
目

次 

１...年頭のご挨拶 

２...商工会理事委員会議事録 

３...会社紹介・年頭のご挨拶（続き） 

４...テキサスメディカル最前線 

５...古川宇宙飛行士帰還 

６...商工会会長杯・婦人部便り 

７...ジャパンギャラリー・婦人部便り 

８...食ぅすとん 

９...日本ブランド展示 

１０...駐妻日記・知っとん物語 

１１...Travel in the U.S.A. ! 
１２...Houston Walker・編集後記 

編  集  後  記 
 2012年は当市と千葉市との姉妹都市

提携40周年、宇宙から戻った医師は

すっかり無重力仕様になった自らの身

体が再び重力に適応してゆく過程を興

味深く見ている。その過程を読んでみ

たいもの。 

 ガルベストンは災害に見舞われた街

で学べることが多いと。東日本大震災

への適用を考慮されてはと思う。 

 訪れてみたい 「the wave」 。赤、オレ

ンジ、黄、白、の織りなす縞が太古への

夢を誘う。 

 緊張性頭痛にはマッサージ、入浴は

効果的、でも片頭痛には逆に悪くする

そうだ。その時は医師に相談。 

 2010年は米国のメキシコ湾油井暴

墳・油流出が、2011年は東日本大震災

が記憶に新しい。 

 2012年は干支では「みずのえたつ

（壬辰）」。恵方は北北西とのこと。幸多

き年にと祈りつつ。 

 本年も本誌を宜しくお願いします。   

(中水 勝） 
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■AHL/Houston Aeros @ Toyota Center 
www.aeros.com 
Jan.20(Fri) 7:35pm        San Antonio 
Jan.22(Sun) 5:05pm       San Antonio 
Feb.2(Thu) 7:05pm Texas 
Feb.4(Sat) 7:35pm Lake Erie 
Feb.5(Sat) 12:05pm Milwaukee 

■Jan 28: Asian Festival @ Institute of 
Texan Cultures at UTSA (801 S. Bowie at 
HemisFair Plaza San Antonio, TX) 210-459-
2269 入場料(前売り)Adults (13 and older), 
$8; Children (3-12), $4;Children (2 and 
younger), FREE; Seniors (65 and older) and 
military with ID, $4。前売りチケットは1月よ

り受付開始。www.texancultures.utsa.edu/
events/asian.html 
■Jan 25~29: Houston Air Show @ Reli-
ant Center (One Reliant Park Houston, TX 
77054).  You can get coupons from its web-
site. See more information from http://
www.houstonautoshow.com/ 
■Feb 4~5: The Chinese Lunar New Year 
Festival ＠Viet Hoa Center @ Beltway 
Plaza (8300 W. Sam Houston Pkwy S) Free 
admission!!  http://
lunarnewyearhouston.com/ 

■Alley Theatre (615 Texas) 713-220-5700 
www.alleytheatre.org  
The Toxic Avenger (Jan. 13~Feb. 12) 
■ The Grand 1894 Opera House (2020 
Postoffice St., Galveston) 800-821-1894 
www.thegrand.com  
Fiddler on the Roof (Jan. 15) 
Monty Python’s Spamalot (Jan. 21) 
■ Hobby Center Sarofim Hall (800 Bagby)  
713-558-8887 www.tuts.com  
Bring It On: The Musical (Jan 24.~Feb. 5)  
■ Stages Repertory Theatre (3201 Allen 
Pkwy) 713-527-0123 www.stagestheatre.com  
Late Nite Catechism (Jan. 25~Mar. 4) 
Mistakes Were Made (Jan. 25~Feb. 19) 
■ Opera in the Heights at Lambert Hall 
(1703 Heights) 713-861-5303 
www.operaintheheights.org  
Anna Bolena (Jan. 26~Feb. 5) 

■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 
Dutch and Flemish Masterworks  ~Feb 12   
The Spirit of Modernism  ~Feb 20 
Highlights of the Peter Blum Edition Archive  
~Feb 20  
Eye on Third Ward 2012: Jack Yates High 
School Photography Feb 5 ~May 26  
@Caroline Weiss Law Building    
*Tutankhamun: The Golden King and the 
Great Pharaohs  ~Apr 15 
*Snail Mail from Feb 1~May 6 
*Revelation: Major Paintings by Jules Olitski  
Feb 12 ~May 6 
■Contemporary Arts Museum Houston 
(5216 Montrose Blvd 713-284-8250 
www.camh.org 入場無料) 
Perspectives177: McArthur Binion - April 1 
■Houston Museum of Natural Science 
(One Hermann Circle Drive 713-639-4629 
www.hmns.org) 
Discovering The Civil War -Apr 29  
Minerals Transformed Through Vision &Skill 
through Spring 2012 
■The Menil Collection 
(1515 Sul Ross 713-525-9400 http://
www.menil.org 入場無料 Open: Wed~Sun 
11:00am-7:00pm) 
Imprinting the Divine: Byzantine & Russian 
Icons from The Menil Collection ~Mar 18  
 

