。日本の有人宇宙開発の歴

史は、1992年9月に毛利衛宇宙

飛行士が日本人として初めてス

ペースシャトルに搭乗して以来、

その経験を積み重ねてきまし

た。今後は、ISSでの長期滞在へ

とその使命は引き継がれることに

なりますが、山崎飛行士には日

本人宇宙飛行士のスペースシャ

トルクルーのアンカーとして、集

大成となるよう、その務めを果た

してきてもらいたいと思います。

また、現在ISSには野口飛行士が

長期滞在を行っており、山崎飛行士がISSに

搭乗すると、史上初めて日本人が2人同時に

宇宙に滞在することになりますが、日本人2人

がISSでともに働く姿にもご注目いただきたいと

思います。 

 山崎飛行士、野口飛行士の活躍の後に

は2011年春頃から古川聡宇宙飛行士が、

2012年初夏頃から星出彰彦宇宙飛行士が、

それぞれ約6ヶ月間の予定でISSに長期滞在

する予定になっています。またJAXAでは昨年

新たに油井亀美也、大西卓哉、金井宣茂の3

名の宇宙飛行士候補者を採用し現在その3名

も宇宙飛行士の認定に向けてジョンソン宇宙

センターにて訓練を行っています。今後さらに

日本人が宇宙で活躍する機会が増えてまいり

ますので、引き続き日本の有人宇宙活動に対

する皆様のご支援をいただきますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

 山崎飛行士の初めての宇宙飛行まで、もう

間もなくとなりました。現在、山崎飛行士は

ヒューストンのNASAジョンソン宇宙センターに

おいて打ち上げに向けた最終訓練を行って

います。スペースシャトルに搭乗する最後の

日本人宇宙飛行士として、宇宙へ、そして未

来へと飛び立つ山崎飛行士。ミッションの成

功に向けて、みなさま方のご声援をいただき

ますようお願い申し上げます。 

山崎宇宙飛行士、宇宙へのカウントダウン山崎宇宙飛行士、宇宙へのカウントダウン山崎宇宙飛行士、宇宙へのカウントダウン!!!   
４月に打ち上げ予定の山崎宇宙飛行士と今後の計画について ＪＡＸＡ 有人宇宙技術部 若松武史 

現在、地上400kmの上空には、

日本、アメリカ、ヨーロッパ、カナ

ダ、ロシアの15ヶ国が協力して計

画を進めている国際宇宙ステー

ション（International Space Station: 

