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 現在は、主に日本の実験モジュール“きぼう”

で行われる実験を担当しており、一日の大半

をそこで過ごしています。実験は3－4種類を並

行して行い、同時に次の実験の準備も進めて

いきます。 

 最初に取り掛かったのは「宇宙庭」の実験で

す。“きぼう”内に温室のような小さな箱を作り、

そこで植物を種から育てるのです。みかん箱く

らいの大きさの中に、水分や養分を含んだ袋

状の４つの栽培キットがあります。地上と同じよ

うに水をやりながら生育状況を記録していま

す。普段私は、自宅では庭の手

入れなど何もしないのですが、宇

宙庭設置後一週間で小さな双葉

が出たときには、とても嬉しくなり

ました。現在も順調に生育してい

ます。 

 広報活動は、皆様に宇宙の事

を知っていただくのに重要である

とともに、私にとってもいろんな方

とのコミュニケーションができる楽

しみな場でもあります。メディアの

会見以外にも、年始には鳩山総

理大臣との交信がありましたし、

各種イベントや学校との交信もあ

ります。帰還までに、ヒューストン
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編  集  後  記 
 
 フットボールシーズンの終わりと共に、帰

国することとなりました。ヒューストンに来て

約3年、ガルフの編集委員会に参加してか

ら約2年。短い期間でしたが、ガルフ発行

に携われたことで、ヒューストンでの生活を

（少なくとも）2倍は楽しむことができたか

な、と感じています。それぞれがユニークな

編集委員の方々との月一回の会議では、

真面目な議論だけでなく様々な話が聞け

て、それだけでも十分面白いです。ヒュー

ストン生活をもっと楽しみたい方、奮って編

集委員会にご参加ください。 

森 晋介 

目目  
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 ヒューストン日本商工会の皆様、こんにちは。

JAXA宇宙飛行士の野口聡一です。私は現

在、第22/23次長期滞在ミッションのフライトエン

ジニアとして、国際宇宙ステーションでの約5ヶ

月半に及ぶ滞在に臨んでいます。 

 昨年12月21日の打ち上げ以降、23日のドッキ

ングまでは、ソユーズカプセル内で飛行やドッ

キングのための作業がたくさんあり、就寝時間

にはぐったりして倒れこむように(倒れられな

い？)爆睡していましたが、ステーションに到着

してからは、ちょうどホリデイシーズンだったとい

うこともあり、ゆっくりしたペースで新しい生活に

適応していくことが出来ました。 

 宇宙ステーションでの日々の仕事は、ステー

ションの維持管理、実験、広報、運動が主なも

のです。 

 1月はじめに行った日本のロボットアームの指

先、子アームの組み立て作業は、最初のマイ

ルストーンでした。ロボットアームで子アームを

掴むように保持し、船外での細かい作業に対

応できる機構になっています。日本独自の精

密な技術や細やかな対応力を生かした子アー

ムは、世界に誇れるものですし、非常に高く評

価されています。子アームは、3月以降に実際

に船外に設置され、大いに活躍する事になると

思います。 

きぼうの子アームを組み立てている野口氏 打ち上げ直前の野口氏 

首相と交信している野口氏 

宇宙から宇宙から宇宙から   こんにちは！こんにちは！こんにちは！   
JAXA宇宙飛行士 野口聡一氏 特別寄稿 

(→次ページに続く） 

の皆様とも交信の機会があるといいなと思って

います。 

 宇宙に長期滞在をする上で、運動も非常に

大切な仕事のひとつです。無重力空間に長期

間いることで、筋力や骨量が大幅にダウンして

しまうからです。毎日2時間ほどの時間が、運

動時間として計画されています。運動用の機

械は、空気圧やスプリングを使い宇宙でも負荷

がかかるように工夫されています。運動時間は

長いですが、長い作業の合間のよい気分転換

になりますし、地球からのニュースやメールを

編集中にチューリッヒ空港で逮捕されたた 

め、新作の上映が一時期危ぶまれた。 

CITY ISLAND   

3月19日（限定）★★☆（コメディー） 
出演：アンディー・ガルシア、ジュリアナ・マーグ 

リーズ、アラン・アーキン、他 
あらすじ：ニューヨーク刑務所の看守ヴィンス 

（ガルシア）はいつか役者として身を立てたい 

と、家族には“ポーカーナイト”と偽って週１回 

俳優養成所でレッスンを受けている。しかし、 

彼の妻ジョイス（マーグリーズ）は、ヴィンスが 

ポーカーではなく浮気をしているのではない 

かと疑う。そんなある日、突然ヴィンスが元 

囚人の若者を自宅に連れてきた日から、 

ジョイスの疑惑が更に膨らんでいき…。 
ひとこと：自身がこの作品をプロデュースするガ 

ルシアには、これまでニヒルなイメージの役が 

多かったが、養成所の教師役のアーキンなど 

実力派俳優と共にニューヨークを舞台にした 

コメディーを演じる。 

BROOKLIN’S FINEST  3月5日（全国） 

★★☆（アクション／ドラマ） 
出演：リチャード・ギア、ドン・チード 

ル、イーサン・ホーク、ウェズリー・ス 

ナイプス、他 
あらすじ：仕事に情熱を失ったまま定年を 

迎えようとするアル中警察官のエディー 

（ ギ ア ） 。 病 気 の 子 ど も と 妊 娠 中 の 妻 の 

ため麻薬売買の金を現場からくすねる捜 

査 官 サ ル （ ホ ー ク ） 。 捜 査 官 で あ る こ と 

を 隠 し 麻 薬 デ ィ ー ラ ー （ ス ナ イ プ ス ） に 

接 近 す る タ ン ゴ （ チ ー ド ル ） 。 経 験 も 立 

場も違うそんな3人の警察官が偶然同じ現 

場に居合わせ、複雑な人間模様を織りな 

していく。 

ひとこと：“Training Day”や“Shooter”を 

扱ったA・フークア監督の作品。 

GREEN ZONE    
3月12日（全国）★★☆（ドラマ） 

出演：マット・デイモン、グレッグ・キニ  

ア、ブレンダン・グリーソン、他 
あらすじ：米陸軍ロイ・ミラー准尉（デイ 

モン）が所属する部隊は、砂漠地帯に隠 

された大量破壊兵器を探す極秘任務に就 

くが、国防総省のパウンドストーン（キ 

ニア）の妨害工作によって手がかりを失 

う。CIAのブラウン（グリーソン）と手 

を組んだロイは部隊を離れ一人で捜索を 

続けるなか、パウンドストーンとつなが 

りを持つ“マゼラン”という大物に関す 

る情報を手に入れる。隠された真実を明 

かすために、ロイは命がけの“マゼラ 

ン”追跡を続ける。 
ひとこと：“Borne Supremacy”や“Borne  

Ultimatum”を手がけたポール・グリーン 

グラス監督とデイモンによる3作目。ハン 

ディーカメラでの撮影にこだわる監督が 

手がけた今回の新作も、臨場感溢れる戦 

闘シーンなどが盛りだくさん。 
 

ALICE IN WONDERLAND    
3月5日（全国）★★★（サイファイ） 

出演：ジョニー・デップ、ミア・ワシコウスカ、ヘェ 

 ナ・ボナム・カーター、アン・ハサウェイ、他 
あらすじ：突然若者に求婚された19才のアリス 

 （ワシコウスカ）は思わず森に逃げ出す。大木 

 の根元にあるウサギ穴を覗き込んだアリスは 

 そのまま深い穴底へ。落ちた所は何と幼い時 

 に偶然訪れたあの“不思議の国”ではないか。    

 マッドハット（デップ）やしろうさぎ、チェシャ猫 

 らもアリスの突然の再訪にびっくり。早速、マッ 

 ドハットらは意地悪な“赤の女王”（ボナム）が 

 追放した心優しい“白の女王”（ハサウェイ）を 

 助けてくれるようアリスに懇願するが…。 

ひとこと：“赤の女王”役のボナムの内縁の夫で 

 もあるティム・バートン監督が、デップと組む7 
 作目。デップの大ファンには待望の新作。 

MOTHER    
3月12日（限定）★★★（韓国／スリラー） 

出演：ウォンビン、キム・ヘジャ、チン・グ、他 
あらすじ：漢方の店で働きながら、子どものよう 

に純粋無垢な心を持つ28才の息子トジュン 

（ウォンビン）を育ててきた母（ヘジャ）。ある 

日、二人が暮らす町で女子高生殺人事件が 

起きる。その殺人現場に自分の名前が入った 

ゴルフボールが発見されたため、トジュンは容 

疑者として警察に拘束される。事件の早期解 

決に急ぐ警察とやる気のない弁護士に絶望し 

た母は、一人で真犯人を探そうとするが…。 
ひとこと：韓流四天王の一人ウォンビンは、軍隊 

入隊時に悪化した膝の治療を終え、5年ぶり 

の復帰作品となる。「韓国の母」と評される大 

女優ヘジャンとウォンビンが、固い絆で結ばれ   

た親子を演じる。 

THE GHOST WRITER    
2月19日（限定）★★★（スリラー） 

出演：ユアン・マクレガー、ピアース・ブロスナ 

 ン、オリビア・ウィリアムズ、他 
あらすじ：イギリス元首相のアダム・ラング（ブロ 

 スナン）の回顧録出版のため、ゴーストライ 

 ターのゴースト（マクレガー）が雇われる。ラン 

 グの別荘でインタビューを開始するや、ラング 

 政権時代の元閣僚がラングとCIAとの不正な 

 繋がりを告発する。やがて、以前別のゴースト 

 ライターが雇われ、後に不審死をしていること 

 を知ったゴーストは、そのゴーストライターの死 

 がラングの不正疑惑と何か関係があるのでは 

 ないかと思い始める。 
ひとこと：ロマン・ポランスキー監督のスリルたっ 

ぷりの新作。ポランスキー監督が30年以上前 

に法廷強姦罪で有罪判決を受けたにもかか  

わらず、アメリカ国外に逃亡したあと現在はフ 

ランスに住んでいる。その監督がこの作品の 

■今月の新作紹介 

★★★＝絶対面白そ～  ★★☆＝面白そ～  

★☆☆＝いいかも         ☆☆☆＝とりあえず 
～もうすぐお雛様～ 

今年もショーイング・ジャパンのメンバー

の方々が、三水会センター図書館に豪華な

お雛様を飾ってくださいました。ありがと

うございました。図書館で是非ご覧下さ

い。子どもさんとの写真撮影もOKです！ 

 
三水会センター 

     図書館だより 

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、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） 

©c S.P.Korolev RSC Energia ©NASA 
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*Magic: The Science of Wonder  Feb. 26 – Sep. 
6, 2010 

<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, 2010 
*Maurizio Cattelan   – Aug. 15, 2010 
*Leaps into the Void: Documents of Nouveau 
Realist Performance  Mar. 19 – Aug. 8, 2010  

NBA @ Toyota Center 
Feb 20(Sat) 7:30pm Houston Rockets vs Indiana 
Feb 26(Fri) 7:30pm vs San Antonio   
Mar 1(Mon) 7:30pm vs Toronto 
Mar 3(Wed) 7:30pm vs Sacramento 
Mar 13(Sat) 7:30pm vs New Jersey 
Mar 15(Mon) 7:30pm vs Denver 
Mar 17(Wed) 7:30pm vs Memphis 
Mar 19(Fri) 7:30pm vs Boston 

 
AHL @ ToyotaCenter 

Feb 20(Sat) 7:00pm Houston Aeros vs Chicago 
Feb 21(Sun) 3:00pm vs Peoria 
Feb 25(Thu) 7:05pm vs Manitoba 
Feb 26(Fri) 7:30pm vs Austin 
Feb 27(Sat) 7:35pm vs Austin 
Mar 3(Wed) 7:00 pm vs San Antonio 
Mar 5(Fri) 7:35pm vs San Antonio 
Mar 6(Sat) 7:00pm vs Autin 
Mar 12(Fri) 7:35pm vs Peoria 
Mar 13(Sat) 7:00pm vs Chicago 

Feb 27, 28  The Lunar New Year in Houston @ 
VietHoa center beltway 8 plaza (8300 W. Sam 
Houston Pkwy South) Free Admission  
http://texasia.net/  
 
Mar 2-21  Houston Livestock Show and Rodeo 
@ Reliant Park  Ticket 毎年恒例のヒューストンロ

デオがやってきました！今年も有名カントリミュー

ジシャンの他、若者に人気のＲ＆Ｂグループが演

奏します。家族全員が楽しめるイベントなので是

非お出かけになってみてください。入場料は座席

によって変わりますのでサイトの方をご覧くださ

い。http://www.rodeohouston.com/ 
 
Mar 5 -7  75th Azalea Trail Home and Garden 
Show @River Oaks  ヒューストンの一等地リバー

オークス地域にある全7箇所の大豪邸を見に行っ

てみませんか？前売り券15ドル、当日20ドル(全7
箇 所）、各 邸 宅 ご と ＄5 。詳 し く は ： http://
www.riveroaksgardenclub.org/AzaleaTrail.cfm 

Mar 6 - 7 Spring festival Wine & Art Festival 
＠Oldtown Spring, Texas Texas-Style Wine Tast-
ing, Art Exhibition, food vendors。入場料無料。
http://www.oldtownspring.com/SpringFest.htm 

Mar 22 Rossini Petite Messe Solennelle (original 
version) with international opera superstar Jen-
nifer Larmoreヒューストン在住のピアニスト三牧

可奈さんが３月２２日にニューヨークのリンカーン

センターで演奏します。詳細、チケットの購入等こ

ちらをご覧ください。ぜひ皆さん可奈さんの応援

に行きましょう。 
http://www.voicesofascension.org/
concerts.aspx 

Apr 1～3 , 8pm: The Gershwin Songbook 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Feb 28, 11am & 1pm: House of Blues Gospel 
Brunch 

Fort Bend Theatre (2815 N. Main, Stafford) 281
-208-3333 www.fortbendtheatre.com 

•Little Women the Broadway Musical (~Feb 20) 
Stages Repertory Theatre (3201 Allen Parkway) 
713-527-0123 www.stagestheatre.com 

•A Picasso (~Feb 21) 
Ensemble Theatre (3535 Main) 713-520-0055 
www.ensemblehouston.org  

•American Menu (~Feb. 28) 
Texas  Repertory  Theatre  Company  (14243 
Stuebner Airline) www.texreptheatre.org  

•I Hate Hamlet (~Feb 21) 
Express Theatre (446 Northwest Mall) 713-682-
5044 www.expresstheatre.com 

•Freedom Train (~Mar 6) 
Hobby Center—Sarofim Hall (800 Bagby) 713-
558-TUTS www.tuts.com 

•Miss Saigon (Feb. 9~21) 
UpStage Theatre—Lambert Hall (1703 Heights 
Blvd) 713-838-7191 www.upstagetheatre.org 

•The Sunshine Boys (Feb 19~Mar 6) 
Hobby Center—Sarofim Hall (800 Bagby) 713-
622-7469 www.broadwayacrossamerica.com 

•Cirque Dreams Illumination (Feb 23~Mar 7) 
Baytown Little  Theater  (4328  Hugh  Echols, 
Baytown)  281-424-7617 
www.baytown.littletheater.org 

•Jake’s Women (Feb. 26~Mar 14) 

<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   – May 9, 2010 
*Eye on Third Ward: Jack Yates High School 
Photography – May 23 

*Sargent and the Sea   – May 23, 2010 
*Houston’s Sargents   – May 9, 2010 
*Ruptures and Continuities: Photography Made 
after 1960 from the MFAH Collection 

 Feb. 21 – May 9, 2010 
@Caroline Wiess Law Building 

*Your Bright Future: 12 Contemporary Artists 
from Korea:  – Feb. 14, 2010 

*Collecting the Past: 25 Years of documenting 
Museum History: - Jan. 24, 2010 

*Recent Accessions in Design.   – Feb. 21, 2010 
*Feathers, Fins, and Fur: Natural History Illus-
tration of the 19th Century – May 23 

*Liquid Lines: Exploring the Language of Con-
temporary Metal   Mar. 7 – Jul. 18 

*Alice Neel: Painted Truths  Mar. 21 – June 13 
<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  – Feb. 28, 2010 