■NBA/Houston Rockets @ Toyota Center 
www.nba.com/rockets 
Jan.17(Tue) 7:00pm        Detroit 
Jan.19(Thu) 7:00pm        New Orleans 
Jan.21(Sat) 7:00pm          San Antonio 
Jan.25(Wed) 7:00pm       Milwaukee 
Jan.27(Fri) 7:00pm          Washington 
Jan.28(Sat) 7:00pm         New York 
Jan.30(Mon) 7:00pm       Minnesota 
Feb.3(Fri) 7:00pm             Phoenix 
Feb.15(Wed) 7:00pm      Oklahoma City 

        アート  

(Metal, Rock & Pop) 
■ House of Blues Houston 888-402-5837 
Jan.17, 8pm: Old 97’s 
Jan.19, 7:30pm: Janis Joplin Birthday Celebra-
tion featuring Kozmic Pearl - The Ultimate 
Tribute to Janis Joplin 
Jan.20, 8pm: Bill Burr 
Jan.20, 9:30pm: Skyroket! 
Jan.21, 9pm: Led Zeppelin 2 - A Tribute to 
Led Zeppelin - Part of the Scion Concert Se-
ries 
Jan.24, 9pm: The Kills 
Jan.25, 7:15pm: August Burns Red 
Jan.26, 8pm: MUTEMATH – The Odd Soul 
Tour 
Jan.28, 8pm: Badfish - A Tribute to Sublime - 
Part of the Scion Concert Series 
Jan.29, 11am & 1:30pm: House of Blues Gos-
pel Brunch 
Jan.30, 9pm: Dirty Guv’nahs 
Feb. 1, 8pm: Mat Kearney 
Feb. 2, 8pm: G. Love & Special Sauce 
Feb. 3, 8pm: The Adicts 
Feb. 5, 6:40pm: Allstar Weekend 
Feb.7, 8pm: Matt Nathanson 
Feb. 9, 8:30pm: Rebelution Peace of Mind 
Tour w/special guests The Green and Pep 
Love 
Feb. 10, 7pm: The Dial-Up Tour with Live 
Lava Live, Meekakitty, Nanalew & Friends 
Feb. 10, 8pm: Martin Sexton 
Feb. 11, 6:30pm: Machine Head 
Feb. 12, 11am & 1:30pm: House of Blues Gos-
pel Brunch 
Feb. 15, 8pm: For True Tour – Trombone 
Shorty & Orleans Ave 
Feb. 17, 8pm: Andy Grammer Presented by 
Mentos  
Feb. 21, 8pm: Cowboy Mouth 
Feb. 25, 8pm: Excision 
Feb. 28, 7pm: Dropkick Murphys 
Feb. 29, 7pm: Iced Earth & Symphony X 
■ Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Jan.20, 8pm: Tedeschi Trucks Band 
(Soul, R&B & Jazz) 
■ Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Feb.11, 8pm: Tyrese 
(Classic) 
■ Shepherd School of Music, Rice Univer-
sity 713-348-5400 
Jan. 17, 8pm: New York Woodwind Quintet 
Feb. 20, 8pm: Faure Quartett 
■ Jones Hall 713-224-7575 
Jan.15, 2:30pm: RachFest2 – Rach 1& 4 
Jan.19 & 21, 8pm: RachFest3 – Rach 2 
Jan.22, 2:30pm: RachFest3 – Rach 2 
Jan.27-28, 8pm: Best of Spielberg ＆ Williams 
Jan.29, 7:30pm: Best of Spielberg ＆Williams 
Feb.10 & 11, 8pm: Dvorak & Polovtsian 
Dances 
Feb.12, 2:30pm: Dvorak & Polovtsian Dances 
Feb.17 & 18, 7:30pm: Orbit – an HD Odyssey 
Feb.23 & 25, 8pm: Beethoven’s Fifth 
Feb.26, 2:30pm: Beethoven’s Fifth 
(Dance) 
■ Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Feb. 2, 9pm: Steve Aoki 