ISS）が運用されており、常時最大6

名の宇宙飛行士が滞在して、各種

実験などを行っています。我が国

も、「きぼう」日本実験棟や宇宙ス

テーション補給機（H-II  Transfer 

Vehicle: HTV）の開発によりISS計

画に参加しており、昨年7月には

「きぼう」が完成、昨年9月～11月

にはHTVによる物資補給に成功

し、本格的に宇宙を利用する時代

がやってきました。一方、昨年3月

～7月には、若田光一宇宙飛行士

が日本人として初めてISSでの長期

滞在を行い、また、昨年12月からは野口聡一宇

宙飛行士がISSでの長期滞在を行っており、日

本人が宇宙で暮らす時代も到来しています。 

そんな中、今年４月にスペースシャトルに搭

乗し、宇宙へ飛び立つのが山崎直子宇宙飛行

士です。山崎飛行士が搭乗するスペースシャト

ル「ディスカバリー号」では、山崎飛行士を含む

7人の搭乗員がISSに向かい、約2週間のミッショ

ンを行います。このミッションの目的は、ISSの完

成に向けた組み立て作業を行うこと、そして、宇

宙実験に必要な機材や試料、ISSに滞在する宇

宙飛行士の生活備品などを補給することです。

また、実験が終了した装置など、ISSで不要に

なった物を地球に持ち帰ります。地上から運ば

れる物資は、多目的補給モジュールと呼ばれる

大きな筒状のモジュールに入れられてスペース

シャトルの貨物室に格納した上で、宇宙に運ば

れます。スペースシャトルがISSにドッキングした

後、そのモジュールをISSに取り付け、モジュー

ルの中の物資をISSに運び出した後で、不要に

なった物資を再度モジュールに搭載し、地球に

持ち帰ります。地上から運ばれる物資の中には

「きぼう」日本実験棟で行われる実験の資材も

多く、例えば、ネズミの筋肉の細胞もその1つで

す。宇宙では重力がないため筋肉が衰えるとい

われていますが、その仕組みをネズミの筋細胞

を使って調べます。また、宇宙空間での皮膚の

バクテリア計測なども行います。 

山崎飛行士はこのミッションにおいて、2種類

のロボットアーム操作を担当することになって

います。1つ目はスペースシャトルのロボット

アームを使って、スペースシャトルの耐熱タイ

ルが打ち上げ時の衝撃で損傷していないかを

点検すること、2つ目はISSのロボットアームを

使って、多目的補給モジュールをISSに取り付

け、地球に帰還する前にはモジュールを ISS

から取り外して、スペースシャトルの貨物室に

格納することです。また山崎飛行士は、多目的

補給モジュールに搭載された6トン以上の物資

をISSに運び出す作業や、ISSで不要となった

物資を再度モジュールに搭載し直す作業の責

任者（ロードマスター）も行います。大量の物資

をISSに運び出したり、不要な物をモジュール

に戻したりする作業は、例えると1度に2回引っ

越しを行うようなものであり大変な作業ですが、

正確かつ迅速に作業が実施できるよう、山崎

飛行士がクルーの役割分担や物資の場所な

どを把握・管理し、作業を実施していきます。 

山崎飛行士は、2001年に宇宙飛行士とし

て認定されて以来、初めての飛行となるわけで

すが、日本人女性としては向井千秋宇宙飛行

士に次いで2人目、ミッションスペシャリスト（搭

乗運用技術者、スペースシャトルの運用全般

を担当し、ロボットアーム操作などのスペース

シャトルのシステム運用や船外活動、パイロッ

トの補佐などを行う宇宙飛行士）としては日本

打ち上げに向けて訓練を行う山崎直子宇宙飛行士  
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編 集 部 か ら 

  

ガルフストリームでは、常時、皆様からのご

投稿、取材依頼をお待ちしております。ま

た、知っとく豆情報で取り上げてほしい事

柄や、ご意見・ご感想などもお気軽にお寄

せ下さい。 

連 絡・問 合 せ 先 ： 編 集 部（℡:281-493-

1512, e-mail: kiji@JBAHouston.org） 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編  集  後  記 
 
婦人部の秋葉です。昨年の１１月からガルフ

の編集に加えて頂きました。今まで何気なく見

ていた（読んでいた）ガルフですが、制作のお

手伝いをさせて頂くようになると作り手の気持

ちが良く分かり今では毎月大切にファイルして

います。これまでの読み手としての目線でどな

たにも楽しく読んで頂けるガルフを目指し、少

しでもお手伝いできたらと感じている今日この

頃です。これからも婦人部の活動が皆様方に

分かり易く伝わりますよう三宅さんと一緒に頑

張っていきますので、ガルフの応援を宜しくお

願い致します。   （秋葉涼子）  

渋い演技を披露。（去年１２月号のシネマ欄 

を書くため予告編を見た途端、ブリッジスの 

受賞を確信するほどの出来です。） 

○監督賞  キャスリン・ビゴロー監督  

                “The Hurt Locker” 

イラク戦争中のバグダッドを舞台に、爆弾処

理班に所属する命知らずの兵士と同僚兵士

らの友情や確執を織り込みながら、爆発へ

の恐怖と戦場の悲惨さをリアルに描く作品。

ビゴロー監督は、実は“Avatar”で同じく監

督賞にノミネートされているキャメロン監督

の元妻。史上最多９部門にノミネートされた

両作品だが、結局ビゴロー監督が監督賞を

受賞。また、女流監督の受賞は史上初。 

○作品賞  “The Hurt Locker” 

プロデューサーの一人がアカデミー協会の規 

則に違反したり、米陸軍曹長による提訴が 

起きたりするなど、いくつかの問題を抱えな 

がらもノミネートされたこの作品が、やはり 

大きく注目されていた “Avatar”を退けて 

最優秀作品賞に輝いた。 

REPO MEN   3月19日（全国） 

★★☆（サイファイ） 
出演：ジュード・ロー、フォレスト・ウィ 

 テカー、他 
あらすじ：ユニオン社が開発した精密な人 

 工臓器の移植で人間の生活が大きく改善 

 される。しかし、移植を受けた患者らは 

 健康を取り戻すと同時に同社に莫大な借 

 金を抱えることになる。支払いが少しで 

 も滞る者には同社から“リポマン”が送 

 られ、非情にも「臓器の回収」が実行さ 

 れる。ある日、ユニオン社のやり手“リ 

 ポマン”のレミー（ロー）が突然心臓発 

 作で倒れる。同社の臓器移植で命を取り 

 留めたレミーだが、“リポマン”として 

 生きてきた彼自身が今度は“リポマン” 