*Faberge: Imperial Jeweler to the Tsars: - Apr. 4 
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２月－４月イベント２月－４月イベント２月－４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) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Feb 16, 7pm: Cowboy Mouth 
Feb 24, 8pm: Yes  
Mar 2, 7pm: Manchester Orchestra 
Mar 4, 7pm: Dark Star Orchestra 
Mar 7, 8pm: Great Big Sea 
Mar 16, 8pm: Tally Hall in the Bronze Peacock 

with Jukebox The Ghost 
Toyota Center 713-758-7200 

Mar 6, 8pm: John Mayer with Michael Franti & 
Spearhead 

Mar 18, 7pm: Muse with Silversun Pickups 
Apr 30, 8pm: Celtic Woman 

Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
 Feb 17, 8pm: Mariah Carey 

Apr 16, 7pm: Owl City 
(Hip Hop) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

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

Every Thursday, All Night : Salsa Ladies Night 
<Ladies: Free> 

(Soul, Jazz and Blues) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Feb 19, 8:30pm: Reckless Kelly 
Feb 26, 8:30pm: Keb' Mo' 

Scott Gertner’s Sky Bar Grill 713-520-9688 
Wed, 5:30pm: Jazz After Work Escape <Ladies: 

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

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

Feb 19 & 20, 8pm and Feb 21, 2:30pm: Beetho-
ven's Pastoral Symphony 

Mar 5 & 6, 8pm and Mar 7, 2:30pm: Mozart's 
Requiem 

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

Stude Concert Hall (Rice University) 713-348-
5400 

Feb 20, 8pm: Eroica Trio 
Mar 9, 8pm: Artemis Quartet 

(Country) 
Verizon Wireless Theater 713-230-1600 

Feb 16, 8pm: Merle Haggard 
(Singer-songwriter) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Feb 23, 8pm: Henry Rollins - Spoken Word 
Feb 26, 8pm: Matt Hires 
Mar 5, 8pm: Tyrone Wells in the Bronze Peacock 

Room 
Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
 Mar 11, 8pm: David Gray 
(Others) 
Jones Hall (Houston Symphony), Tickets 713-
224-7575 

Feb 25, 7:30pm: Frankie Valli and the Four Sea-
sons 

Feb 26 & 27, 8pm & Feb 28, 7:30pm: Michael 
Cavanaugh Sings Billy Joel and More 

Feb 27, 10am & 11:30am: Beauty and the Beast 

劇劇  場場  

Gulf    Stream 2 

日  時： 平成22年1月27日（水）12：00pm～1：20pm 
場  所： Four Seasons Hotel  Room: Whitney 
出席者： 名誉会長、名誉会員、常任委員、事務局長 
司  会： 森晋介幹事 

１．商工会会長連絡事項（渡辺龍二会長） 
年頭のご挨拶の中で、商工会会員が商工会だけでなく地元の行

事・活動にも積極的に参加し、意見交換の場を持つことで地域

との繋がりを強め、更には日本人コミュニティーの存在意識向

上につなげていくべく会員各位の協力をお願いしたいというお

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、公邸で1月14日に行われた新年会の報告と参

加した常任委員への謝意が表され、また本年も商工会行事へ積

極的な支援をしていきたいというお話があった。 

３．商工会幹事欠員の補完について（森晋介幹事） 
＜提案＞森幹事の帰国に伴う幹事欠員の補完につき、後任とし 

 て、村上伸二氏（東芝）が渡辺会長と森幹事に推薦された。 

 村上氏は、これまで商工会委員会・活動に関わりその運営等 

 に明るく適任であることから選出。そこで、定款第四条三項 

 「役員の欠員」に定められるとおり「理事委員会投票の過半 

 数による承認後、次の常任委員会で過半数の承認による追認 

 される」べく、イーメールベースで理事委員の過半数以上の 

 信任承認を得たため、本日の常任委員会で過半数の承認を得 

 たうえで正式承認としたい。なお、村上氏は常任委員ではな 

 いが、幹事と会計幹事は常任委員以外からも選出可能。 
＜結論＞常任委員会の過半数を得て正式に村上氏が新幹事に信 

 任され、幹事の欠員補完となった。 

４．商工会図書委員長の任命について（森晋介幹事） 
＜提案＞慣例では、森幹事の後任である竹田直樹氏（みずほ銀 

 行）が幹事職を引継ぐことになるが、既に各種行事が目白押 

 しという現状に鑑み、本会運営に明るい村上氏に新幹事をお 

 願いした。そこで、竹田氏には、次年度の幹事候補として、 

 図書委員長（現在、ライブロック事務局長が兼任）の立場で 

 活動・運営の把握のため理事委員会への参加を図りたい。 
＜結論＞渡辺会長より竹田氏が図書委員長として任命された。 

５．JBA Houston Foundation, Inc. 2009年度決算・2010年度 

  予算報告（室井秀夫会計幹事） 
室井会計幹事より、同FoundationのDirectorは商工会役員（会

長、副会長4名、幹事、会計幹事）7名が兼務していること、決

算・予算は同Foundationの役員会の決議事項であることの説明

があった。そして、同役員会で承認された2009年度決算・2010
年度予算について、要旨の説明があった。 

６．日本庭園について（大村直司副会長） 
日本庭園維持改修工事のため中井庭園設計士と庭師の岩崎氏が

2月14日から24日までヒューストンに滞在されることになり、

送り迎えや食事などの手配については南邦夫氏が中心になって

手配をされている。次に、Hermann Park Conservancyの会議で

日本庭園の掃除ボランティア拠出要請について説明があった。

3月の3回の週末（土・日曜2日間で合計6回）に14～15名程度の

ボランティアが必要となるため、2月中に商工会会員宛に事務

局より募集に関する連絡をする予定。Hermann Park で4月に

ジャパン・フェスティバル開催が予定されていることもあり、

市との関係強化を図るためにも是非協力をお願いしたい。 

７．委員会・部会報告 
 ①企画・調査委員会（木村誠企画調査委員長） 

木村企画調査委員長より下記2点の報告・説明があった。 
  ＊ビジネスセミナー開催について 
   題：「事務所・店舗・工場用地リース契約見直しのポイン 

      ト～商業用不動産市況の下落を受けて」  
   協力：Jones Lang LaSalle Americas, Inc. 
   講師：荒谷仁志氏（Senior Vice President  Head of Japan Desk）      
   時間：午後1時45分～3時45分（常任委員会終了後） 

  ＊若田光一宇宙飛行士講演会開催について 
   協力：JAXA 
   日時：2010年2月27日（土）12時30分～13時30分 

      （質疑応答も含む） 
   場所：補習校オーディトリアム 

      （901 Yorkchester, Houston, TX 77079） 
 ②婦人部委員会（渡辺のぞみ婦人部委員長） 
  渡辺婦人部委員長より下記5点の活動報告があった。 
  ＊古本市開催（2月13日 於補習校校舎） 
  ＊ヒューストン美術館ツアー（2月18日 昨年12月に降雪で延期 

   になったツアーを再開） 
  ＊総領事館・婦人部委員会共催「ミニオペラ＆クラシックコン 

   サート」（3月3日 於総領事公邸） 
  ＊イースター・エッグ講習会（3月12日 於三水会センター） 
  ＊お助けマップ改訂作業について 
   情報収集に関わる協力依頼、マップ改訂作業に使うソフトウ 

   ェア選びや作業の進め方などに関する協力者募集について 
 ③スポーツ委員会 

（飯室治正会員：南部智一スポーツ委員長代理） 
2010年商工会ソフトボール大会につき、開催場所は昨年同様に

Houston Sportsplex において4月4日（日）に予選開催、雨天の場

合は5月2日（日）に順延とし、準決勝・決勝は商工会ピクニッ

ク当日の5月9日（日）に会場のThe Gordon Ranch にて開催予定

の方向で準備中。 
 ④広報委員会（中水勝広報委員長） 

ガルフストリーム4月号（4月15日発行）から「駐在員日記」の

連載を再開するが、広報委員会より改めて記事提供に関する協

力依頼をする予定。 

８．山崎直子宇宙飛行士打上げ視察について（三宅正純特命委員） 
3月18日予定の山崎直子宇宙飛行士が搭乗するスペースシャトル

打上げが最後となる。出来るだけ多くの邦人関係者の視察参加を

呼びかけるため、テキサスの各方面に出したところ現在40名近く

の申し込みを頂いた。あと数日中に頂く申込みも受け付けるの

で、是非ご興味のある各位はご連絡いただきたい。 

９．事務局連絡事項（ライブロック祐子事務局長） 
 ①2009‐2010年版商工会ディレクトリーについて 

昨年度末から新年度当初に幾つかの大きな行事が重なったた

め、今回ディレクトリーの発行が例年より1ヶ月程遅れの今月

半ばとなった。既に発送を終えているが、まだ受領されていな

い各位は事務局にご一報頂きたい。 
 ②年間行事について 

既に多くの行事が予定されており、その日程等は商工会のホー

ムページでアップデートしているので確認頂きたい。 
 ③会員消息 
  正会員新規登録申請2社（2名）、正会員企業新規登録申請2社 

  （2月度理事委員会承認事項）の報告。 

 ④1月度折込配布分「会員消息」内容訂正 

 ⑤ディレクトリー訂正 

  （上記③～⑤の詳細は別頁「会員消息」参照） 

平成平成2222（（20102010）年）年11月度 月度   商工会常任委員会 議事録商工会常任委員会 議事録  
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JAXA宇宙飛行士 野口聡一氏 特別寄稿 宇宙からこんにちは！ 

＜１ページ特集記事からの続き＞ 

チェックする時間にもなっています。 

 食事時間のように、クルーと過ごす時間も大

切な気分転換の時間となります。現在は、アメリ

カ人2名、ロシア人2名、そして日本人1名の5名

が滞在しており、準備をしたり食べたりしなが

ら、それぞれの仕事の情報交換、ニュースや家

族の話などしています。 

 家族や友人とは、週1回のテレビ会議や衛星

電話を通じて、わりと頻回にコミュニケーション

をとることができます。テレビ会議の時には、子

どもたちの友達に来ていただいたりして、家族

が楽しく過ごしている様子を見るのも、心なごむ

時間のひとつです。 

 お酒を飲めないなど地球にいてこその楽しみ

がお預けになっている部分もありますが、宇宙

にいるからこその楽しみもあります。その最たる

ものは何と言っても、宇宙から地球の眺めを楽

しめることでしょう。ひとつの生命体としてみず

みずしく輝きを放つ様は、本当に圧巻です。造

形の美しさ、大地や海の色合いの深さは、言葉

には言い尽くせない趣があり、息を飲むばかり

です。そんな神々しい地球に、確かに人間が

生活している強い息吹やエネルギーを感じる。

そこに、家族や皆様がいる。そんな思いでいつ

も、とても懐かしい気持ちで地球を眺めていま

す。 

 私のミッションも中盤を迎えました。2月と3月は

スペースシャトルミッションの予定があり、今はそ

の受け入れ準備にも忙しくしています。特に、3
月のSTS-131ミッションには、山崎直子飛行士が

参加しており、宇宙にいる二人の日本人の映像

を、始めて皆様にお届けできる機会なのではり

きっています。 

 これからも帰還の5月末まで、皆様にお応えで

きるような活動をして参ります。応援、よろしくお

願いいたします！ 

 

≪野口聡一談、野口美和代筆≫ 

 

（今後の活動や宇宙ステーションからの写真は 

ＪＡＸＡホームページにアップされます。御覧くだ

さい。 

http://iss.jaxa.jp/iss/jaxa_exp/noguchi/） 

野口氏写真２０１０．１．２０ 

 地産地消という言葉を耳にすることがあ

ると思います。地元で採れた新鮮な野菜や

お肉を使い、美味しく新鮮なお料理を提供

することに加えて、地元の農家や畜産事業

者など、地元経済の活性化に貢献するとい

う２つの意味合いがあるようです。最近は、

食の安全性への不安感の高まりや、大規模

資本による、世界中から安い食材を集めて

くるという経済合理性ばかりを追求した調達

方針に対する反動のように、アメリカでも注

目されている言葉です。 

 今回は、その地産地消とオーガニックに

こだわるレストラン“Ray’s Grill”を紹介しま

す。野菜やお肉などの主な素材は、全て近

隣かテキサス産を使っているそうです。場所

は、WestParkを西へ西へひた走り、終点か

他、シェフ自らが指導するお料

理 教 室、ワ イ ン 試 飲 会 な ど

様々なイベントにも力を入れて

おり、地元コミュニティとの繋が

りを大切にするオーナーの人

柄が感じられます。 

お向かいには、可愛らしいキャ

ンディーストアと雑貨屋があり、

ランチで訪れる奥様方には、”

自分だけ美味しい物を食べて

きてゴメンネ”の意味を込めた

ご家族へのお土産も見つけら

れるかもしれません。お洒落な

レストランですが、お客様は、

地元の方なのか普段着でい

らっしゃる人あり、お洒落に着

飾った人あり、と思い思いの服装で楽しんでい

るようです。キッズメニューも用意されており、お

子さんもウェルカムです。Holiday毎のイベントメ

ニューや、日曜日のBrunch Buffetもご家族で

訪れると楽しいと思います。美味しいお料理で

幸せな時間を過ごして下さい。 

                （Ikuko Murakami） 

 

価格帯：ランチ＄15～、ディナー＄40～ 

営業日：火～日曜日、 

           ランチは金、土、日のみ。 
 

ら更に西へ行ったところにあり、

遠出することになる方も多いと

思いますが、ダウンタウンエリア

からわざわざ通う常連客も多く

い る そ う で す。Katy や Cinco 
Ranchからは比較的近いところ

にあります。こんなのどかなとこ

ろに、素敵なレストランなんてあ

るのかしらと不安になりますが、

そのお洒落なレストランは突如

現れます。お薦めは、地元野

菜を使った新鮮なサラダや野

菜メニューで、素材に合わせた

様々な調理法には、シェフの

食材への愛情が感じられます。

Vegetarianの中でも、乳製品さ

え 取 ら な い、一 番 制 限 が 厳 し い Vegan 用 メ

ニューも複数用意されているので、Veganの友

人をお持ちの方、お野菜好きの方には重宝で

す。もちろん、お肉やお魚も美味しい物が用意

されているのでご安心下さい。毎日必ずあるグ

ランドメニューもありますが、その日に調達出来

た食材を使った旬の美味しいメニューも豊富に

用意されているので、その日のお薦めを頂くの

も一興です。ちなみに今回私が伺った時には、

レッドスナッパーやフラウンダー、子牛などがあ

りました。毎週木曜日の夜にはJazzライブ、その

レ ス ト ラ ン 紹 介 
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Ray’s GrillRay’s GrillRay’s Grill   
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会 員 消 息会 員 消 息  

＜２月の予定＞ 
 10日（水）：婦人部委員会 10：00～ 於三水会センター  
   13日（土）：婦人部委員会主催「古本市」  9：00～15：30 於補習校校舎 

        「読み聞かせの会」   10：30～／11：00～ 於三水会センター 

   16日（火）：「あそぼーかい」 パペットシアター 10：30～ 於三水会センター   

   18日（木）：婦人部委員会主催「ヒューストン美術館ツアー」 

           10：00～14：00 於MFAH   

   19日（金）：ガルフ編集委員会   12：00～ 於 JOGMEC    

 24日（水）：理事委員会    11：30～   於 住友商事社  

 26日（金）：「あそぼーかい」パペットシアター  14：00～  於三水会センター  

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

                10；30～14；00   於 総領事公邸  

     6日（土）：「読み聞かせの会」  於三水会センター 

 12日（土）：婦人部委員会主催「イースターエッグ講習会」 

                          午前の部 10：30～12：00 於三水会センター 

                午後の部 13；00～14：30 於三水会センター 

   19日（金）：ガルフ編集委員会   12：00～    於 JOGMEC   

   24日（水）：理事委員会  11：30～   於 住友商事社 

＜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 

   16日（金）：ガルフ編集委員会   12：00～ 於 JOGMEC    

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

                     （行事詳細については事務局まで！） 

★よろしく！～新規入会です  

 ●正会員新規登録 

 ＊Noltex L.L.C. 大久保智幸氏 

  ＊Toshiba Int’l Corp.   松岡秋彦氏   

 ●入会申請（2月度理事委員会承認事項） 

 ＊Toho Titanium America Co., Ltd. 
 ＊Sekisui Specialty Chemicals America,  
        LLC 

 ●訂正連絡 

 （一月度ガルフストリーム折込分の会員消息に 間違  

 いがありましたので、お詫びと共に下記のとおり訂 

 正致します。） 

  ＊Osaka Gas Freedom Energy Corp. 
      代表電話番号 
 （誤）713-832-1376 →（正）713-821-1376 

   ＊Toshiba International Corp. 
   江原氏のイーメールアドレス表記 

 （誤）“ebara” →（正）“ehara” 