         シアター   
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2012 年頭のご挨拶 

 新年明けましておめでとうございます。 

 今年も商工会会員の皆様にとりまして幸多

き年となることをお祈り申し上げます。2012年

も皆様と共に商工会活動に積極的に取り組

んでゆく所存ですので、どうぞ宜しくお願い

致します。 

 さて2011年は世界中で数々の大きな出来

事がありました。日本での東日本大震災、原

発事故と放射能汚染問題、トルコ大地震やタ

イの大洪水、北アフリカ・中東での民主化運

動によるエジプト・リビア騒乱、欧州金融危機

などなど歴史的な出来事が続きましたし、そ

れらは昨年中に終結したわけではなく、むし

ろほとんどすべてが2012年にずれ込んでい

きますので、今年も昨年起きた出来事の動

向、影響がニュースの中心となっていくものと

思われます。 

 米国では、昨年失業率がほぼ9%台で高止

まりしたことからも分かる通り、不況から完全

には脱することができておらず、経済格差の

広がりがウォール街占拠事件にまで発展しま

した。そして今年は、大統領選を控えて民

主・共和両党の確執激化による追加景気対

策の不成立と欧州財政危機の米国経済への

影響が懸念されるところです。そうした中、好

調な石油関連産業が中心のヒューストンと同

近隣地区の経済は昨年比較的好況に推移

しました。リーマンショックからの回復が最も

早かった地域と言えるでしょうし、今後の更な

る成長に大いに期待が持てると感じていま

す。 

 さて、ヒューストン日本商工会は、昨年10

月、新たに着任された山本総領事を名誉会

長としてお迎えし、同じく10月に新役員・理

ヒューストン日本商工会会長 
上野真吾 

 

 平成24年は、ヒューストン市と千葉市と

の姉妹都市提携40周年に当たります。旧

年中に、パーカー・ヒューストン市長とお

話しする機会を得ました。これからの姉妹

都市関係は、教育、医療その他ビジネス

上の相互利益を更に意識する必要あり・・

というのがパーカー市長の持論です。千

葉市との関係に大きな期待を持っていま

しょうし、それは、千葉市に限らず日本全

体との関係についても言えることでありま

しょう。 
 
 旧年中の東日本大震災に際し当地各

方面からの支援を募るに当たり、商工会

始め日系各団体には、大変なご尽力を

賜り、ありがとうございました。本年は、震

災被害を乗りこえ着実に正常化しつつあ

る日本と日本人の姿を、世界中に示して

いく年となります。当地ヒューストンでも折

良く、格好の行事が連綿と実施の運びと

なります。商工会の皆さまには、日本の底

力を当地各方面に改めて見せていくこと

につき～それこそが最大の感謝の表し方

かと存じます～、引き続きましてのお力添

えを、どうかよろしくお願いいたします。 
 
 本年が皆さまにとりご安全で良き年とな

りますようお祈り申し上げ、ご挨拶といたし

ます。 

 

平成24年正月吉日 

ヒューストン日本国総領事 

山本条太 

 謹んで新年を慶祝し、皆さまのご無事と 

ご安全をお慶び申し上げます。 

（山本総領事とパーカー市長） 

事・委員長・部会長が就任し、まさに新体制

でスタートしたところであります。今年度も商

工会運営において皆様のご協力を得て、活

気溢れるヒューストンらしい商工会にしたいと

思っています。 

 ここで商工会の各常設委員会の活動をご

紹介致します。  

 