 に追われる立場になってしまう。 

THE WARLORDS   4月2日（限定） 

★★★（外国／アクション） 
出演：ジェット・リー、金城武、アン 

 ディ・ラウ、他 
あらすじ：１９世紀の清朝末期、太平軍を  

 相手に戦ってきた清軍の将軍パン 

 （リー）は多くの兵士を失い、失意のま 

 ま戦場から逃げ出す。ある町で出会った 

 盗賊一味のリーダーのアルフ（ラウ）と 

 その息子のウーヤン（金城）に助けら 

 れ、やがて三人は義兄弟の契りを結ぶ 

 が･･･。 
ひとこと：500頭の馬を使う戦いの場面の 

 脚本は20ページに及ぶほど詳細に描か 

 れ、8台のカメラが同時に戦闘場面を撮影 

 した。清朝時代の実話をもとに描かれた 

 この作品は香港などで多くの賞を受賞。 

THE SECRET IN THEIR EYES  
 4月16日（限定）★★☆（外国／ドラマ） 

先日、アカデミー賞授与式がテレビで放映

されましたね。皆さんの予想は当ったで

しょうか。今年は、アカデミー俳優部門受

賞者が全て「オスカー初受賞者」という珍

しい結果でした。また、最多9部門にそれ

ぞ れ ノ ミ ネ ー ト さ れ た“Avatar”と“The 

Hurt Locker”の対決が注目されていまし

たが、最終的に6部門の受賞を果たした

“The Hurt Locker”に軍配が上がりまし

た。そこで、今月は主要受賞作品について

書いてみました。 

○助演女優賞  モニーク “Precious” 

 （昨年ガルフストリーム10月号掲載） 

モニークはもともとコメディー出身で、最近は

トークショーなどでも活躍中。その彼女がこの

作品では、夫が実娘を犯す事実から目を背

け、反対にその娘に罵声を浴びせ、物を投げ

つける鬼のような母親役に挑戦。虐待の恐ろ

しさを迫力ある演技で演じ、初受賞。 

○助演男優賞   

  クリストフ・ヴァルツ “Inglorious Busterds”  

（昨年ガルフストリーム8月号掲載） 

 ブラピ主演のこの作品で、冷酷非情なドイツ

将校役を演じる。オーストリア出身のヴァルツ

は、この作品でカンヌ国際映画祭の男優賞

を受賞している。“Invicta”のマット・デイモン

や“Lovely Bone”のスタンリー・トゥッチなど

を退けての受賞に、今後の彼の活躍が期待

される。 

○主演女優賞   

   サンドラ・ブロック “Blind Side” 

 （昨年ガルフストリーム11月号掲載） 

ホームレス同様の生活を送る高校生のマイ 

ケルを引き取り、やがて彼のフットボールの 

才能を見出す養母リー･アン役を演じたブ 

ロック。実は、このブロックは、毎年映画ファン 

が「最悪」な映画を選びアカデミー賞授与式 

前夜に表彰する「ゴールデン・ラズベリー賞 

（ラジー賞）の「最悪女優賞」に選ばれてい 

る。アカデミー賞とラジー賞の同時受賞とい 

う何とも複雑な初快挙をなしたブロック。 

○主演男優賞   

  ジェフ・ブリッジス “Crazy Heart”  

（昨年ガルフストリーム12月号掲載） 

酒に溺れ落ちぶれた老カントリー歌手役を演 

じる。ブリッジスは、父母や兄弟も俳優である 

芸能一家に生まれ、子ども時代から映画や 

テレビに出演しているにも関わらず、アカデ 

ミー賞受賞は初めて。これまで４回ノミネート 

はされながらもう一歩のところで受賞を逃し 

てきたブリッジスが、この作品では自然体で 

■今月の新作紹介 

★★★＝絶対面白そ～  ★★☆＝面白そ～  

★☆☆＝いいかも         ☆☆☆＝とりあえず 

出演：リカルド・ダリン、ソレダー・ビ 

 ジャル、他 
あらすじ：ベンハミン・エスポシト（ダリ 

 ン）は長く務めたアルゼンチンの刑事裁 

 判所を定年退職した後、これまで心に 

 引っかかってきた事件を小説にすること 

 を決心する。その事件とは、1974年に起 

 こった若い女性の強姦殺人事件である。 

 上司にも内緒で捜査を進めるうち、エス 

 ポシト自身が暗い犯罪の波に飲み込まれ 

 ていく。 

ひとこと：アルゼンチンで大きな話題を呼 

 んだこの作品が、2010年アカデミー賞外 

 国語映画賞を受賞した。 

WALL  STREET:  MONEY  NEVER 
SLEEPS   

4月23日（全国）★★☆（ドラマ） 
出演：マイケル・ダグラス、シャイア・ラ

ブーフ、他 
あらすじ：証券業界のフィクサー的存在で

あったゴードン・ゲッコー（ダグラス）が

10数年の刑期を終えて出所する。この10数
年の間にゲッコー自身も面食らうほど業界

も大きく変化していた。そんな中、若い実

業青年ジェイコブ（ラブーフ）がゲッコー

と手を組みたいと申し出てくる。   

 

ここからは今月の作品紹介です。 