 ●ディレクトリー訂正連絡 

 ＊会員配偶者名 
  Marubeni America Corp. 
  （誤）浜多恵里 →（正）浜多真理 

 ＊郵便番号 
  準会員 Mr. John Sheridan 
  （誤）77042 →（正）77244 
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1月16日土曜日、天候は小雨、肌寒い。 

 午前7時30分、職員室に運営委員を中心と

したスタッフが集合。手分けして、杵、うす、も

ち米、配膳道具などをカフェテリア、厨房に運

ぶ。隊長の指示のもと、小ミーティングを行

い、担当に分かれてそれぞれ準備を開始。蒸

し担当は、もち米を薄く広げたバットを9時の

開始に間に合うよう、タイミング

を計って蒸し器に投入してい

く。もちつき会場では、うす、杵

の設置、清掃 と ウ ォームアッ

プ、湯の準備を行う。カフェテリ

アでは、役員、クラス委員のス

タッフにより、配膳準備や、助っ

人の自動もちつき機のセットが

完了し、開始を待つ。 

 9時前、先番の保護者ボラン

ティアが続々と集合。つき手、

返し手に分かれ、2台のうすで

もちつきが開始される。9時過

ぎ、幼稚園児の到着でもちつき

に力がこもる。低学年は各クラ

ス、バット1枚分、小学校3年生

以降はバット2枚分のもち米

が、生徒全員のもちつき体験を

経て、ほぼ15分おきに順次つ

き上がっていく。カフェテリアで

は、お母さんたちがもちを丸めて、あずき、き

なこ、海苔しょうゆの三種のおもちを完成さ

せる。スタッフにも試食のもちが配られる。や

はり、つきたてはうまい。 

 10時が近づくとAチームのうすを支える台

が何か変だとの指摘があり、見ると台が逆さ

に設置されている。慌てて設置し直す。張り

切ったつき手により、杵同士の衝突、杵とう

 明けましておめでとうございます。グレーターヒューストン日本人会

恒例の新年会が１月１６日(土)、ヒューストン日本語補習校の餅つき

大会に引き続き午後１時より開催されました。例年通り、まず日本人

会総会から始まり、今年任期２年目を迎える上野洋一会長からの活

動報告が行われました。総会が終わり引き続き新年会へ移り、大澤

総領事、日本商工会から大村直司氏、日本語補習校から中島校

長、日米協会からグレッグクロウ氏、日系人会からジョージ平崎氏、

ヒューストン内のさまざまな日本人団体から参加してくださった来賓

から挨拶をいただきました。乾杯のあと男性ボランティアが搗いたお

餅が振舞われ、大澤恵以子総領事夫人も女性ボランティアとして搗

きあがった御餅を丸めてくださり、たくさんの種類のお餅が用意され

ました。つきたてのお餅を食べながら、参加者１２１人の方々には

ヒューストンにいながらにして少しでも日本のお正月気分を楽しんで

いただけたのではないでしょうか。今年も無事に新年会を終えること

ができたのも日本語補習校の関係者の皆様、福引抽選会への景品

を提供してくださった方々、そしてボランティアを引き受けてくださっ

た方々、多くの皆様のおかげです。ありがとうございました。今年もさ

まざまな催しを企画しておりますので、今後もグレーターヒューストン

日本人会への御参加、御協力をどうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

すの衝突が発生。もちが空中を舞い、返し役

の顔に当たりそうになったり、危うく、返し役の

手をつきそうになったりするハプニングも発生

するが、けがも無くほっとする。 

 11時には後番の保護者ボランティアにつき

手、返し手が引継がれ、生徒も中学生、高校

生と力強くなってきて、ペースはどんどん上

がっていく。12時過ぎにはお持ち帰り用を含め

全てのもちがつきあがった。スタッフは道具を

そのまま日本人会のメンバーに引き継ぎ、もち

つき大会は無事終了。参加

者は皆、大いに楽しめたもち

つき大会となった。大会の運

営にご協力頂きました皆様に

厚く御礼申し上げます。 

日本人会だより  

 

 去る1月14日小雨の午後、総領事公邸

において2010年の新年祝賀会が開催さ

れました。例年になく少し肌寒い気候の

中、総領事ご夫妻のお出迎えにより115
名の出席がありました。今回のこの会に

は、オースティン、フォートワース、サンア

ントニオからも在留邦人の方が多くお見

えになられていました。 

 和気あいあいと出席者同士の賀詞交換

が行なわれる中、大澤勉ヒューストン日本

国総領事による新年のご挨拶から会が始

まりました。  

 まず新年の祝辞、そして今回出席の皆

様方への参加のお礼を述べられ、次のよ

うに思いを馳せられました。 

 この2年あまりの間、総領事が訪問され

た様々な地において、在留邦人の方々

が地域にしっかりと根を下ろし社会の為

に活動され、現地アメリカ人から深い信

頼を得ている様子を思い起こされました。

日米交流の根本が、これらの在留邦人の

方々の日々の努力によって支えられてい

る事を心に刻まれ、今年もそのような方々

へのサポートに全力を尽くされたいと述

べられました。 

 また昨年は、日米両国での『政権交代』

という激動の年であった事にも触れられ、

米国ではオバマ新大統領就任、日本で

は衆議院総選挙の結果の政権交代等を

話されました。 

 そのような激動の中、テキサス州、オク

ラホマ州の日本人社会が発展し、日本人

の方々がそれぞれの分野で活躍されてい

る様子を取り上げられていました。 

 その中で、宇宙分野での若田光一宇宙

飛行士の4ヶ月間にわたる国際宇宙ステー

ションISSでの日本人初の長期滞在の末、

日本実験棟『きぼう』を完成された事、昨年

の12月には野口聡一宇宙飛行士の搭乗す

るソユーズの打ち上げ、更には今年3月の

山崎直子宇宙飛行士、その後の古川聡宇

宙飛行士両名のそれぞれのミッションの状

況においても続けてお話しをされました。 

 またスポーツ分野では、地元ヒューストン

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

安打を昨年8月に達成し日本の名球会の

一員となった事、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

勝され、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、ヒューストンバレエでの日本人のバレ

リーナの方々の活躍、更には、毎年新年祝

賀会にもオースティンからご夫妻でお見え

になっている宇田川テキサス大学名誉教授

の瑞宝中綬章の受賞をご報告されました。 

 また今年2010年は、日米安保条約改定の

50周年に当たり、日米関係を更に深化、発

展される重要な年だと話され、数日前にハ

ワイで開かれた日米外相会談でもこの１つ

の点がテーマとなった事にも触れられまし

た。ここヒューストンにおいても重要な動きが

あり例えば、ヒューストン美術館にジャパン・

ギャラリーがオープンし、その際には東京国

立博物館所蔵の国宝の展示予定や、ハー

マンパークの日本庭園の改修工事が昨年

ついに完了した事など、我ら在留邦人に

とって大変喜ばしいニュースも話されまし

た。 

 そして最後に総領事は、テキサス州、オク

ラホマ州在住の日本人の方々の益々のご

健勝とご多幸をお祈りされ乾杯の音頭をとら

れ、出席者はそれぞれ今年の豊富を胸にグ

ラスを傾けていました。 

 レセプションの途中、現在国際宇宙ステー

ションにて滞在中の野口聡一宇宙飛行士

から携帯電話を通じて連絡があり、この嬉し

いハプニングに出席者全員、歓声をあげて

いました。この時ばかりは、ヒューストンに滞

在している恩恵を頂いたような気がして筆者

は心の中で密かにガッツポーズをしてしま

いました。 

 最後になりましたが、このような素晴らしい

祝賀会の機会を与えて下さった総領事ご夫

妻、そして縁の下の力持ちの領事館のス

タッフの方々に心から感謝を申し上げます。 
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 ヒューストンに来てからめっきり歩かなくなっ

た。おまけに2年半運動らしいこともしていな

い。TVを見ながらのヨガも続かなかった。そ

れなのに胃袋だけは立派に成長し、顔も体

もすっかり丸くなってしまった。 

 そ ん な 私 の 姿 を 見 か ね て か、主 人 が

「ヒューストンマラソンに出よう！」と言ってき

た。何だか楽しそうなので「うん！出よう！」と

即答してしまったが、はて？私マラソンなん

て走れるのだろうか？今からトレーニングを

始めて間に合うもの？次第に不安になり、そ

のうち忘れてくれないかなと密かに期待して

いた。が主人はしっかり覚えていた。ガーン。

もう逃げられない。しかし出場登録しようとす

るも既にハーフマラソンのコースはSOLD 

OUT。残っているのはフルマラソンと５ｋｍの

コースのみ。「いきなりのフルマラソンはさす

がに無理だよ、今回はとりあえず５ｋｍにしよ

うよ」と何とか説得し、登録は無事完了してし

まったのである。 

 しかし５ｋｍという距離を甘く見ていた。ト

レーニングを始めたのが７月の夏真っ只中と

いうこともあり、歩くだけでもしんどい。まだ気

温の上がっていない早朝でも汗が噴き出

す。走ろうものなら１００ｍで息が続かない。５

ｋｍ完走どころか完歩もできず早くも後悔した

が、ウエアもシューズも買ってもらった手前

やめるとも言えない。休日の早朝に日焼け

止めを塗りたくって、主人に引きずられるよ

うにウォーキングした２００９年の夏だった。 

 いつ頃からか朝晩に涼しさが感じられる

ようになり、ジョギングしている人もずいぶ

ん増えた。確かに真夏に外を走るのは体

力を消耗させるだけだったかも。でも真夏

の暑さを経験したおかげで随分と体が楽

に感じた。１１月に入るといっそう秋深くな

り、暑すぎず寒すぎず、鼻歌が出そうなくら

い気持ちの良い季節になった。しかし食欲

の秋という魔の季節でもあるのだ。今年も

日本の実家から美味しい物便が届き、

次々私のお腹の中へ消えていった。その

結果さらに丸々と肥える私。そしてその丸

さを笑う主人。くやしいけれど自分の丸さは

自分が一番わかっている。根っからの運動

嫌いでしかも美味しい物を食べるのは大好

き。年齢的にも痩せにくくなっているから

しょうがないと自分に言い訳しつつ、何とな

く罪悪感にさいなまれながら食べるという

悪循環の日々が続く。そして確かその日も

仲良しのお友達とショッピング＆ランチの

お楽しみコースであった。パスタランチを完

食し食後にデザートも頂いてしまう。そのお

第六十五回 

玉田 陽子さん 

店のデザートはどれも美味しくて食べずには

いられないのだ。幸せを感じるもその後必ず

襲ってくる罪悪感。家に着いて食休みをして

からウエアに着替えて走りに出かけた。 

 もはやトレーニングではなく食べすぎの罪

悪感からだったけれど、秋晴れの午後のジョ

ギングは何とも気持ちのいいものだった。速

度を気にせず木々を見ながらゆっくりと走

る。それまで逃げる口実ばかり探していた

が、その日から走ることに対する自分の気持

ちが少し変わっていった。 

 週末に嫌々走る生活から、天気の良い日

には「今日走りたいな」と思えるようになっ

た。超低速だが５ｋｍの距離なら完走できる

ようにもなった。マラソン大会も大事だけれ

ど、まずは走ることを楽しみたい。そんな今

日も絶好のランニング日和である！ 

次回は 橘 弓佳 さんです。 

INFORMATION 

「ご報告とお願い」「ご報告とお願い」  

ボランティアグループShowing Japanから 

普段は学校やライブラリーな

どに出かけていって日本文化

を紹介している私たちですが、

今回企画した七五三写真撮影

会と晴れ着撮影会は、三水会

センターに皆さんに来ていただ

いて参加していただくという全く

違った形のイベントとなりまし

た。初めての試みで、至らぬ点

も多々あったとは思いますが、

七五三には７９名、晴れ着には

１７名と、たくさんのご参加をい

ただきました。本当にありがとう

ございました。参加された方々

にはとても喜んでいただけて私たちもうれしくなりました。できればこ

れからも毎年続けていきたいと考えています。 

  

 さて、今年もジャパンフェスティバルが近づいてきました。

Showing Japanは、例年しおりブースを出していますが、昨年はじめ

て和風の小物等の販売ブースも出しました。これは古くなった資料

や小物等を、捨てるよりは格安で欲しい方に譲ったほうが良いので

はと考え、帰国された方々から寄付された小物と、メンバーで作った小物を

加えて販売するという試みです。すると大好評で２日間でほとんどすべての

品物が売り切れました。そこで今年も、販売ブースを出したいと考えていま

す。不要になりました和風の小物などございましたら何でもかまいませんの

で、三水会センターにご寄付いただけると助かります。受付箱を用意してい

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

Showing Japanは、踊り・茶道・書道・華道・着付け・折り紙・紙芝居・日本

の学校生活などを、現地の方をはじめ日本の子供たちにも紹介するグルー

プです。お子様の学校等で「日本を紹介して欲しい」と言われてお困りの時

などもご相談下さい。またメンバーも随時募集中です。興味のある方はご連

絡下さい。 

連絡先Ｅメールアドレス： 
showingjapan@live.jp 

10％ずつ上がり続けるということです。 

2．抗議方法 

 テキサス州法では、土地所有者に固定資産

税の査定に対し抗議する権利が守られていま

す。抗議理由としていくつかあります、例えば、

建物が破損していたり物件に関する情報が間

違っていたりした場合、関連資料や情報を提

出することにより、評価局に再考を要請するこ

とが出来ます。上記のホームステッドの 高増

加率が守られていない場合も抗議の対象にな

ります。数年前には、水漏れなどが原因でカビ

が建物内に大量発生したことを理由に市場価

格が下がったケースもかなりあったようです。ま

た、テキサス州には、各固定資産は平等に査

定されなければならないと州の憲法及び法律

で明記されています。例えば、自宅の市場価

格が＄200,000と評価局が判断したとします。

しかし、近所で同サイズ・同クウォリティーの家

(比較物件＝comparable properties)が何軒か

＄150,000と安くされていた場合、＄200,000が

妥当な価格であっても不平等に査定されてい

るとし、十分な抗議根拠になると考えられま

す。 

 抗議書の提出期限は家屋の場合、その年の

5月31日または通知の日付の30日以内のどち

らか遅い期日です。ですから、もし通知が5月

10日まで送られなかった場合は6月9日まで抗

議書の提出が認められています。ただし、5月

下旬になっても通知が送られてこない場合は

早めに評価局に連絡することをお勧めします。

（締切日が変更する可能性もありますが、送ら

れてきた通知にその年の締切日が明記されて

います。）ちなみにハリス郡では今年は4月頃

から通知が配送され始めるようです。 

 従来、抗議書は郵送で提出されていました

が、数年前にハリス郡ではインターネットでも

抗議ができるようになりました。その際、まずハ

リス郡の評価 局 (HCAD=Harris  County  Ap-
praisal District)のホームページ(www.hcad.org)

を開き、「File Your Protest Online」ボタンをク

リックし、口座番号及びiFile番号（いずれも通

知に記載されている）を入力すれば簡単な手

続きで抗議をすることができます。弁護士や他

の代理人のサービスは全く必要ありません。抗

議提出後は、HCADからオファー又は変更拒

否の説明が送られてきますが、そこで納得す

ればそれを承諾し抗議手続きは終了します。

もしそこで示談に至らなければ、正式な抗議ヒ

アリングへ参加する権利があります。ヒアリング

は ア プ レ イ ザ ル・レ ビ ュ ー・ボ ー ド

(ARB=Appraisal Review Board)という独立した

機関によって行われます。そこでは中立的な

 去る1月31日はテキサス州で2009年度の固定

資産税(Real Property Tax)の支払い期限の 終

日でした。固定資産税は毎年1月1日時点での

課税評価額(Appraised Value)を基に金額が決

定され、次の年の1月31日までに支払わなくては

なりません。つまり、2010年1月31日までの支払

い金額は去年の1月1日時点での課税評価額に

基づいています。2008年の終盤からかなり不動

産市場も低迷していましたが、2009年度の課税

評価額が2008年のそれよりも上回っていたという

例も珍しくありません。それはなぜかと疑問に

思った方もいらしたことでしょう。今回はテキサス

州の固定資産税の設定・徴収制度を理解してい

ただき、査定に不満があった場合の抗議の手続

きなどについて簡単に説明します。 

  