■広報委員会 

 商工会会誌「ガルフストリーム」編集部員17

名で第37巻1号（2011年10月）号～4（2012年

1月）号の編集委員会を開催し、発行。1号で

は平成22年度最後の行事となった「ピクニッ

ク・ソフトボール準決勝&決勝戦」と10月1日よ

り「平成23（2011-2012）年新年度開始」、2号

では「常任委員会・総会と新総領事歓迎」、3

号では「テキサス州六者交流会」を紹介。皆

様の活動と当地の生活に関連する情報を発

信するべく、編集委員一同は情報収集に触

角を研ぎ澄ましています。          

 （中水勝・広報委員長） 

■企画調査委員会 

 当委員会では、2012年米国最大のイベント

である大統領選挙を新年の講演会のテーマ

としてとりあげ、「米国大統領選の争点と在米

日系企業への影響」と題して新年1月に講演

会を開催しました。また、3月にはテキサス州

日本語スピーチコンテストに審査委員を派遣

します。講演会のテーマや毎年実施している

米系企業・団体視察会については、ご要望

のテーマ、視察先があればお聞かせくださ

い。 

（木村誠・企画調査委員長） 

■スポーツ委員会 

 当委員会はテキサス会ゴルフコンペ及びソ

フトボール大会の企画・運営を担当いたしま

す。2012年も例年同様、テキサス会は年3回

の開催で調整中、ソフトボール大会は予選が

4月8日（日）（於：Houston Sportsplex、雨天

予備日5月6日）、決勝は5月13日（日）（於：

Gordon Ranch、ピクニックと同時開催）の予

定です。奮ってご参加下さい。 

 （水澤伸治・スポーツ委員長） 
 

☛３頁に続く 



Gulf    Stream 2 

日  時：平成23年12月21日（水）11：30～13：30  

場  所：住友商事社 会議室（10階） 

出席者：名誉会長、理事委員13名、正会員（理事委員代理）3名、事務局長  

欠席者：名誉会員1名、理事委員7名（うち、会長委任4名、代理人委任3名） 

司 会：竹田直樹幹事 

１．商工会会長連絡（上野真吾会長） 

2011年は東日本大震災の影響で行事日程の変更などを余儀なくさ

れたものの、無事予定通りに全てを終了することができた。今月に

入って、地元アメフトのTexansのプレーオフ進出やテキサス・レン

ジャーズによるダルビッシュ投手の独占交渉権獲得など、身近で少

し明るいニュースも耳にすることができたが、来年の商工会は更に右

肩上がりの活気あふれる一年となるよう各位のご協力をお願いした

い。  

２．総領事館連絡（山本条太総領事） 

山本総領事より、下記3点の連絡があった。 

①ヒューストン市長と会見について 

②ヒューストン市・千葉市姉妹都市40周年にあたっての日米交流に 

   ついて 

③Houston Technology Centerを足がかりにした姉妹都市関係の強 

   化について 

④テキサス州における大統領選予備選挙日程の延期について 

３．2012年Japan Festival進捗状況報告（阿部憲一副会長） 

11月からこれまで3回委員会が開かれ、2012年3月31日（土）・4月1

日（日）にHermann Parkにて開催されることが決定。商工会は例年

同様キッズ・アクティビティを担当することとなる。フェスティバル開催

予定日の前後に石油・プラスチック関連の会議などが各地で実施さ

れるため、日程的に厳しい面もあるが、会員企業にはボランティア拠

出と寄付について是非協力をお願いしたい。 

４.  「宇宙セミナー 2012」の年度計画について（再調整） 

  （山上武尊正会員：三宅正純特命理事代理） 

山上正会員より、前月理事委員会からの再調整の経緯（経費拠出の

考え方と予算取り等について再調整）と同セミナーの年度計画見直

し案（及び第1回実施内容案）について説明があった。再検討／調

整の結果、経費拠出／予算配分を行う活動は商工会会員に利益還

元されるものを原則とし、その限られた予算を会員のため最大限有

効に使う（予算を使わない範囲で、本会非会員の日本人関係者にも

参加の間口を広げていく）こととして、同セミナーの実施内容の見直

しを行い年度計画について再度提案。活動の位置付け、実施計画

内容、計上予算額とも問題はなく、商工会として提案された年度計

画に基づき本年度も引き続き同セミナーを開催していくことが了承さ

れた。 

【対象】商工会会員とその家族、並びに在ヒューストン日本人関係者

（補習校生徒／教師、日本人会等） 

【実施内容案】来年1月から9月にかけて6回開催。第１回目は今後の

宇宙開発利用を考える大人向け企画、第2回目以降には親子交流

や日米交流を図る水ロケット大会実施、未来の有人宇宙探査の講演

や宇宙飛行士試験を模擬したゲーム内容のプログラム、宇宙飛行士

による講演会などを計画中（それらの実施内容／スケジュールにつ

いて継続検討・調整中）。 

【必要経費】総額1,800ドルの予算計上（別途、参加者からSCH入場

料等の定額参加費用を徴収） 

【その他】2012年第1回宇宙セミナー「宇宙開発利用の未来について

～未来の宇宙開発利用のアイデアについて語り合いましょう！」（大

人向け企画：来年1月第3週、定員30～40名程度）を計画中。会員へ

の開催案内は、別途展開する予定。 

【再調整の経緯】前月の理事委員会で同セミナーに対する経費拠出の

考え方や予算取り等について再調整することとなり、再検討の結果、経

費拠出／予算配分を行う活動は参加の商工会会員に利益還元される

ものを原則として対象とし、本年度予算の2,000ドルを上限とし会員のた

め最大限有効に使うこととする。予算を使わない範囲では、本会非会員

の日本人にも参加の間口を広げる。 

【対象】商工会会員とその家族、日本人会会員とその家族、補習校生徒

と教師。 

【計画案】来年1月から9月にかけて6回開催とする。大人向け企画のほ

か、親子交流や日米交流を図る水ロケット大会実施、宇宙飛行士にな

るための模擬試験をもとにした内容のプログラム、宇宙飛行士による講

演会などを計画。 

【その他】古川宇宙飛行士帰還報告会、星出宇宙飛行士搭乗のソユー

ズ打上やHTV3の打上パブリックビューイングなどを計画。 

５．安全危機管理関連について（市来肇特命理事） 

緊急連絡網テストラン実施と安全情報のガルフストリーム掲載について 

今年は大きな自然災害の発生はなかったものの、車上荒らしなどの被害

があった。総領事館や他団体との連携で行う緊急連絡網によるテストラ

ン実施が来年5月頃に予定されているので、安全危機管理担当として、

今年も準備を進めていく。また、昨年度同様、総領事館の小山副領事と

検討のうえ、年明けとハリケーンシーズン前あたりにガルフストリームに安

全情報を掲載し、会員や家族への注意喚起を引き続いて行っていく。 

６．委員会・部会関連事項 

①企画調査委員会（木村誠企画調査委員長） 

  1月度定例講演会 

来年秋に米国大統領選を控え、財政と雇用問題で揺れるアメリカ社会

において、日系企業にも影響を及ぼすと考えられるヘルスケア改革や

エネルギー政策など大統領選の争点や政策比較を行い、その影響を

探る。 

 日時：2012年1月18日（水）午後1時15分（常任委員会終了後） 

 テーマ：2012年米国大統領選の争点と日系企業活動への影響 

 場所：Four Seasons Hotel (1300 Lamar Street) 