1．市場価格 ｖ．課税評価額 

 毎年、各郡の評価局(Appraisal District)によっ

て土地所有者にその年の固定資産税の金額が

通知(Notice of Appraised Value)されます。この

通知には「市場価格」(Market Value)と「課税評

価額」の2つが記されています。市場価格とは市

場での不動産取引を想定した推測価格で、課

税評価額とは原則として税金対象となる価格で

す。市場価格と課税評価額は、安定または下降

気味の不動産市場においては大抵同じです

が、上昇市場では違う時があります。例えば、テ

キ サ ス 州 法 で は、ご 自 宅 が ホ ー ム ス テ ッ ド

(Homestead=所有者の住居)として登録されてあ

る場合、評価局が課税評価額を前年のそれから

10％以上あげるこが出来ません。つまり、今年の

市場価格がいくら上がろうと、課税評価額は去

年の110％以上にはならないということです。

（ホームステッドの資格がありながら、知らずに申

請をしていないという方もしばしば見受けます。

一度は確認されてみてはいかがでしょうか。ま

た、ホームステッドと登録してあっても評価局の

見落としで前年の課税評価額より10％以上あ

がっていることもあるので要注意！） 具体的な

数字で説明すると、2007年に市場価格・課税評

価額が共に＄100,000だった家屋が2008年には

市場価格が好景気のため＄130,000まで跳ね上

が っ た と し ま す。し か し、課 税 評 価 額 は

＄110,000に留まります。その反面、例えば2009
年は不景気のため市場価格が＄125,000まで下

が っ た と し て も、2009 年 の 課 税 評 価 額 は

＄121,000（＄110,000 の 110％）と

なります。つまり、市場価格は課税

評価額の上限であり、いくら市場

価格が去年より下がったとしても課

税評価額がそれに達しない限り

連 載  立場の第三者により構成されるパネルが、土

地所有者及び評価局の両者の答弁及び関

係資料を考慮し、市場価格を決定します。ミ

ニ裁判みたいなものです。また、インター

ネットではなく、従来の郵送での抗議書の提

出望まれる場合は、抗議書提出後にARBヒ

アリングの日程の通知が送られてきます。ハ

リス郡ではヒアリングの当日に会場で評価局

の職員とインフォーマルに協議をする機会も

設けられています。そこで合意に至ればヒア

リングに参加する必要はありません。 

 尚、ハリス郡近辺の評価局のホームページ

は： 

www.fbcad.org (フォートベンド) 

www.galvestoncad.org (ガルベストン) 

www.mcad-tx.org (モンゴメリー) 

 各ホームページにはその郡の評価局の住

所・電話番号などが記載されているので、そ

ちらもご参照下さい。 

 ARBヒアリングでの結果にも納得できない

場合は地方裁判所へ上訴する権利がありま

す。しかし、訴訟にはかなりの時間・費用が

かかるので百万ドル単位の物件の問題でな

ければ、そこまでしようという方は少ないで

しょう。目安として課税評価額が＄100,000下

がっても＄2,500から＄3,000のタックス・セー

ビングにしかなりません。裁判で鑑定士を雇

えばその費用だけでそれ以上になることも稀

ではありません。このような理由もあり、数年

前から＄1,000,000以下の物件に限り、裁判

よりも簡易的に問題を解決できる仲裁にかけ

ることも出来るようになりました。 

 評価局・ARBレベルでの抗議の手続きは

比較的簡単です。法律の専門家に限らず誰

にでも理解できるようなシステムになっていま

す。また、質問があれば電話で評価局の職

員から説明を受けることが出来ます。今年の

査定に対し不満と思われる方は抗議してみ

てはいかがでしょうか。 

 
Kenichi Yagi 
Doyle, Restrepo, Harvin & Robbins, LLP 
NY・TX州弁護士 
E-Mail:  kyagi@drhrlaw.com 

免責事項 

 当コーナーは、読者の皆様が身近に感じ

られると思われるトピックについてわかり易く

かつ一般的な法律知識を提供する場所であ

り、法律的又はその他のアドバイスを提供す

る目的としたものではありません。記載した内

容の正確性・妥当性の確保に努めてはいま

すが、その利用によって利用者等に何らか

の損害が生じた場合にも、一切の責任を負う

ものではありません。また、読者の皆様にこ

れは面白そうというトピックのアイデアがあり

ましたらメールでお知らせください。今後、こ

のコーナーで皆様のご意見を可能な限り反

映させていただければと考えています。 

第四回 固定資産税 
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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。 

前回の杉本直志先生からてんかん、睡眠医学ご専門の河合真先生にバトンが移りました。 

  第６５回  

   睡眠を医学する     

医師（メソジスト病院神経内科 Assistant Professor ） 

河合 真    

れないような体制の病院は危険です。また、女性に関連することとしては、

睡眠中に分泌されるメラトニンというホルモンに強い抗酸化作用があることが

わかっており「睡眠不足はお肌の大敵」という言葉は根拠のあることです。 

 

● 日本人と睡眠不足 隣の人を参考にしない 

理想の睡眠時間の見つけ方を説明しましたが、これは6時間の人、7時間

30分の人、9時間の人と様々です。統計を取ると7時間程度の睡眠をとった

人が最も長生きをしたというデータがあります。ただし、これは結果であって

「8時間以上寝ると寿命が縮まる」のではなく、「8時間以上寝ている人の中に

寿命を縮める病気があった」可能性が高いと考えられています。睡眠時無

呼吸症候群が代表例です。ですから、理想睡眠時間が9時間ならば、9時間

寝るのが健康に最もよいわけです。たとえば自分が4時間30分睡眠で絶好

調だからといって、部下や家族にも勧めるのは大変迷惑です。また、そういう

短時間睡眠者と呼ばれる人達を羨むのもナンセンスです。翌日のパフォー

マンスのために人様は人様だと思って、自分の理想睡眠時間をとる強い意

志が必要です。これを「付き合い」を重要視する日本の社会が認めたとき、

真に成熟した社会になると思います。 

 

● 良い眠りのために 気をつけること 

では、よい眠りとはなんでしょう。自分が調子いいと思える眠りがいい眠りな

のですが、それをコントロールするには多少のコツがあります。人間の眠りは

「光」と「前日にどれだけ寝たか」によって左右されています。それをうまくコ

ントロールすればよいのです。「光」に関しては「夜は暗く、朝は明るく」すれ

ばいいのです。人間は昼行性の動物ですので、明るければ覚醒し、暗くな

れば眠くなります。皆さんも昼間のカンファレンスでスライドをつけるために

部屋の電気を消した途端に聴衆が寝る現象を見たことがあると思います。ま

た、夜のコンピューターやテレビは大敵です。内容ではなく、ディスプレイの

発する光が脳に覚醒の司令を送るからです。「寝る前にちょっとメールを」と

思ってコンピューターをいじった後に、全然眠くなくなった経験がある人は

多いと思います。 

「前日にどれだけ寝たか」ということも大切です。睡眠時間が短くなるとその

分が睡眠負債としてたまっていきます。負債は余分に寝ることで返済しま

す。カフェインで返済を先延ばしにすることはできても負債が消えることはな

く、脳は2週間前までの負債を覚えています。これは2週間を過ぎると棒引き

されると考えず、2週間を過ぎると「返済したくても返済できない」と考えてくだ

さい。過労や身体に対するストレスとして蓄積されていくわけです。 

 

最後に 

今回は正常に眠れる人を対象に睡眠について書きました。不眠、無呼吸、

異常な昼間の眠気など睡眠の問題を抱えている方に関しては「全く」当ては

まりませんので、その場合は睡眠専門医に相談するようにしてください。私

のクリニックを受診されたい方は、以下にご連絡ください。 

 
Makoto Kawai, MD 
6560 Fannin Street, Suite #802 
Houston, TX 77030 
713-441-6498 

次回はMD Anderson Cancer Centerで緩和医療フェローをされている厨 

芽衣子先生です。クリニカルフェローとして日夜最前線で活躍されていま

す。緩和医療は、非常に大きな需要があるにも関わらず日本ではまだまだ

認識されていない分野です。同じアパートに住んでおられ、米国で臨床を

している仲間として勝手に私が親近感を持っています。私自身も貴重な話

が読めると楽しみにしています。  

はじめまして。メソジスト病院で「てんか

ん」と「睡眠」を主に診療、研究している

河合真です。日本の医学部を卒業して

研修を数年行い、渡米後こちらでトレー

ニングをうけましたので日米両国の医師

免許があり、実際の診療を行っていま

す。 

ついでに宣伝しますと、神経内科、神

経生理学、睡眠医学の専門医資格を

持っています。 

今回はこの中で睡眠についてお話した

いとおもいます。（睡眠時無呼吸症候群

に関しては、松本先生がすでに述べら

れていますので今回は述べません。） 

 

● ちゃんと寝ていますか？ 

さて、皆さん、最近疲れていませんか？化粧の乗り悪くないですか？自

分や部下の仕事の能率が上がらず困っていませんか？お子さん、イライ

ラしていませんか？ 

疲れたとか、肩がこったといって高いお金を出してマッサージに行った

りしていませんか？（私はこれが大好きです。） 

以上のことは睡眠時間を延ばすことで解決するかもしれません。 

今5時間睡眠で頑張っている人は6時間に、6時間の人は7時間にして

みてください。それで「あれ、会議で眠くないな？」「あれ、昼食後にうとう

としないな？」「午後に運転していても眠くならないな？」「化粧の乗りが

いいな？」「なんかやる気があるな？」「イライラしなくなったな？」「肩がこ

らなくなったな？」という変化があれば、さらにもうちょっと延ばしてみてく

ださい。そして、増やしても「あまり何も変化ないな」という睡眠時間を見

つけてほしいのです。それが、あなたの理想の睡眠時間です。この睡眠

時間というものは、人それぞれ異なります。私の場合は、7時間30分から8
時間です。「睡眠延長」という「そのままな」ネーミングの治療法ですが、

「睡眠不足」の人には、非常に効果があります。 

 

● 眠気だけではない睡眠不足の影響 

「いやいや社会人が8時間も寝ていたら仕事にならない」という声が聞こ

えてきそうです。大学受験の世界には「四当五落」なんて言葉もありま

す。どうしても「睡眠不足を我慢して頑張る＝善」という考えが根強くあり

ます。しかし、睡眠不足では、仕事も勉強も能率が下がることが分かって

います。そして睡眠不足の症状は必ずしも、「眠気」だけではないことが

わかっています。「だるい」「集中できない」くらいなら想像がつきますが、

「いらいらする」「きれやすい」「気分が落ち込む」などという睡眠不足と一

見関連付けにくい症状もあります。特に子供は、眠気を眠気として自覚し

ないことが多く、上記の問題があっても「そういう子供」として見過ごされる

ことがあります。また、子供は深い睡眠のときに成長ホルモンが分泌され

ることがわかっており「寝る子は育つ」というより「寝ないと育たない」ことが

判明しました。ですから、成長期の子供には9時間以上の睡眠が必要な

のです。医療事故が増えることもわかっており、医師が睡眠を十分に取

つかスーパーボウルに行けると信じて応援を

続けたこの3年間を振り返って、勝利の瞬間は

思わず涙がこみ上げてきた。 

「（それって、ちょっとのめりこみ過ぎ．．．）そ、

そうですか、涙が出るくらい感動的とは良かっ

たですね。COOさんは、ヒューストン・テキサンズ

がスーパーボウルに出たらオイオイ泣いてそう

ですね。」 

 スーパーボウルに出たからといって、オイオ

イ泣きませんよ。勝ったら泣くかも。でも今年の

スーパーボウルには、ニューオーリーンズ・セ

インツがチーム創立43年目にして初出場を決

めたよね。セインツがシーズン初の勝ち越しを

決めたのは、チーム創立後21年目のことだっ

たらしい。応援してきた人たちの喜びは、言葉

では言い尽くせないほどだろうね。スーパーボ

ウル出場を決めた試合直後のバーボン・スト

リート（ニューオーリーンズの繁華街）の様子が

テレビ中継されていたけど、試合中はガラガラ

だったストリートが試合終了と同時に人で埋め

尽くされ、皆が飛び跳ねて喜んでいる姿がとて

も印象的だった。僕のニューオーリンズに住む

友人も、今度は自分もその輪に加わろうと、

スーパーボウル当日はフレンチクオーターの

ホテルの予約をしたと言っていたよ。 

「（いろんな方がいらっしゃいますね．．．）さて

COOさん、2009年のシーズンを振り返って、

ヒューストン・テキサンズの戦いを総括してくだ

さい。」 

 それはそうと、今年のプロボウル（オールス

ター戦）はテキサンズから5人も選出されたん

だ。今年のヒューストンのオフェンスは、パス獲

 2009年、Houston Texansの歴史に新たな1ペー

ジが刻まれることとなった。創立8年目のチーム

が、シーズンで初の勝ち越し（the first winning 
season）を達成したのだ。シーズンの成績は9勝7
敗、シーズン最終戦までプレーオフ進出の可能

性を残しての戦いであった。結果的には、同じ9
勝7敗でもボルチモア・レイブンズ、ニューヨー

ク・ジェッツがカンファレンス内の勝ち数でヒュー

ストンを上回り（これら2チームはカンファレンス内

7勝5敗、ヒューストンは6勝6敗）、ヒューストンは

惜しくも次点でプレーオフ出場を逃す結果と

なった。 

 このようなシーズン結果を受けて、ある1月の小

春日和の昼間、アメリカンフットボールに詳しい

在ヒューストンのCOOさん（超オプティミスティック

なオレ様）にインタビューを試みた。 

「今シーズン、一番記憶に残った試合はどの試合

ですか。」 

 やっぱり最終戦、ニューイングランド・ペイトリ

オッツとの試合かな。第4Qで相手に14点差をつ

けられリードを許してから、3タッチダウンを連取

して逆転。勝利を決定的としたその瞬間、スタジ

アムの歓喜の輪の中にいる自分を幸せだと感じ

たな。シーズンチケットを購入、このチームはい

得ヤードでNFL第1位を記録。それもあっ

て、クオーターバック（マット・シャウブ）とレ

シーバー（アンドレ・ジョンソン）が選出された

のは当然だけど、実はディフェンスから3人も

選出されたんだ。何が言いたいかというと、

実はこのディフェンスが今年のポイントなん

だ。2008年のシーズンはオフェンス獲得

ヤードがNFL総合3位だったのに対して、

ディフェンスの喪失ヤードがNFL総合22位。

一方今年はオフェンス獲得ヤード総合4位

に対して、ディフェンスはNFL総合13位。

ディフェンスの改善が著しく、これが最後ま

でプレーオフ争いができた理由だと思う。 

（ちなみに1月31日に行われたプロボウル

で、ヒューストンのクオーターバック、マット・

シャウブがMVPを獲得しました） 

「最後にCOOさん、2010年のシーズンはプ

レーオフ進出が期待できそうですか？」 

 フットボールは何が起こるかわからないの

で、軽々しく行けるとは答えられないけど、で

も総合的な戦力を比較する限り、可能性は

大きいと思うよ。今年も、そろそろシーズンチ

ケットを申し込もうと思っています。 

「え、COOさんは日本に帰国するのではな

かったですっけ？」 

 来年はダラス・カウボーイズとのテキサス対

決がある予定。これを見逃せますか？他に

もニューヨーク・ジャイアン

ツが来る予定。わくわくす

るね。 

「．．．」 

～2009年シーズンを振り返って  

次回開催予定 

「絵本読み聞かせの会」     

 2月13日（土）  3月6日（土）  

   10:30～３歳以上  

   11:00～３歳未満 

「あそぼーかい」       

 2月16日（火） 10:30から  

  幼児向け 

  ・ エプロンシアター 

  ・ 今月の歌 

  ・ 2月の誕生会  他 

  2月26日（金） 14:00から  

  大きい子向け 

     ・  パペットシアター 

  ・ 今月の歌 

  ・  工作  他 

 年末年始のお休みが入った

ため、今回活動報告はありま

せんがピーカンキッズ番外編と

して三水会センターキッズルー

ムの色々な使い方をご紹介し

ます。 

 去年の12月11日(金）、キッズ

ルームにて近所の現地校の小

学生たちがクリスマス会をしま

した。有志のお母さん方がいろ

いろ企画し、少し参加費を集

めてゲームやクイズ、おやつな

どで子供たちは楽しみました。 

 アットホームな雰囲気の中、

毎日現地校で頑張っている子

どもたちにささやかなクリスマス

プレゼントとなりました。 

 三水会センターのキッズルー

ムは、“子どもたちのために“と

いう下に、どなたでも自由にご

利用頂けます。お気軽に三水

会センターをお訪ね下さい。  

活動報告活動報告活動報告   

婦人部だより 

 1月号でお知らせしました「お助けマップ改訂

についてのお願い」ですが、食いしん坊の多い

ヒューストン在住日本人の皆様の事、ご自分で

グルメマップなどを作っておられる方もいらっ

しゃるかもしれません。 

 そんな場合は、マップごとファイルでお送り頂

ければ幸いです。 

 アドレスは otasukemap@yahoo.co.jp 
 次号では、お助けマップ改訂版特派員ボラン

ティア募集も致します。 

＜＜＜   お助けマップお助けマップお助けマップ   ＞＞＞   

浴衣・帯・下駄・髪飾りを浴衣・帯・下駄・髪飾りを浴衣・帯・下駄・髪飾りを   

                              寄付してください！寄付してください！寄付してください！   

 来る4月のジャパンフェスティバルに婦人部とし

て今年も「浴衣トライオン」を行います。つきまし

てはご自宅で不要になった「浴衣」「帯」「下駄」

「髪飾り」などがございましたら是非ご寄付下さ

い。もし、“大ぶり”の浴衣や下駄などがありまし

たら大歓迎です。もちろん、男性用、子供用も助

かります。 

 また浴衣女性の仕上げはなんといっても“おぐ

し”です。その髪に彩りを添える「髪飾り」もお待

ちしていま～す。お手数ですが三水会センター

に婦人部の段ボール箱を置いておきますので、

そこにご寄付頂ければ幸いです。 
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れば眠くなります。皆さんも昼間のカンファレンスでスライドをつけるために