②スポーツ委員会（吉松雅敏正会員：水澤伸治スポーツ委員長代理） 

 第541回テキサス会ゴルフ「商工会会長杯」開催報告 

11月20日（日）に開催された同テキサス会「商工会会長杯」に、50名の

参加をいただき、エネルギー部会の担当により無事終了。今後、日程

はあくまで予定ではあるが、来年4月頃に第542回「総領事杯」（鉄鋼部

会担当）、9月頃に第543回「United杯」（物資・化学品部会担当）、来年

度になる11月頃に第544回「商工会会長杯」（機械・電子部会担当）を

検討中。また、商工会ソフトボール大会予選を来年4月8日（日）（雨天

順延5月6日）にHouston Sportsplexで実施する方向。 

③婦人部委員会（ライブロック祐子事務局長） 

 ドキュメンタリー映画上映会開催と今後の活動予定について 

12月10日（土）に、日本人会と補習校の協賛協力をいただきチャリ

ティー映画上映会を実施。その際に集まった800ドルを東日本大震災

被災者とトルコ大地震被災者救済の義援金として寄付の予定。今後は

古本市やミニコンサート、講習会などの実施に向け活動を開始したい。 
 

7. 事務局関連事項 

①貿易・投資円滑化ビジネス協議会によるアンケート調査協力について

（ライブロック祐子事務局長） 

日本商工会議所より「貿易・投資円滑化ビジネス協議会」によるアンケー

ト調査.の依頼があった。この調査は、世界各地で日本企業が直面する

貿易・投資などの問題点を明らかにするもので、非常に重要な調査であ

るため、是非各会員企業の協力をお願いしたい。詳細については後ほ

ど事務局より常任委員と関係者に連絡する。 

平成平成平成23(2011)23(2011)23(2011)年年年121212月度 月度 月度    商工会理事委員会 議事録商工会理事委員会 議事録商工会理事委員会 議事録   
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ヒューストンから最短で行くことの出来るグランド・サークル内の国立公園

をご存知だろうか。それは、グランド・キャニオンではなくアーチーズ国立公

園である。今回は、アクセスが比較的難しいと思われがちなアーチーズ国

立公園を中心としたグランド・サークル東北部をご紹介したい。 
グランド・サークルの定義は、ユタ州とアリゾナ州の境にあるレイク・パウ

エルを中心に半径230km の円を描いた時に含まれるエリアのことで、その

円内に10の国立公園、30を超える国定公園・国立モニュメント・州立公園が

ある。その中でもグランド・キャニオン、セドナ、モニュメント・バレーなどを擁

する南部が人気だ。かたや、ラスベガスやフェニックスからだと車で７－８時

間はかかるグランド・サークル北東部に足をふみいれる人は少ないようだ。

しかし、ヒューストンからグランド・サークル東の玄関口であるコロラド州の西

部グランド・ジャンクションまで直行便で２時間強、そこから車でわずか２時

間足らずでアーチーズ国立公園に到着する。また、近隣にはグランド・キャ

ニオンに勝るとも劣らない悠久の風景を誇るキャニオンランズ国立公園、 コ

ロラド川の雄大な景色と伝説の残るデッド・ホース・ポイント州立公園、オフ

ロード・ドライブやロック・クライミングなどワイルドなアウトドア・スポーツで有

名なモアブ市などがある。 
 アーチーズ国立公園はその名

の通り、砂岩でできたダイナミッ

クなアーチの数々が見所。堆

積・侵食・隆起など自然のさまざ

まな力を受けながら何百万年の

間に形成された園内のアーチ

の数はなんと2000以上。すべて

を見ることはできないが、アメリ

カの国立公園にしては比較的

小規模でトレイルも短いものが

多いので、ポイントとなる場所

は、丸１日あれば十分みてまわ

ることが可能だ。ビジター・セン

ターを過ぎて、最初に観光客を

迎えてくれるのはのは、パーク

アベニューと呼ばれる自然が造

りだした摩天楼。グランド・サー

クル南部と同じ赤土の大地をド

ライブすると、ほどなく現れるの

がバランス・ロック。写真でみる

以上に逞しく、あと何千年かは落ちて来ることはなさそうだ。バランス・ロック

から東に進むとウインドウズ・セクションがある。ノース・ウインドウ、サウス・ウ

インドウという二つの窓がぽっかりと開いていて、少し離れて見るとメガネの

ように見える。その近くのダブル・アーチは遠くから見るとさほど大きくない

が、下から見上げるとユタ州の青空と相まってとても美しい。最高地点まで

上ると反対側が崖になっているので要注意だ。このダブル・アーチ周辺で

映画「インディ・ジョーンズ最後の聖戦」のオープニング・シーンが撮影さ

れ、アーチーズの名が世に知れ渡ったそうだ。 
そしていよいよ、ユタ州の車のプレートにも描かれている最も有名なデリ

ケート・アーチへ。このアーチは、片道１キロ弱で行ける南側の展望ポイント

から見ることも出来るが、トレイルでアーチの間近に行って、すぐそばで見る

ことをお勧めする。片道約2.4キロの傾斜のある岩山のトレイルは、最初がか

なりしんどい。途中、とても狭い山肌を歩く箇所もあり、給水所やトイレもない

ので、服装や靴、持ち物や飲み物の準備にも十分注意したい。トレイルを

登りきると、高さ16メートルの端正なアーチが、忽然と姿を現す。その姿を見

ていると、このアーチができるまで、何万回の雨が降り、何億回の風が吹き、

この形を造り出したのかと思うと、自然と言う芸術家にはどんな芸術家もかな

わないと思ってしまう。 

園内の最も北に位置するデビルズガーデンというエリアにも足を運び

たい。ランドスケープ・アーチと呼ばれる園内で最も細長い約92メートル

の橋のようなアーチを始め、ここにも多くの著名なアーチ群がある。グラン

ド・サークル南部との違いは、景色のどこかに必ず雪山が目に入ってくる

こと。山頂に雪を湛えるラ

サール山脈が、赤土の大

地に神秘的な彩りを添えて

いるため、グランド・サーク

ル南部とは一味も二味も違

う印象を残しているのかもし

れない。 
キャニオンランズ国立公

園は、時間の関係からグラ

ンド・サークル旅行からあえ

てはずす人が多いが、非常

に豪快な自然が堪能できる

地である。ここでは、グラン

ド・キャニオンに勝るとも劣

らない絶景と、他の公園で

はなかなか体験できないオ

フロード・ドライブの両方を

楽しむことができる。この公

園は「アイランド・イン・ザ・ス

カイ（空中の島）」、「ニード

ルズ（針）」、「メイズ（迷路）」

の３つのエリアに分かれていて、いずれ

にも未舗装道路が何十マイルもある。最

もアクセスしやすいのは「アイランド・イ

ン・ザ・スカイ」と呼ばれる北側。コロラド

川がひらがなの「ひ」のように蛇行しなが

らゆったりと流れる秘境「グース・ネック

（ガチョウの首）」を眼下に臨むデッド・

ホース・ポイント州立公園も近い。息を呑

むような絶景を鑑賞した後に、何とその

絶景の奥底に自分自身が、徒歩やロバ

に乗ってではなく、車で入り込めることが

この公園の最大の特徴だ。「アイランド・

イン・ザ・スカイ」のビジター・センター近

くから「グース・ネック」を目指すと、「４Ｗ

Ｄ ＯＮＬＹ」のサインが。山肌を削って

作られた道路は、かなりの神経を使って

運転しないと、谷底に落ち

てしまいかねないほどで、

約５マイルほどのくねくね道

を、免許の卒業検定の時以

来の集中力で運転。この道

は一方通行ではないため、

反対から車が来る可能性も

あり、色々な意味で本当に

本 当 に 本当 に 怖 い。し か

し、間近で見る雄大な自然

は、人間の存在がいかに

ちっぽけかを気づかされるほどで、世にも恐ろしいドライブの価値は十分

にある。「ニードルズ」や「メイズ」にも、いくつものオフロードのルートがある

が、「アイランド・イン・ザ・スカイ」から道がつながっていないため、いった

ん公園の外にでて、かなりの距離を運転しないと行き着けない。そのため

事前にしっかりと予定を立てておきたい。 
春夏秋冬を問わず、大自然をバックにした朝日が、アーチの向こうに

見える青空が、大地の色と重なる夕焼けが、そして真っ暗闇に灯る無数

の星が楽しめるグランド・サークル北東部。３～４日の短めの連休があれ

ば再び訪れたい場所ナンバーワンである。 

11 
石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 

自然の奥深さを知るグランド・サークル北東部への旅  
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2011年、それは忘れられない旅となった。アリゾナ州とユタ州に