部屋の電気を消した途端に聴衆が寝る現象を見たことがあると思います。ま

た、夜のコンピューターやテレビは大敵です。内容ではなく、ディスプレイの

発する光が脳に覚醒の司令を送るからです。「寝る前にちょっとメールを」と

思ってコンピューターをいじった後に、全然眠くなくなった経験がある人は

多いと思います。 

「前日にどれだけ寝たか」ということも大切です。睡眠時間が短くなるとその

分が睡眠負債としてたまっていきます。負債は余分に寝ることで返済しま

す。カフェインで返済を先延ばしにすることはできても負債が消えることはな

く、脳は2週間前までの負債を覚えています。これは2週間を過ぎると棒引き

されると考えず、2週間を過ぎると「返済したくても返済できない」と考えてくだ

さい。過労や身体に対するストレスとして蓄積されていくわけです。 

 

最後に 

今回は正常に眠れる人を対象に睡眠について書きました。不眠、無呼吸、

異常な昼間の眠気など睡眠の問題を抱えている方に関しては「全く」当ては

まりませんので、その場合は睡眠専門医に相談するようにしてください。私

のクリニックを受診されたい方は、以下にご連絡ください。 

 
Makoto Kawai, MD 
6560 Fannin Street, Suite #802 
Houston, TX 77030 
713-441-6498 

次回はMD Anderson Cancer Centerで緩和医療フェローをされている厨 

芽衣子先生です。クリニカルフェローとして日夜最前線で活躍されていま

す。緩和医療は、非常に大きな需要があるにも関わらず日本ではまだまだ

認識されていない分野です。同じアパートに住んでおられ、米国で臨床を

している仲間として勝手に私が親近感を持っています。私自身も貴重な話

が読めると楽しみにしています。  

はじめまして。メソジスト病院で「てんか

ん」と「睡眠」を主に診療、研究している

河合真です。日本の医学部を卒業して

研修を数年行い、渡米後こちらでトレー

ニングをうけましたので日米両国の医師

免許があり、実際の診療を行っていま

す。 

ついでに宣伝しますと、神経内科、神

経生理学、睡眠医学の専門医資格を

持っています。 

今回はこの中で睡眠についてお話した

いとおもいます。（睡眠時無呼吸症候群

に関しては、松本先生がすでに述べら

れていますので今回は述べません。） 

 

● ちゃんと寝ていますか？ 

さて、皆さん、最近疲れていませんか？化粧の乗り悪くないですか？自

分や部下の仕事の能率が上がらず困っていませんか？お子さん、イライ

ラしていませんか？ 

疲れたとか、肩がこったといって高いお金を出してマッサージに行った

りしていませんか？（私はこれが大好きです。） 

以上のことは睡眠時間を延ばすことで解決するかもしれません。 

今5時間睡眠で頑張っている人は6時間に、6時間の人は7時間にして

みてください。それで「あれ、会議で眠くないな？」「あれ、昼食後にうとう

としないな？」「午後に運転していても眠くならないな？」「化粧の乗りが

いいな？」「なんかやる気があるな？」「イライラしなくなったな？」「肩がこ

らなくなったな？」という変化があれば、さらにもうちょっと延ばしてみてく

ださい。そして、増やしても「あまり何も変化ないな」という睡眠時間を見

つけてほしいのです。それが、あなたの理想の睡眠時間です。この睡眠

時間というものは、人それぞれ異なります。私の場合は、7時間30分から8
時間です。「睡眠延長」という「そのままな」ネーミングの治療法ですが、

「睡眠不足」の人には、非常に効果があります。 

 

● 眠気だけではない睡眠不足の影響 

「いやいや社会人が8時間も寝ていたら仕事にならない」という声が聞こ

えてきそうです。大学受験の世界には「四当五落」なんて言葉もありま

す。どうしても「睡眠不足を我慢して頑張る＝善」という考えが根強くあり

ます。しかし、睡眠不足では、仕事も勉強も能率が下がることが分かって

います。そして睡眠不足の症状は必ずしも、「眠気」だけではないことが

わかっています。「だるい」「集中できない」くらいなら想像がつきますが、

「いらいらする」「きれやすい」「気分が落ち込む」などという睡眠不足と一

見関連付けにくい症状もあります。特に子供は、眠気を眠気として自覚し

ないことが多く、上記の問題があっても「そういう子供」として見過ごされる

ことがあります。また、子供は深い睡眠のときに成長ホルモンが分泌され

ることがわかっており「寝る子は育つ」というより「寝ないと育たない」ことが

判明しました。ですから、成長期の子供には9時間以上の睡眠が必要な

のです。医療事故が増えることもわかっており、医師が睡眠を十分に取

つかスーパーボウルに行けると信じて応援を

続けたこの3年間を振り返って、勝利の瞬間は

思わず涙がこみ上げてきた。 

「（それって、ちょっとのめりこみ過ぎ．．．）そ、

そうですか、涙が出るくらい感動的とは良かっ

たですね。COOさんは、ヒューストン・テキサンズ

がスーパーボウルに出たらオイオイ泣いてそう

ですね。」 

 スーパーボウルに出たからといって、オイオ

イ泣きませんよ。勝ったら泣くかも。でも今年の

スーパーボウルには、ニューオーリーンズ・セ

インツがチーム創立43年目にして初出場を決

めたよね。セインツがシーズン初の勝ち越しを

決めたのは、チーム創立後21年目のことだっ

たらしい。応援してきた人たちの喜びは、言葉

では言い尽くせないほどだろうね。スーパーボ

ウル出場を決めた試合直後のバーボン・スト

リート（ニューオーリーンズの繁華街）の様子が

テレビ中継されていたけど、試合中はガラガラ

だったストリートが試合終了と同時に人で埋め

尽くされ、皆が飛び跳ねて喜んでいる姿がとて

も印象的だった。僕のニューオーリンズに住む

友人も、今度は自分もその輪に加わろうと、

スーパーボウル当日はフレンチクオーターの

ホテルの予約をしたと言っていたよ。 

「（いろんな方がいらっしゃいますね．．．）さて

COOさん、2009年のシーズンを振り返って、

ヒューストン・テキサンズの戦いを総括してくだ

さい。」 

 それはそうと、今年のプロボウル（オールス

ター戦）はテキサンズから5人も選出されたん

だ。今年のヒューストンのオフェンスは、パス獲

 2009年、Houston Texansの歴史に新たな1ペー

ジが刻まれることとなった。創立8年目のチーム

が、シーズンで初の勝ち越し（the first winning 
season）を達成したのだ。シーズンの成績は9勝7
敗、シーズン最終戦までプレーオフ進出の可能

性を残しての戦いであった。結果的には、同じ9
勝7敗でもボルチモア・レイブンズ、ニューヨー

ク・ジェッツがカンファレンス内の勝ち数でヒュー

ストンを上回り（これら2チームはカンファレンス内

7勝5敗、ヒューストンは6勝6敗）、ヒューストンは

惜しくも次点でプレーオフ出場を逃す結果と

なった。 

 このようなシーズン結果を受けて、ある1月の小

春日和の昼間、アメリカンフットボールに詳しい

在ヒューストンのCOOさん（超オプティミスティック

なオレ様）にインタビューを試みた。 

「今シーズン、一番記憶に残った試合はどの試合

ですか。」 

 やっぱり最終戦、ニューイングランド・ペイトリ

オッツとの試合かな。第4Qで相手に14点差をつ

けられリードを許してから、3タッチダウンを連取

して逆転。勝利を決定的としたその瞬間、スタジ

アムの歓喜の輪の中にいる自分を幸せだと感じ

たな。シーズンチケットを購入、このチームはい

得ヤードでNFL第1位を記録。それもあっ

て、クオーターバック（マット・シャウブ）とレ

シーバー（アンドレ・ジョンソン）が選出された

のは当然だけど、実はディフェンスから3人も

選出されたんだ。何が言いたいかというと、

実はこのディフェンスが今年のポイントなん

だ。2008年のシーズンはオフェンス獲得

ヤードがNFL総合3位だったのに対して、

ディフェンスの喪失ヤードがNFL総合22位。

一方今年はオフェンス獲得ヤード総合4位

に対して、ディフェンスはNFL総合13位。

ディフェンスの改善が著しく、これが最後ま

でプレーオフ争いができた理由だと思う。 

（ちなみに1月31日に行われたプロボウル

で、ヒューストンのクオーターバック、マット・

シャウブがMVPを獲得しました） 

「最後にCOOさん、2010年のシーズンはプ

レーオフ進出が期待できそうですか？」 

 フットボールは何が起こるかわからないの

で、軽々しく行けるとは答えられないけど、で

も総合的な戦力を比較する限り、可能性は

大きいと思うよ。今年も、そろそろシーズンチ

ケットを申し込もうと思っています。 

「え、COOさんは日本に帰国するのではな

かったですっけ？」 

 来年はダラス・カウボーイズとのテキサス対

決がある予定。これを見逃せますか？他に

もニューヨーク・ジャイアン

ツが来る予定。わくわくす

るね。 

「．．．」 

～2009年シーズンを振り返って  

次回開催予定 

「絵本読み聞かせの会」     

 2月13日（土）  3月6日（土）  

   10:30～３歳以上  

   11:00～３歳未満 

「あそぼーかい」       

 2月16日（火） 10:30から  

  幼児向け 

  ・ エプロンシアター 

  ・ 今月の歌 

  ・ 2月の誕生会  他 

  2月26日（金） 14:00から  

  大きい子向け 

     ・  パペットシアター 

  ・ 今月の歌 

  ・  工作  他 

 年末年始のお休みが入った

ため、今回活動報告はありま

せんがピーカンキッズ番外編と

して三水会センターキッズルー

ムの色々な使い方をご紹介し

ます。 

 去年の12月11日(金）、キッズ

ルームにて近所の現地校の小

学生たちがクリスマス会をしま

した。有志のお母さん方がいろ

いろ企画し、少し参加費を集

めてゲームやクイズ、おやつな

どで子供たちは楽しみました。 

 アットホームな雰囲気の中、

毎日現地校で頑張っている子

どもたちにささやかなクリスマス

プレゼントとなりました。 

 三水会センターのキッズルー

ムは、“子どもたちのために“と

いう下に、どなたでも自由にご

利用頂けます。お気軽に三水

会センターをお訪ね下さい。  

活動報告活動報告活動報告   

婦人部だより 

 1月号でお知らせしました「お助けマップ改訂

についてのお願い」ですが、食いしん坊の多い

ヒューストン在住日本人の皆様の事、ご自分で

グルメマップなどを作っておられる方もいらっ

しゃるかもしれません。 

 そんな場合は、マップごとファイルでお送り頂

ければ幸いです。 

 アドレスは otasukemap@yahoo.co.jp 
 次号では、お助けマップ改訂版特派員ボラン

ティア募集も致します。 

＜＜＜   お助けマップお助けマップお助けマップ   ＞＞＞   

浴衣・帯・下駄・髪飾りを浴衣・帯・下駄・髪飾りを浴衣・帯・下駄・髪飾りを   

                              寄付してください！寄付してください！寄付してください！   

 来る4月のジャパンフェスティバルに婦人部とし

て今年も「浴衣トライオン」を行います。つきまし

てはご自宅で不要になった「浴衣」「帯」「下駄」

「髪飾り」などがございましたら是非ご寄付下さ

い。もし、“大ぶり”の浴衣や下駄などがありまし

たら大歓迎です。もちろん、男性用、子供用も助

かります。 

 また浴衣女性の仕上げはなんといっても“おぐ

し”です。その髪に彩りを添える「髪飾り」もお待

ちしていま～す。お手数ですが三水会センター

に婦人部の段ボール箱を置いておきますので、

そこにご寄付頂ければ幸いです。 
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 ヒューストンに来てからめっきり歩かなくなっ

た。おまけに2年半運動らしいこともしていな

い。TVを見ながらのヨガも続かなかった。そ

れなのに胃袋だけは立派に成長し、顔も体

もすっかり丸くなってしまった。 

 そ ん な 私 の 姿 を 見 か ね て か、主 人 が

「ヒューストンマラソンに出よう！」と言ってき

た。何だか楽しそうなので「うん！出よう！」と

即答してしまったが、はて？私マラソンなん

て走れるのだろうか？今からトレーニングを

始めて間に合うもの？次第に不安になり、そ

のうち忘れてくれないかなと密かに期待して

いた。が主人はしっかり覚えていた。ガーン。

もう逃げられない。しかし出場登録しようとす

るも既にハーフマラソンのコースはSOLD 

OUT。残っているのはフルマラソンと５ｋｍの

コースのみ。「いきなりのフルマラソンはさす

がに無理だよ、今回はとりあえず５ｋｍにしよ

うよ」と何とか説得し、登録は無事完了してし

まったのである。 

 しかし５ｋｍという距離を甘く見ていた。ト

レーニングを始めたのが７月の夏真っ只中と

いうこともあり、歩くだけでもしんどい。まだ気

温の上がっていない早朝でも汗が噴き出

す。走ろうものなら１００ｍで息が続かない。５

ｋｍ完走どころか完歩もできず早くも後悔した

が、ウエアもシューズも買ってもらった手前

やめるとも言えない。休日の早朝に日焼け

止めを塗りたくって、主人に引きずられるよ

うにウォーキングした２００９年の夏だった。 

 いつ頃からか朝晩に涼しさが感じられる

ようになり、ジョギングしている人もずいぶ

ん増えた。確かに真夏に外を走るのは体

力を消耗させるだけだったかも。でも真夏

の暑さを経験したおかげで随分と体が楽

に感じた。１１月に入るといっそう秋深くな

り、暑すぎず寒すぎず、鼻歌が出そうなくら

い気持ちの良い季節になった。しかし食欲

の秋という魔の季節でもあるのだ。今年も

日本の実家から美味しい物便が届き、

次々私のお腹の中へ消えていった。その

結果さらに丸々と肥える私。そしてその丸

さを笑う主人。くやしいけれど自分の丸さは

自分が一番わかっている。根っからの運動

嫌いでしかも美味しい物を食べるのは大好

き。年齢的にも痩せにくくなっているから

しょうがないと自分に言い訳しつつ、何とな

く罪悪感にさいなまれながら食べるという

悪循環の日々が続く。そして確かその日も

仲良しのお友達とショッピング＆ランチの

お楽しみコースであった。パスタランチを完

食し食後にデザートも頂いてしまう。そのお

第六十五回 

玉田 陽子さん 

店のデザートはどれも美味しくて食べずには

いられないのだ。幸せを感じるもその後必ず

襲ってくる罪悪感。家に着いて食休みをして

からウエアに着替えて走りに出かけた。 

 もはやトレーニングではなく食べすぎの罪

悪感からだったけれど、秋晴れの午後のジョ

ギングは何とも気持ちのいいものだった。速

度を気にせず木々を見ながらゆっくりと走

る。それまで逃げる口実ばかり探していた

が、その日から走ることに対する自分の気持

ちが少し変わっていった。 

 週末に嫌々走る生活から、天気の良い日

には「今日走りたいな」と思えるようになっ

た。超低速だが５ｋｍの距離なら完走できる

ようにもなった。マラソン大会も大事だけれ

ど、まずは走ることを楽しみたい。そんな今

日も絶好のランニング日和である！ 

次回は 橘 弓佳 さんです。 

INFORMATION 

「ご報告とお願い」「ご報告とお願い」  

ボランティアグループShowing Japanから 

普段は学校やライブラリーな

どに出かけていって日本文化

を紹介している私たちですが、

今回企画した七五三写真撮影

会と晴れ着撮影会は、三水会

センターに皆さんに来ていただ

いて参加していただくという全く

違った形のイベントとなりまし

た。初めての試みで、至らぬ点

も多々あったとは思いますが、

七五三には７９名、晴れ着には

１７名と、たくさんのご参加をい

ただきました。本当にありがとう

ございました。参加された方々

にはとても喜んでいただけて私たちもうれしくなりました。できればこ

れからも毎年続けていきたいと考えています。 

  