あるグランドサークルを辿る旅の途中、ペイジ（Page/アリゾナ）を

拠点とし周辺のナショナルパークを訪れる日程を組んだ。滞在1日
目、早朝ユタ州のとあるレンジャーステーションに向かった（住所

は存在しない）。以前から行きたいと思っていた場所に入るための

許可証を引き当てるためだ。 

この旅行計画を立てる前、私は憧れのその場所を訪れるための情

報を懸命に探した。ガイドブックには、まだほとんど掲載されてい

ない秘境だからだ。結果webサイト上の抽選にたどり着き、2回申し

込んだが落選だった。 

この日も、当選の可能性はないだろうという気持ちで、場所も

おぼつかないそのステーションへ車を走らせた。現地抽選で当選

する人数は、入山規制が設けられていて1日10名だけだ。ここに20
人はいるだろうか。名前を記入し番号札をもらって天命を待つ。1
組目、4 人の家族だ。2 組目、カップル、残り 4 人だ。3 組目

「Number.…..4！」うそっ、当たった！喜びのあまり私達は思わず

抱き合った。許可証とその場所までの写真が掲載されたプリント

をもらい、入山や天候に関しての説明を受け、翌日、私達は念願

の場所を訪れることになった。 
当日、ハイウェイ脇の見過ごしてしまうような砂利道から入山

口まで全長8.5mileの道のりを、まずは車で移動する。こんな悪路

に借りた車は普通乗用車。不安になった。ゆっくりゆっくり車を

進めると目の前に突如、川が現れた。前々日の雨の影響らしい。

出発地点からわずか1.5mileの地点だ。ぬかるみは4メートルに及

び、到底車は渡れない。四駆でさえ無理だろう。夜には別の拠点

へ移動しなくてはならない私達は、迷わず徒歩を選んだ。すると

後から女性二人組と男女のカップルがそれぞれ到着し、彼らも私

達同様、靴を脱ぎ、裸足で川を渡った。入山口まで7mile、ただひ

たすら歩いた。到着すると記帳があり、皆名前と入山時刻を記入

する。前日にここまで来た人が、洪水で山に入れなかったと記し

ていた。そこからさらに4mile、我々6人は安全のため一緒に登頂す

ることにした。カンザス州から来たその女性二人組はよく登山を

するらしく、コンパスを持っていた。もう一組のドイツ人夫婦は

奥さんがweb上の抽選に当選したと嬉しそうに話していた。山を超

えるとそこから先は広大な赤い岩山と緑の木々が広がる。当然道

はない。プリントと前登者が積み上げたケルンが頼りだ。素晴ら

しい景色の中、いろいろな話をしながら道なき道を歩く。まるで

宝探しのようだ。 
そして踏み出す足を砂が阻む最奥急勾配の岩壁を登ると、つい

に、辿り着いた先はTHE WAVE。赤、オレンジ、黄、白、見事に

それぞれの色が美しい流線を描いている。何万年もかけて創られ

た自然の造形美に触れた感動と達成感で本当に嬉しかった。偶然

の重なった忘れられない旅の一場面だ。 

駐妻のヒューストン日記 第88回   
 THE WAVE  
～自然が織り成す曲線美～ 

柴田 紀代里さん 
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2012 
■文化委員会 

 当委員会は、主に、毎年5月の『母の

日』に開催されるピクニックの企画・運営

を行っています。このピクニックには、毎

年700名前後の方々に参加いただき、

ヒューストン在住日本人の定例行事とし

て定着してします。今年度は、5月13日

（日）に例年どおりThe Gordon Ranchで

の開催を予定していますが、多くの方々

のご協力を頂きながら、皆さんの思い出

に残るイベントになるように、企画・運営

を心がけて参ります。                           

（土光辰夫・文化委員長） 

■教育委員会 

 当委員会は、運営委員会を通じヒュー

ストン日本語補習校の教育活動を支援

しています。運営委員会は中島校長先

生、高田職員及び9名のボランティア（総

領事館1名、日系企業駐在員8名）で構

成され、予決算管理、教職員採用、校

舎確保等に携わっています。今年4月の

新年度開始時には園児・生徒数が370

名に達する見通しですが、引き続き質の

高い教育の提供を目指し、校長先生・

教職員各位とよく連携しつつ学校運営

に取り組みます。                        

（前田光治・教育委員長） 

■図書委員会 

 当委員会の予算から年数回図書を購

入することにしており、11月に第1回目の

新刊書購入を行いました。現在定期購

買している各種週刊誌や月刊誌以外で

ご希望の雑誌などがあれば、係までお

知らせください。25,000冊以上の図書を

揃える三水会センター図書館では、図

書貸出のほか、ボランティア活動の場と

しても年間を通じてご利用いただいてい

ます。皆様方のご意見などもお待ちして

おります。 

（ライブロック祐子・図書委員長） 

■婦人部委員会 

 12月にヒューストン日本人会・補習校

の協賛をいただき、チャリティー映画上

映会を実施。集まった寄付金を東日本

大震災とトルコ大震災被災者への救済

義援金として寄付します。今年もミニコン

サートや講習会、浴衣トライオン、そして

恒例の古本市など各種行事を企画して

おります。多くの会員や配偶者の皆様に

ご参加・ご協力いただきたく、宜しくお願

い致します。  

（ライブロック祐子・婦人部委員長） 

 