 さて、今年もジャパンフェスティバルが近づいてきました。

Showing Japanは、例年しおりブースを出していますが、昨年はじめ

て和風の小物等の販売ブースも出しました。これは古くなった資料

や小物等を、捨てるよりは格安で欲しい方に譲ったほうが良いので

はと考え、帰国された方々から寄付された小物と、メンバーで作った小物を

加えて販売するという試みです。すると大好評で２日間でほとんどすべての

品物が売り切れました。そこで今年も、販売ブースを出したいと考えていま

す。不要になりました和風の小物などございましたら何でもかまいませんの

で、三水会センターにご寄付いただけると助かります。受付箱を用意してい

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

Showing Japanは、踊り・茶道・書道・華道・着付け・折り紙・紙芝居・日本

の学校生活などを、現地の方をはじめ日本の子供たちにも紹介するグルー

プです。お子様の学校等で「日本を紹介して欲しい」と言われてお困りの時

などもご相談下さい。またメンバーも随時募集中です。興味のある方はご連

絡下さい。 

連絡先Ｅメールアドレス： 
showingjapan@live.jp 

10％ずつ上がり続けるということです。 

2．抗議方法 

 テキサス州法では、土地所有者に固定資産

税の査定に対し抗議する権利が守られていま

す。抗議理由としていくつかあります、例えば、

建物が破損していたり物件に関する情報が間

違っていたりした場合、関連資料や情報を提

出することにより、評価局に再考を要請するこ

とが出来ます。上記のホームステッドの 高増

加率が守られていない場合も抗議の対象にな

ります。数年前には、水漏れなどが原因でカビ

が建物内に大量発生したことを理由に市場価

格が下がったケースもかなりあったようです。ま

た、テキサス州には、各固定資産は平等に査

定されなければならないと州の憲法及び法律

で明記されています。例えば、自宅の市場価

格が＄200,000と評価局が判断したとします。

しかし、近所で同サイズ・同クウォリティーの家

(比較物件＝comparable properties)が何軒か

＄150,000と安くされていた場合、＄200,000が

妥当な価格であっても不平等に査定されてい

るとし、十分な抗議根拠になると考えられま

す。 

 抗議書の提出期限は家屋の場合、その年の

5月31日または通知の日付の30日以内のどち

らか遅い期日です。ですから、もし通知が5月

10日まで送られなかった場合は6月9日まで抗

議書の提出が認められています。ただし、5月

下旬になっても通知が送られてこない場合は

早めに評価局に連絡することをお勧めします。

（締切日が変更する可能性もありますが、送ら

れてきた通知にその年の締切日が明記されて

います。）ちなみにハリス郡では今年は4月頃

から通知が配送され始めるようです。 

 従来、抗議書は郵送で提出されていました

が、数年前にハリス郡ではインターネットでも

抗議ができるようになりました。その際、まずハ

リス郡の評価 局 (HCAD=Harris  County  Ap-
praisal District)のホームページ(www.hcad.org)

を開き、「File Your Protest Online」ボタンをク

リックし、口座番号及びiFile番号（いずれも通

知に記載されている）を入力すれば簡単な手

続きで抗議をすることができます。弁護士や他

の代理人のサービスは全く必要ありません。抗

議提出後は、HCADからオファー又は変更拒

否の説明が送られてきますが、そこで納得す

ればそれを承諾し抗議手続きは終了します。

もしそこで示談に至らなければ、正式な抗議ヒ

アリングへ参加する権利があります。ヒアリング

は ア プ レ イ ザ ル・レ ビ ュ ー・ボ ー ド

(ARB=Appraisal Review Board)という独立した

機関によって行われます。そこでは中立的な

 去る1月31日はテキサス州で2009年度の固定

資産税(Real Property Tax)の支払い期限の 終

日でした。固定資産税は毎年1月1日時点での

課税評価額(Appraised Value)を基に金額が決

定され、次の年の1月31日までに支払わなくては

なりません。つまり、2010年1月31日までの支払

い金額は去年の1月1日時点での課税評価額に

基づいています。2008年の終盤からかなり不動

産市場も低迷していましたが、2009年度の課税

評価額が2008年のそれよりも上回っていたという

例も珍しくありません。それはなぜかと疑問に

思った方もいらしたことでしょう。今回はテキサス

州の固定資産税の設定・徴収制度を理解してい

ただき、査定に不満があった場合の抗議の手続

きなどについて簡単に説明します。 

  

1．市場価格 ｖ．課税評価額 

 毎年、各郡の評価局(Appraisal District)によっ

て土地所有者にその年の固定資産税の金額が

通知(Notice of Appraised Value)されます。この

通知には「市場価格」(Market Value)と「課税評

価額」の2つが記されています。市場価格とは市

場での不動産取引を想定した推測価格で、課

税評価額とは原則として税金対象となる価格で

す。市場価格と課税評価額は、安定または下降

気味の不動産市場においては大抵同じです

が、上昇市場では違う時があります。例えば、テ

キ サ ス 州 法 で は、ご 自 宅 が ホ ー ム ス テ ッ ド

(Homestead=所有者の住居)として登録されてあ

る場合、評価局が課税評価額を前年のそれから

10％以上あげるこが出来ません。つまり、今年の

市場価格がいくら上がろうと、課税評価額は去

年の110％以上にはならないということです。

（ホームステッドの資格がありながら、知らずに申

請をしていないという方もしばしば見受けます。

一度は確認されてみてはいかがでしょうか。ま

た、ホームステッドと登録してあっても評価局の

見落としで前年の課税評価額より10％以上あ

がっていることもあるので要注意！） 具体的な

数字で説明すると、2007年に市場価格・課税評

価額が共に＄100,000だった家屋が2008年には

市場価格が好景気のため＄130,000まで跳ね上

が っ た と し ま す。し か し、課 税 評 価 額 は

＄110,000に留まります。その反面、例えば2009
年は不景気のため市場価格が＄125,000まで下

が っ た と し て も、2009 年 の 課 税 評 価 額 は

＄121,000（＄110,000 の 110％）と

なります。つまり、市場価格は課税

評価額の上限であり、いくら市場

価格が去年より下がったとしても課

税評価額がそれに達しない限り

連 載  立場の第三者により構成されるパネルが、土

地所有者及び評価局の両者の答弁及び関

係資料を考慮し、市場価格を決定します。ミ

ニ裁判みたいなものです。また、インター

ネットではなく、従来の郵送での抗議書の提

出望まれる場合は、抗議書提出後にARBヒ

アリングの日程の通知が送られてきます。ハ

リス郡ではヒアリングの当日に会場で評価局

の職員とインフォーマルに協議をする機会も

設けられています。そこで合意に至ればヒア

リングに参加する必要はありません。 

 尚、ハリス郡近辺の評価局のホームページ

は： 

www.fbcad.org (フォートベンド) 

www.galvestoncad.org (ガルベストン) 

www.mcad-tx.org (モンゴメリー) 

 各ホームページにはその郡の評価局の住

所・電話番号などが記載されているので、そ

ちらもご参照下さい。 

 ARBヒアリングでの結果にも納得できない

場合は地方裁判所へ上訴する権利がありま

す。しかし、訴訟にはかなりの時間・費用が

かかるので百万ドル単位の物件の問題でな

ければ、そこまでしようという方は少ないで

しょう。目安として課税評価額が＄100,000下

がっても＄2,500から＄3,000のタックス・セー

ビングにしかなりません。裁判で鑑定士を雇

えばその費用だけでそれ以上になることも稀

ではありません。このような理由もあり、数年

前から＄1,000,000以下の物件に限り、裁判

よりも簡易的に問題を解決できる仲裁にかけ

ることも出来るようになりました。 

 評価局・ARBレベルでの抗議の手続きは

比較的簡単です。法律の専門家に限らず誰

にでも理解できるようなシステムになっていま

す。また、質問があれば電話で評価局の職

員から説明を受けることが出来ます。今年の

査定に対し不満と思われる方は抗議してみ

てはいかがでしょうか。 

 
Kenichi Yagi 
Doyle, Restrepo, Harvin & Robbins, LLP 
NY・TX州弁護士 
E-Mail:  kyagi@drhrlaw.com 

免責事項 

 当コーナーは、読者の皆様が身近に感じ

られると思われるトピックについてわかり易く

かつ一般的な法律知識を提供する場所であ

り、法律的又はその他のアドバイスを提供す

る目的としたものではありません。記載した内

容の正確性・妥当性の確保に努めてはいま

すが、その利用によって利用者等に何らか

の損害が生じた場合にも、一切の責任を負う

ものではありません。また、読者の皆様にこ

れは面白そうというトピックのアイデアがあり

ましたらメールでお知らせください。今後、こ

のコーナーで皆様のご意見を可能な限り反

映させていただければと考えています。 

第四回 固定資産税 
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1月16日土曜日、天候は小雨、肌寒い。 

 午前7時30分、職員室に運営委員を中心と

したスタッフが集合。手分けして、杵、うす、も

ち米、配膳道具などをカフェテリア、厨房に運

ぶ。隊長の指示のもと、小ミーティングを行

い、担当に分かれてそれぞれ準備を開始。蒸

し担当は、もち米を薄く広げたバットを9時の

開始に間に合うよう、タイミング

を計って蒸し器に投入してい

く。もちつき会場では、うす、杵

の設置、清掃 と ウ ォームアッ

プ、湯の準備を行う。カフェテリ

アでは、役員、クラス委員のス

タッフにより、配膳準備や、助っ

人の自動もちつき機のセットが

完了し、開始を待つ。 

 9時前、先番の保護者ボラン

ティアが続々と集合。つき手、

返し手に分かれ、2台のうすで

もちつきが開始される。9時過

ぎ、幼稚園児の到着でもちつき

に力がこもる。低学年は各クラ

ス、バット1枚分、小学校3年生

以降はバット2枚分のもち米

が、生徒全員のもちつき体験を

経て、ほぼ15分おきに順次つ

き上がっていく。カフェテリアで

は、お母さんたちがもちを丸めて、あずき、き

なこ、海苔しょうゆの三種のおもちを完成さ

せる。スタッフにも試食のもちが配られる。や

はり、つきたてはうまい。 

 10時が近づくとAチームのうすを支える台

が何か変だとの指摘があり、見ると台が逆さ

に設置されている。慌てて設置し直す。張り

切ったつき手により、杵同士の衝突、杵とう

 明けましておめでとうございます。グレーターヒューストン日本人会

恒例の新年会が１月１６日(土)、ヒューストン日本語補習校の餅つき

大会に引き続き午後１時より開催されました。例年通り、まず日本人

会総会から始まり、今年任期２年目を迎える上野洋一会長からの活

動報告が行われました。総会が終わり引き続き新年会へ移り、大澤

総領事、日本商工会から大村直司氏、日本語補習校から中島校

長、日米協会からグレッグクロウ氏、日系人会からジョージ平崎氏、

ヒューストン内のさまざまな日本人団体から参加してくださった来賓

から挨拶をいただきました。乾杯のあと男性ボランティアが搗いたお

餅が振舞われ、大澤恵以子総領事夫人も女性ボランティアとして搗

きあがった御餅を丸めてくださり、たくさんの種類のお餅が用意され

ました。つきたてのお餅を食べながら、参加者１２１人の方々には

ヒューストンにいながらにして少しでも日本のお正月気分を楽しんで

いただけたのではないでしょうか。今年も無事に新年会を終えること

ができたのも日本語補習校の関係者の皆様、福引抽選会への景品

を提供してくださった方々、そしてボランティアを引き受けてくださっ

た方々、多くの皆様のおかげです。ありがとうございました。今年もさ

まざまな催しを企画しておりますので、今後もグレーターヒューストン

日本人会への御参加、御協力をどうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

すの衝突が発生。もちが空中を舞い、返し役

の顔に当たりそうになったり、危うく、返し役の

手をつきそうになったりするハプニングも発生

するが、けがも無くほっとする。 

 11時には後番の保護者ボランティアにつき

手、返し手が引継がれ、生徒も中学生、高校

生と力強くなってきて、ペースはどんどん上

がっていく。12時過ぎにはお持ち帰り用を含め

全てのもちがつきあがった。スタッフは道具を

そのまま日本人会のメンバーに引き継ぎ、もち

つき大会は無事終了。参加

者は皆、大いに楽しめたもち

つき大会となった。大会の運

営にご協力頂きました皆様に

厚く御礼申し上げます。 

日本人会だより  

 

 去る1月14日小雨の午後、総領事公邸

において2010年の新年祝賀会が開催さ

れました。例年になく少し肌寒い気候の

中、総領事ご夫妻のお出迎えにより115
名の出席がありました。今回のこの会に

は、オースティン、フォートワース、サンア

ントニオからも在留邦人の方が多くお見

えになられていました。 

 和気あいあいと出席者同士の賀詞交換

が行なわれる中、大澤勉ヒューストン日本

国総領事による新年のご挨拶から会が始

まりました。  

 まず新年の祝辞、そして今回出席の皆

様方への参加のお礼を述べられ、次のよ

うに思いを馳せられました。 

 この2年あまりの間、総領事が訪問され

た様々な地において、在留邦人の方々

が地域にしっかりと根を下ろし社会の為

に活動され、現地アメリカ人から深い信

頼を得ている様子を思い起こされました。

日米交流の根本が、これらの在留邦人の

方々の日々の努力によって支えられてい

る事を心に刻まれ、今年もそのような方々

へのサポートに全力を尽くされたいと述

べられました。 

 また昨年は、日米両国での『政権交代』

という激動の年であった事にも触れられ、

米国ではオバマ新大統領就任、日本で

は衆議院総選挙の結果の政権交代等を

話されました。 

 そのような激動の中、テキサス州、オク

ラホマ州の日本人社会が発展し、日本人

の方々がそれぞれの分野で活躍されてい

る様子を取り上げられていました。 

 その中で、宇宙分野での若田光一宇宙

飛行士の4ヶ月間にわたる国際宇宙ステー

ションISSでの日本人初の長期滞在の末、

日本実験棟『きぼう』を完成された事、昨年

の12月には野口聡一宇宙飛行士の搭乗す

るソユーズの打ち上げ、更には今年3月の

山崎直子宇宙飛行士、その後の古川聡宇

宙飛行士両名のそれぞれのミッションの状

況においても続けてお話しをされました。 

 またスポーツ分野では、地元ヒューストン

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

安打を昨年8月に達成し日本の名球会の

一員となった事、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

勝され、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、ヒューストンバレエでの日本人のバレ

リーナの方々の活躍、更には、毎年新年祝

賀会にもオースティンからご夫妻でお見え

になっている宇田川テキサス大学名誉教授

の瑞宝中綬章の受賞をご報告されました。 

 また今年2010年は、日米安保条約改定の

50周年に当たり、日米関係を更に深化、発

展される重要な年だと話され、数日前にハ

ワイで開かれた日米外相会談でもこの１つ

の点がテーマとなった事にも触れられまし

た。ここヒューストンにおいても重要な動きが

あり例えば、ヒューストン美術館にジャパン・

ギャラリーがオープンし、その際には東京国

立博物館所蔵の国宝の展示予定や、ハー

マンパークの日本庭園の改修工事が昨年

ついに完了した事など、我ら在留邦人に

とって大変喜ばしいニュースも話されまし

た。 

 そして最後に総領事は、テキサス州、オク

ラホマ州在住の日本人の方々の益々のご

健勝とご多幸をお祈りされ乾杯の音頭をとら

れ、出席者はそれぞれ今年の豊富を胸にグ

ラスを傾けていました。 

 レセプションの途中、現在国際宇宙ステー

ションにて滞在中の野口聡一宇宙飛行士

から携帯電話を通じて連絡があり、この嬉し

いハプニングに出席者全員、歓声をあげて

いました。この時ばかりは、ヒューストンに滞

在している恩恵を頂いたような気がして筆者

は心の中で密かにガッツポーズをしてしま

いました。 

 最後になりましたが、このような素晴らしい

祝賀会の機会を与えて下さった総領事ご夫

妻、そして縁の下の力持ちの領事館のス

タッフの方々に心から感謝を申し上げます。 
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JAXA宇宙飛行士 野口聡一氏 特別寄稿 宇宙からこんにちは！ 

＜１ページ特集記事からの続き＞ 

チェックする時間にもなっています。 

 食事時間のように、クルーと過ごす時間も大

切な気分転換の時間となります。現在は、アメリ

カ人2名、ロシア人2名、そして日本人1名の5名

が滞在しており、準備をしたり食べたりしなが

ら、それぞれの仕事の情報交換、ニュースや家

族の話などしています。 

 家族や友人とは、週1回のテレビ会議や衛星

電話を通じて、わりと頻回にコミュニケーション

をとることができます。テレビ会議の時には、子

どもたちの友達に来ていただいたりして、家族

が楽しく過ごしている様子を見るのも、心なごむ

時間のひとつです。 

 お酒を飲めないなど地球にいてこその楽しみ

がお預けになっている部分もありますが、宇宙

にいるからこその楽しみもあります。その最たる

ものは何と言っても、宇宙から地球の眺めを楽

しめることでしょう。ひとつの生命体としてみず

みずしく輝きを放つ様は、本当に圧巻です。造

形の美しさ、大地や海の色合いの深さは、言葉

には言い尽くせない趣があり、息を飲むばかり

です。そんな神々しい地球に、確かに人間が

生活している強い息吹やエネルギーを感じる。

そこに、家族や皆様がいる。そんな思いでいつ

も、とても懐かしい気持ちで地球を眺めていま

す。 

 私のミッションも中盤を迎えました。2月と3月は

スペースシャトルミッションの予定があり、今はそ

の受け入れ準備にも忙しくしています。特に、3
月のSTS-131ミッションには、山崎直子飛行士が

参加しており、宇宙にいる二人の日本人の映像

を、始めて皆様にお届けできる機会なのではり

きっています。 

 これからも帰還の5月末まで、皆様にお応えで

きるような活動をして参ります。応援、よろしくお

願いいたします！ 

 

≪野口聡一談、野口美和代筆≫ 

 

（今後の活動や宇宙ステーションからの写真は 

ＪＡＸＡホームページにアップされます。御覧くだ

さい。 

http://iss.jaxa.jp/iss/jaxa_exp/noguchi/） 

野口氏写真２０１０．１．２０ 

 地産地消という言葉を耳にすることがあ

ると思います。地元で採れた新鮮な野菜や

お肉を使い、美味しく新鮮なお料理を提供

することに加えて、地元の農家や畜産事業

者など、地元経済の活性化に貢献するとい

う２つの意味合いがあるようです。最近は、

食の安全性への不安感の高まりや、大規模

資本による、世界中から安い食材を集めて

くるという経済合理性ばかりを追求した調達

方針に対する反動のように、アメリカでも注

目されている言葉です。 

 今回は、その地産地消とオーガニックに

こだわるレストラン“Ray’s Grill”を紹介しま

す。野菜やお肉などの主な素材は、全て近

隣かテキサス産を使っているそうです。場所

は、WestParkを西へ西へひた走り、終点か

他、シェフ自らが指導するお料

理 教 室、ワ イ ン 試 飲 会 な ど

様々なイベントにも力を入れて

おり、地元コミュニティとの繋が

りを大切にするオーナーの人

柄が感じられます。 

お向かいには、可愛らしいキャ

ンディーストアと雑貨屋があり、

ランチで訪れる奥様方には、”

自分だけ美味しい物を食べて

きてゴメンネ”の意味を込めた

ご家族へのお土産も見つけら

れるかもしれません。お洒落な

レストランですが、お客様は、

地元の方なのか普段着でい

らっしゃる人あり、お洒落に着

飾った人あり、と思い思いの服装で楽しんでい

るようです。キッズメニューも用意されており、お

子さんもウェルカムです。Holiday毎のイベントメ

ニューや、日曜日のBrunch Buffetもご家族で

訪れると楽しいと思います。美味しいお料理で

幸せな時間を過ごして下さい。 

                （Ikuko Murakami） 

 

価格帯：ランチ＄15～、ディナー＄40～ 

営業日：火～日曜日、 

           ランチは金、土、日のみ。 
 

ら更に西へ行ったところにあり、

遠出することになる方も多いと

思いますが、ダウンタウンエリア

からわざわざ通う常連客も多く

い る そ う で す。Katy や Cinco 
Ranchからは比較的近いところ

にあります。こんなのどかなとこ

ろに、素敵なレストランなんてあ

るのかしらと不安になりますが、

そのお洒落なレストランは突如

現れます。お薦めは、地元野

菜を使った新鮮なサラダや野

菜メニューで、素材に合わせた

様々な調理法には、シェフの

食材への愛情が感じられます。

Vegetarianの中でも、乳製品さ

え 取 ら な い、一 番 制 限 が 厳 し い Vegan 用 メ

ニューも複数用意されているので、Veganの友

人をお持ちの方、お野菜好きの方には重宝で

す。もちろん、お肉やお魚も美味しい物が用意

されているのでご安心下さい。毎日必ずあるグ

ランドメニューもありますが、その日に調達出来

た食材を使った旬の美味しいメニューも豊富に

用意されているので、その日のお薦めを頂くの

も一興です。ちなみに今回私が伺った時には、

レッドスナッパーやフラウンダー、子牛などがあ

りました。毎週木曜日の夜にはJazzライブ、その
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会 員 消 息会 員 消 息  

＜２月の予定＞ 
 10日（水）：婦人部委員会 10：00～ 於三水会センター  
   13日（土）：婦人部委員会主催「古本市」  9：00～15：30 於補習校校舎 

        「読み聞かせの会」   10：30～／11：00～ 於三水会センター 

   16日（火）：「あそぼーかい」 パペットシアター 10：30～ 於三水会センター   

   18日（木）：婦人部委員会主催「ヒューストン美術館ツアー」 

           10：00～14：00 於MFAH   

   19日（金）：ガルフ編集委員会   12：00～ 於 JOGMEC    

 24日（水）：理事委員会    11：30～   於 住友商事社  

 26日（金）：「あそぼーかい」パペットシアター  14：00～  於三水会センター  

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

                10；30～14；00   於 総領事公邸  

     6日（土）：「読み聞かせの会」  於三水会センター 

 12日（土）：婦人部委員会主催「イースターエッグ講習会」 

                          午前の部 10：30～12：00 於三水会センター 

                午後の部 13；00～14：30 於三水会センター 

   19日（金）：ガルフ編集委員会   12：00～    於 JOGMEC   

   24日（水）：理事委員会  11：30～   於 住友商事社 

＜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 

   16日（金）：ガルフ編集委員会   12：00～ 於 JOGMEC    

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

                     （行事詳細については事務局まで！） 

★よろしく！～新規入会です  

 ●正会員新規登録 

 ＊Noltex L.L.C. 大久保智幸氏 

  ＊Toshiba Int’l Corp.   松岡秋彦氏   

 ●入会申請（2月度理事委員会承認事項） 

 ＊Toho Titanium America Co., Ltd. 
 ＊Sekisui Specialty Chemicals America,  
        LLC 

 ●訂正連絡 

 （一月度ガルフストリーム折込分の会員消息に 間違  

 いがありましたので、お詫びと共に下記のとおり訂 

 正致します。） 

  ＊Osaka Gas Freedom Energy Corp. 
      代表電話番号 
 （誤）713-832-1376 →（正）713-821-1376 

   ＊Toshiba International Corp. 
   江原氏のイーメールアドレス表記 

 （誤）“ebara” →（正）“ehara” 

 ●ディレクトリー訂正連絡 

 ＊会員配偶者名 
  Marubeni America Corp. 
  （誤）浜多恵里 →（正）浜多真理 

 ＊郵便番号 
  準会員 Mr. John Sheridan 
  （誤）77042 →（正）77244 
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*Magic: The Science of Wonder  Feb. 26 – Sep. 
6, 2010 

<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, 2010 
*Maurizio Cattelan   – Aug. 15, 2010 
*Leaps into the Void: Documents of Nouveau 
Realist Performance  Mar. 19 – Aug. 8, 2010  

NBA @ Toyota Center 
Feb 20(Sat) 7:30pm Houston Rockets vs Indiana 
Feb 26(Fri) 7:30pm vs San Antonio   
Mar 1(Mon) 7:30pm vs Toronto 
Mar 3(Wed) 7:30pm vs Sacramento 
Mar 13(Sat) 7:30pm vs New Jersey 
Mar 15(Mon) 7:30pm vs Denver 
Mar 17(Wed) 7:30pm vs Memphis 
Mar 19(Fri) 7:30pm vs Boston 

 
AHL @ ToyotaCenter 

Feb 20(Sat) 7:00pm Houston Aeros vs Chicago 
Feb 21(Sun) 3:00pm vs Peoria 
Feb 25(Thu) 7:05pm vs Manitoba 
Feb 26(Fri) 7:30pm vs Austin 
Feb 27(Sat) 7:35pm vs Austin 
Mar 3(Wed) 7:00 pm vs San Antonio 
Mar 5(Fri) 7:35pm vs San Antonio 
Mar 6(Sat) 7:00pm vs Autin 
Mar 12(Fri) 7:35pm vs Peoria 
Mar 13(Sat) 7:00pm vs Chicago 

Feb 27, 28  The Lunar New Year in Houston @ 
VietHoa center beltway 8 plaza (8300 W. Sam 
Houston Pkwy South) Free Admission  
http://texasia.net/  
 
Mar 2-21  Houston Livestock Show and Rodeo 
@ Reliant Park  Ticket 毎年恒例のヒューストンロ

デオがやってきました！今年も有名カントリミュー

ジシャンの他、若者に人気のＲ＆Ｂグループが演

奏します。家族全員が楽しめるイベントなので是

非お出かけになってみてください。入場料は座席

によって変わりますのでサイトの方をご覧くださ

い。http://www.rodeohouston.com/ 
 
Mar 5 -7  75th Azalea Trail Home and Garden 
Show @River Oaks  ヒューストンの一等地リバー

オークス地域にある全7箇所の大豪邸を見に行っ

てみませんか？前売り券15ドル、当日20ドル(全7
箇 所）、各 邸 宅 ご と ＄5 。詳 し く は ： http://
www.riveroaksgardenclub.org/AzaleaTrail.cfm 

Mar 6 - 7 Spring festival Wine & Art Festival 
＠Oldtown Spring, Texas Texas-Style Wine Tast-
ing, Art Exhibition, food vendors。入場料無料。
http://www.oldtownspring.com/SpringFest.htm 

Mar 22 Rossini Petite Messe Solennelle (original 
version) with international opera superstar Jen-
nifer Larmoreヒューストン在住のピアニスト三牧

可奈さんが３月２２日にニューヨークのリンカーン

センターで演奏します。詳細、チケットの購入等こ

ちらをご覧ください。ぜひ皆さん可奈さんの応援

に行きましょう。 
http://www.voicesofascension.org/
concerts.aspx 

Apr 1～3 , 8pm: The Gershwin Songbook 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Feb 28, 11am & 1pm: House of Blues Gospel 
Brunch 

Fort Bend Theatre (2815 N. Main, Stafford) 281
-208-3333 www.fortbendtheatre.com 

•Little Women the Broadway Musical (~Feb 20) 
Stages Repertory Theatre (3201 Allen Parkway) 
713-527-0123 www.stagestheatre.com 

•A Picasso (~Feb 21) 
Ensemble Theatre (3535 Main) 713-520-0055 
www.ensemblehouston.org  

•American Menu (~Feb. 28) 
Texas  Repertory  Theatre  Company  (14243 
Stuebner Airline) www.texreptheatre.org  

•I Hate Hamlet (~Feb 21) 
Express Theatre (446 Northwest Mall) 713-682-
5044 www.expresstheatre.com 

•Freedom Train (~Mar 6) 
Hobby Center—Sarofim Hall (800 Bagby) 713-
558-TUTS www.tuts.com 

•Miss Saigon (Feb. 9~21) 
UpStage Theatre—Lambert Hall (1703 Heights 
Blvd) 713-838-7191 www.upstagetheatre.org 

•The Sunshine Boys (Feb 19~Mar 6) 
Hobby Center—Sarofim Hall (800 Bagby) 713-
622-7469 www.broadwayacrossamerica.com 

•Cirque Dreams Illumination (Feb 23~Mar 7) 
Baytown Little  Theater  (4328  Hugh  Echols, 
Baytown)  281-424-7617 
www.baytown.littletheater.org 

•Jake’s Women (Feb. 26~Mar 14) 

<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   – May 9, 2010 
*Eye on Third Ward: Jack Yates High School 
Photography – May 23 

*Sargent and the Sea   – May 23, 2010 
*Houston’s Sargents   – May 9, 2010 
*Ruptures and Continuities: Photography Made 
after 1960 from the MFAH Collection 

 Feb. 21 – May 9, 2010 
@Caroline Wiess Law Building 

*Your Bright Future: 12 Contemporary Artists 
from Korea:  – Feb. 14, 2010 

*Collecting the Past: 25 Years of documenting 
Museum History: - Jan. 24, 2010 

*Recent Accessions in Design.   – Feb. 21, 2010 
*Feathers, Fins, and Fur: Natural History Illus-
tration of the 19th Century – May 23 

*Liquid Lines: Exploring the Language of Con-
temporary Metal   Mar. 7 – Jul. 18 

*Alice Neel: Painted Truths  Mar. 21 – June 13 
<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  – Feb. 28, 2010 

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

Gulf    Stream 11 

２月－４月イベント２月－４月イベント２月－４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) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Feb 16, 7pm: Cowboy Mouth 
Feb 24, 8pm: Yes  
Mar 2, 7pm: Manchester Orchestra 
Mar 4, 7pm: Dark Star Orchestra 
Mar 7, 8pm: Great Big Sea 
Mar 16, 8pm: Tally Hall in the Bronze Peacock 

with Jukebox The Ghost 
Toyota Center 713-758-7200 

Mar 6, 8pm: John Mayer with Michael Franti & 
Spearhead 

Mar 18, 7pm: Muse with Silversun Pickups 
Apr 30, 8pm: Celtic Woman 

Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
 Feb 17, 8pm: Mariah Carey 

Apr 16, 7pm: Owl City 
(Hip Hop) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

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

Every Thursday, All Night : Salsa Ladies Night 
<Ladies: Free> 

(Soul, Jazz and Blues) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Feb 19, 8:30pm: Reckless Kelly 
Feb 26, 8:30pm: Keb' Mo' 

Scott Gertner’s Sky Bar Grill 713-520-9688 
Wed, 5:30pm: Jazz After Work Escape <Ladies: 

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

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

Feb 19 & 20, 8pm and Feb 21, 2:30pm: Beetho-
ven's Pastoral Symphony 

Mar 5 & 6, 8pm and Mar 7, 2:30pm: Mozart's 
Requiem 

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

Stude Concert Hall (Rice University) 713-348-
5400 

Feb 20, 8pm: Eroica Trio 
Mar 9, 8pm: Artemis Quartet 

(Country) 
Verizon Wireless Theater 713-230-1600 

Feb 16, 8pm: Merle Haggard 
(Singer-songwriter) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Feb 23, 8pm: Henry Rollins - Spoken Word 
Feb 26, 8pm: Matt Hires 
Mar 5, 8pm: Tyrone Wells in the Bronze Peacock 

Room 
Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
 Mar 11, 8pm: David Gray 
(Others) 
Jones Hall (Houston Symphony), Tickets 713-
224-7575 

Feb 25, 7:30pm: Frankie Valli and the Four Sea-
sons 

Feb 26 & 27, 8pm & Feb 28, 7:30pm: Michael 
Cavanaugh Sings Billy Joel and More 

Feb 27, 10am & 11:30am: Beauty and the Beast 

劇劇  場場  

Gulf    Stream 2 

日  時： 平成22年1月27日（水）12：00pm～1：20pm 
場  所： Four Seasons Hotel  Room: Whitney 
出席者： 名誉会長、名誉会員、常任委員、事務局長 
司  会： 森晋介幹事 

１．商工会会長連絡事項（渡辺龍二会長） 
年頭のご挨拶の中で、商工会会員が商工会だけでなく地元の行

事・活動にも積極的に参加し、意見交換の場を持つことで地域

との繋がりを強め、更には日本人コミュニティーの存在意識向

上につなげていくべく会員各位の協力をお願いしたいというお

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、公邸で1月14日に行われた新年会の報告と参

加した常任委員への謝意が表され、また本年も商工会行事へ積

極的な支援をしていきたいというお話があった。 

３．商工会幹事欠員の補完について（森晋介幹事） 
＜提案＞森幹事の帰国に伴う幹事欠員の補完につき、後任とし 

 て、村上伸二氏（東芝）が渡辺会長と森幹事に推薦された。 

 村上氏は、これまで商工会委員会・活動に関わりその運営等 

 に明るく適任であることから選出。そこで、定款第四条三項 

 「役員の欠員」に定められるとおり「理事委員会投票の過半 

 数による承認後、次の常任委員会で過半数の承認による追認 

 される」べく、イーメールベースで理事委員の過半数以上の 

 信任承認を得たため、本日の常任委員会で過半数の承認を得 

 たうえで正式承認としたい。なお、村上氏は常任委員ではな 

 いが、幹事と会計幹事は常任委員以外からも選出可能。 
＜結論＞常任委員会の過半数を得て正式に村上氏が新幹事に信 

 任され、幹事の欠員補完となった。 

４．商工会図書委員長の任命について（森晋介幹事） 
＜提案＞慣例では、森幹事の後任である竹田直樹氏（みずほ銀 

 行）が幹事職を引継ぐことになるが、既に各種行事が目白押 

 しという現状に鑑み、本会運営に明るい村上氏に新幹事をお 

 願いした。そこで、竹田氏には、次年度の幹事候補として、 

 図書委員長（現在、ライブロック事務局長が兼任）の立場で 

 活動・運営の把握のため理事委員会への参加を図りたい。 
＜結論＞渡辺会長より竹田氏が図書委員長として任命された。 

５．JBA Houston Foundation, Inc. 2009年度決算・2010年度 

  予算報告（室井秀夫会計幹事） 
室井会計幹事より、同FoundationのDirectorは商工会役員（会

長、副会長4名、幹事、会計幹事）7名が兼務していること、決

算・予算は同Foundationの役員会の決議事項であることの説明

があった。そして、同役員会で承認された2009年度決算・2010
年度予算について、要旨の説明があった。 

６．日本庭園について（大村直司副会長） 
日本庭園維持改修工事のため中井庭園設計士と庭師の岩崎氏が

2月14日から24日までヒューストンに滞在されることになり、

送り迎えや食事などの手配については南邦夫氏が中心になって

手配をされている。次に、Hermann Park Conservancyの会議で

日本庭園の掃除ボランティア拠出要請について説明があった。

3月の3回の週末（土・日曜2日間で合計6回）に14～15名程度の

ボランティアが必要となるため、2月中に商工会会員宛に事務

局より募集に関する連絡をする予定。Hermann Park で4月に

ジャパン・フェスティバル開催が予定されていることもあり、

市との関係強化を図るためにも是非協力をお願いしたい。 

７．委員会・部会報告 
 ①企画・調査委員会（木村誠企画調査委員長） 

木村企画調査委員長より下記2点の報告・説明があった。 
  ＊ビジネスセミナー開催について 
   題：「事務所・店舗・工場用地リース契約見直しのポイン 

      ト～商業用不動産市況の下落を受けて」  
   協力：Jones Lang LaSalle Americas, Inc. 
   講師：荒谷仁志氏（Senior Vice President  Head of Japan Desk）      
   時間：午後1時45分～3時45分（常任委員会終了後） 

  ＊若田光一宇宙飛行士講演会開催について 
   協力：JAXA 
   日時：2010年2月27日（土）12時30分～13時30分 

      （質疑応答も含む） 
   場所：補習校オーディトリアム 

      （901 Yorkchester, Houston, TX 77079） 
 ②婦人部委員会（渡辺のぞみ婦人部委員長） 
  渡辺婦人部委員長より下記5点の活動報告があった。 
  ＊古本市開催（2月13日 於補習校校舎） 
  ＊ヒューストン美術館ツアー（2月18日 昨年12月に降雪で延期 

   になったツアーを再開） 
  ＊総領事館・婦人部委員会共催「ミニオペラ＆クラシックコン 

   サート」（3月3日 於総領事公邸） 
  ＊イースター・エッグ講習会（3月12日 於三水会センター） 
  ＊お助けマップ改訂作業について 
   情報収集に関わる協力依頼、マップ改訂作業に使うソフトウ 

   ェア選びや作業の進め方などに関する協力者募集について 
 ③スポーツ委員会 

（飯室治正会員：南部智一スポーツ委員長代理） 
2010年商工会ソフトボール大会につき、開催場所は昨年同様に

Houston Sportsplex において4月4日（日）に予選開催、雨天の場

合は5月2日（日）に順延とし、準決勝・決勝は商工会ピクニッ

ク当日の5月9日（日）に会場のThe Gordon Ranch にて開催予定

の方向で準備中。 
 ④広報委員会（中水勝広報委員長） 

ガルフストリーム4月号（4月15日発行）から「駐在員日記」の

連載を再開するが、広報委員会より改めて記事提供に関する協

力依頼をする予定。 

８．山崎直子宇宙飛行士打上げ視察について（三宅正純特命委員） 
3月18日予定の山崎直子宇宙飛行士が搭乗するスペースシャトル

打上げが最後となる。出来るだけ多くの邦人関係者の視察参加を

呼びかけるため、テキサスの各方面に出したところ現在40名近く

の申し込みを頂いた。あと数日中に頂く申込みも受け付けるの

で、是非ご興味のある各位はご連絡いただきたい。 

９．事務局連絡事項（ライブロック祐子事務局長） 
 ①2009‐2010年版商工会ディレクトリーについて 

昨年度末から新年度当初に幾つかの大きな行事が重なったた

め、今回ディレクトリーの発行が例年より1ヶ月程遅れの今月

半ばとなった。既に発送を終えているが、まだ受領されていな

い各位は事務局にご一報頂きたい。 
 ②年間行事について 

既に多くの行事が予定されており、その日程等は商工会のホー

ムページでアップデートしているので確認頂きたい。 
 ③会員消息 
  正会員新規登録申請2社（2名）、正会員企業新規登録申請2社 

  （2月度理事委員会承認事項）の報告。 

 ④1月度折込配布分「会員消息」内容訂正 

 ⑤ディレクトリー訂正 

  （上記③～⑤の詳細は別頁「会員消息」参照） 

平成平成2222（（20102010）年）年11月度 月度   商工会常任委員会 議事録商工会常任委員会 議事録  
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 現在は、主に日本の実験モジュール“きぼう”

で行われる実験を担当しており、一日の大半

をそこで過ごしています。実験は3－4種類を並

行して行い、同時に次の実験の準備も進めて

いきます。 

 最初に取り掛かったのは「宇宙庭」の実験で

す。“きぼう”内に温室のような小さな箱を作り、

そこで植物を種から育てるのです。みかん箱く

らいの大きさの中に、水分や養分を含んだ袋

状の４つの栽培キットがあります。地上と同じよ

うに水をやりながら生育状況を記録していま

す。普段私は、自宅では庭の手

入れなど何もしないのですが、宇

宙庭設置後一週間で小さな双葉

が出たときには、とても嬉しくなり

ました。現在も順調に生育してい

ます。 

 広報活動は、皆様に宇宙の事

を知っていただくのに重要である

とともに、私にとってもいろんな方

とのコミュニケーションができる楽

しみな場でもあります。メディアの

会見以外にも、年始には鳩山総

理大臣との交信がありましたし、

各種イベントや学校との交信もあ

ります。帰還までに、ヒューストン
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ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

 

編  集  後  記 
 
 フットボールシーズンの終わりと共に、帰

国することとなりました。ヒューストンに来て

約3年、ガルフの編集委員会に参加してか

ら約2年。短い期間でしたが、ガルフ発行

に携われたことで、ヒューストンでの生活を

（少なくとも）2倍は楽しむことができたか

な、と感じています。それぞれがユニークな

編集委員の方々との月一回の会議では、

真面目な議論だけでなく様々な話が聞け

て、それだけでも十分面白いです。ヒュー

ストン生活をもっと楽しみたい方、奮って編

集委員会にご参加ください。 

森 晋介 

目目  
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 ヒューストン日本商工会の皆様、こんにちは。

JAXA宇宙飛行士の野口聡一です。私は現

在、第22/23次長期滞在ミッションのフライトエン

ジニアとして、国際宇宙ステーションでの約5ヶ

月半に及ぶ滞在に臨んでいます。 

 昨年12月21日の打ち上げ以降、23日のドッキ

ングまでは、ソユーズカプセル内で飛行やドッ

キングのための作業がたくさんあり、就寝時間

にはぐったりして倒れこむように(倒れられな

い？)爆睡していましたが、ステーションに到着

してからは、ちょうどホリデイシーズンだったとい

うこともあり、ゆっくりしたペースで新しい生活に

適応していくことが出来ました。 

 宇宙ステーションでの日々の仕事は、ステー

ションの維持管理、実験、広報、運動が主なも

のです。 

 1月はじめに行った日本のロボットアームの指

先、子アームの組み立て作業は、最初のマイ

ルストーンでした。ロボットアームで子アームを

掴むように保持し、船外での細かい作業に対

応できる機構になっています。日本独自の精

密な技術や細やかな対応力を生かした子アー

ムは、世界に誇れるものですし、非常に高く評

価されています。子アームは、3月以降に実際

に船外に設置され、大いに活躍する事になると

思います。 

きぼうの子アームを組み立てている野口氏 打ち上げ直前の野口氏 

首相と交信している野口氏 

宇宙から宇宙から宇宙から   こんにちは！こんにちは！こんにちは！   
JAXA宇宙飛行士 野口聡一氏 特別寄稿 

(→次ページに続く） 

の皆様とも交信の機会があるといいなと思って

います。 

 宇宙に長期滞在をする上で、運動も非常に

大切な仕事のひとつです。無重力空間に長期

間いることで、筋力や骨量が大幅にダウンして

しまうからです。毎日2時間ほどの時間が、運

動時間として計画されています。運動用の機

械は、空気圧やスプリングを使い宇宙でも負荷

がかかるように工夫されています。運動時間は

長いですが、長い作業の合間のよい気分転換

になりますし、地球からのニュースやメールを

編集中にチューリッヒ空港で逮捕されたた 

め、新作の上映が一時期危ぶまれた。 

CITY ISLAND   

3月19日（限定）★★☆（コメディー） 
出演：アンディー・ガルシア、ジュリアナ・マーグ 

リーズ、アラン・アーキン、他 
あらすじ：ニューヨーク刑務所の看守ヴィンス 

（ガルシア）はいつか役者として身を立てたい 

と、家族には“ポーカーナイト”と偽って週１回 

俳優養成所でレッスンを受けている。しかし、 

彼の妻ジョイス（マーグリーズ）は、ヴィンスが 

ポーカーではなく浮気をしているのではない 

かと疑う。そんなある日、突然ヴィンスが元 

囚人の若者を自宅に連れてきた日から、 

ジョイスの疑惑が更に膨らんでいき…。 
ひとこと：自身がこの作品をプロデュースするガ 

ルシアには、これまでニヒルなイメージの役が 

多かったが、養成所の教師役のアーキンなど 

実力派俳優と共にニューヨークを舞台にした 

コメディーを演じる。 

BROOKLIN’S FINEST  3月5日（全国） 

★★☆（アクション／ドラマ） 
出演：リチャード・ギア、ドン・チード 

ル、イーサン・ホーク、ウェズリー・ス 

ナイプス、他 
あらすじ：仕事に情熱を失ったまま定年を 

迎えようとするアル中警察官のエディー 

（ ギ ア ） 。 病 気 の 子 ど も と 妊 娠 中 の 妻 の 

ため麻薬売買の金を現場からくすねる捜 

査 官 サ ル （ ホ ー ク ） 。 捜 査 官 で あ る こ と 

を 隠 し 麻 薬 デ ィ ー ラ ー （ ス ナ イ プ ス ） に 

接 近 す る タ ン ゴ （ チ ー ド ル ） 。 経 験 も 立 

場も違うそんな3人の警察官が偶然同じ現 

場に居合わせ、複雑な人間模様を織りな 

していく。 

ひとこと：“Training Day”や“Shooter”を 

扱ったA・フークア監督の作品。 

GREEN ZONE    
3月12日（全国）★★☆（ドラマ） 

出演：マット・デイモン、グレッグ・キニ  

ア、ブレンダン・グリーソン、他 
あらすじ：米陸軍ロイ・ミラー准尉（デイ 

モン）が所属する部隊は、砂漠地帯に隠 

された大量破壊兵器を探す極秘任務に就 

くが、国防総省のパウンドストーン（キ 

ニア）の妨害工作によって手がかりを失 

う。CIAのブラウン（グリーソン）と手 

を組んだロイは部隊を離れ一人で捜索を 

続けるなか、パウンドストーンとつなが 

りを持つ“マゼラン”という大物に関す 

る情報を手に入れる。隠された真実を明 

かすために、ロイは命がけの“マゼラ 

ン”追跡を続ける。 
ひとこと：“Borne Supremacy”や“Borne  

Ultimatum”を手がけたポール・グリーン 

グラス監督とデイモンによる3作目。ハン 

ディーカメラでの撮影にこだわる監督が 

手がけた今回の新作も、臨場感溢れる戦 

闘シーンなどが盛りだくさん。 
 

ALICE IN WONDERLAND    
3月5日（全国）★★★（サイファイ） 

出演：ジョニー・デップ、ミア・ワシコウスカ、ヘェ 

 ナ・ボナム・カーター、アン・ハサウェイ、他 
あらすじ：突然若者に求婚された19才のアリス 

 （ワシコウスカ）は思わず森に逃げ出す。大木 

 の根元にあるウサギ穴を覗き込んだアリスは 

 そのまま深い穴底へ。落ちた所は何と幼い時 

 に偶然訪れたあの“不思議の国”ではないか。    

 マッドハット（デップ）やしろうさぎ、チェシャ猫 

 らもアリスの突然の再訪にびっくり。早速、マッ 

 ドハットらは意地悪な“赤の女王”（ボナム）が 

 追放した心優しい“白の女王”（ハサウェイ）を 

 助けてくれるようアリスに懇願するが…。 

ひとこと：“赤の女王”役のボナムの内縁の夫で 

 もあるティム・バートン監督が、デップと組む7 
 作目。デップの大ファンには待望の新作。 

MOTHER    
3月12日（限定）★★★（韓国／スリラー） 

出演：ウォンビン、キム・ヘジャ、チン・グ、他 
あらすじ：漢方の店で働きながら、子どものよう 

に純粋無垢な心を持つ28才の息子トジュン 

（ウォンビン）を育ててきた母（ヘジャ）。ある 

日、二人が暮らす町で女子高生殺人事件が 

起きる。その殺人現場に自分の名前が入った 

ゴルフボールが発見されたため、トジュンは容 

疑者として警察に拘束される。事件の早期解 

決に急ぐ警察とやる気のない弁護士に絶望し 

た母は、一人で真犯人を探そうとするが…。 
ひとこと：韓流四天王の一人ウォンビンは、軍隊 

入隊時に悪化した膝の治療を終え、5年ぶり 

の復帰作品となる。「韓国の母」と評される大 

女優ヘジャンとウォンビンが、固い絆で結ばれ   

た親子を演じる。 

THE GHOST WRITER    
2月19日（限定）★★★（スリラー） 

出演：ユアン・マクレガー、ピアース・ブロスナ 

 ン、オリビア・ウィリアムズ、他 
あらすじ：イギリス元首相のアダム・ラング（ブロ 

 スナン）の回顧録出版のため、ゴーストライ 

 ターのゴースト（マクレガー）が雇われる。ラン 

 グの別荘でインタビューを開始するや、ラング 

 政権時代の元閣僚がラングとCIAとの不正な 

 繋がりを告発する。やがて、以前別のゴースト 

 ライターが雇われ、後に不審死をしていること 

 を知ったゴーストは、そのゴーストライターの死 

 がラングの不正疑惑と何か関係があるのでは 

 ないかと思い始める。 
ひとこと：ロマン・ポランスキー監督のスリルたっ 

ぷりの新作。ポランスキー監督が30年以上前 

に法廷強姦罪で有罪判決を受けたにもかか  

わらず、アメリカ国外に逃亡したあと現在はフ 

ランスに住んでいる。その監督がこの作品の 

■今月の新作紹介 

★★★＝絶対面白そ～  ★★☆＝面白そ～  

★☆☆＝いいかも         ☆☆☆＝とりあえず 
～もうすぐお雛様～ 

今年もショーイング・ジャパンのメンバー

の方々が、三水会センター図書館に豪華な

お雛様を飾ってくださいました。ありがと

うございました。図書館で是非ご覧下さ

い。子どもさんとの写真撮影もOKです！ 

 
三水会センター 

     図書館だより 

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、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） 
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