年頭のご挨拶 

三浦 理寛さん 
(ニューヨーク駐在員事務所次席駐在員) 

ヒューストン日本商工会 会社紹介   

会社（親会社and/or当地現地法人）の業務内容等につ 

いて簡単にご説明お願いいたします。 

三浦：株式会社日本政策投資銀行（DBJ）は、政府

系金融機関であった日本開発銀行と北海道東北開

発金融公庫を前身とする金融機関です。一般的な

銀行とは異なりお客さまからの預金をお預かりし

ていないため、あまり馴染みの無い会社かもしれ

ませんが、戦後の復興から現代に至るまでそれぞ

れの時代のニーズに応じ、主に日本国内における

事業会社の設備投資にむけた資金調達やエネル

ギー・交通インフラ等のプロジェクト資金に対し

て、中長期のファイナンスを行ってまいりまし

た。また、今般の大震災などの際には、日本政府

からの指定を受け危機対応融資を行うことによ

り、災害からの復旧・復興も支援しております。 

 海外事業につきましては、2008年の民営化以

降、お客様の海外ビジネスのサポートを少しずつ

広げてきているところです。ニューヨーク事務所

は米州唯一の海外拠点として、米国・カナダ・中

南米諸国を担当し、各国の金融・産業・経済、経

済産業政策及び都市開発・インフラ開発プロジェ

クト等の動向をフォローしております。また、米

州地域に進出あるいは業務拡大を図る日本企業を

はじめとする皆様への情報提供活動をおこなって

おります。  

ヒューストン市やテキサス州の印象は？ 

三浦：初めてヒューストンを訪れたのは2011年の8

月と極めて最近です。強く照りつける太陽、青く

広い空、そして街を取り囲む多くの緑に南部の雄

大な自然を感じる一方で、ダウンタウンやガレリ

ア等のオフィスビル群、テキサス医療センターを

中心とした医療集積、そして沿岸部のコンビナー

ト群を見ると、多彩な魅力を持った街だという印

象を強く持ちました。また、ガルベストンを訪れ

た際には、多くの災害に見舞われたこの街から日

本が学べることが多いのではないかとも感じまし

た。  

ご関心事、ご趣味等をお聞かせ下さい。 

三浦：スポーツ観戦が好きなので、ミニッツ・メ

イド・パーク、トヨタセンター、リライアント・

スタジアムには是非足を運んでみたいと思いま

す。また、テキサスBBQや南部料理といったローカ

ル色を楽しめるレストランも探してみたいと思い

ます。 

ありがとうございました。 

②ヒューストン美術館（MFAH）ジャパン･ 

   ギャラリー開設記念講演会について 

（ライブロック祐子事務局長） 

ジャパン・ギャラリー開設を記念し、東京

国立博物館副館長の島谷氏による講演

会が開催される。後日、開催に関するお

知らせを会員へ連絡の予定。 

 開催日・場所：2012年2月19日（日） 

                 午後2時～ 於MFAH 

 講師：島谷弘幸氏  

      東京国立博物館副館長 

 講演内容：仏教美術と宮廷美及び 

 「書」のデモンストレーション（日本語で 

 の講演、英語の通訳つき）。 

 入場料：無料。但し、事前参加申込、 

 予約は不可。当日会場が満席（約300 

 名程度）になり次第、受付終了。 

 ※講演会後、島谷副館長を囲むレセ 

 プションが予定され、これも無料。 

③メニール美術館（Menil Collection） 

   Gala Eventについて 

（ライブロック祐子事務局長）   

来年3月に同美術館において日本の相

撲 をテーマにしたイベント計画の連絡

があった。イベントの目的、内容など詳

細については総領事館が調査内容をご

連絡くださることとなった。   

④JBA Houston Foundation, Inc. の 

    2011年度寄付について 

（竹田直樹幹事） 

前月理事委員会で報告をしたとおり、今

年度より補習校とInternational Educators 
to  Japan 担 当 団 体 を 除 く 6 つ の 団 体

（Spring Branch Education Foundation, 
Houston  ISD,  Katy  ISD,  Clear  Creek 
Education  Foundation,  MDAnderson 
Cancer Center,  Museum of  Fine Arts, 
Houston）に寄付依頼状を要請したとこ

ろ、SB Education Foundation とKaty ISD
以外の4つの団体から希望レターが届い

た。この4団体にはThe Foundationの予

算計上の金額を寄付することとする。ま

た、これに関しThe Foundationの役員が

サインをすべく同意書を、別途事務局で

用意する。 
 
９．事務局関連事項 

（ライブロック祐子事務局長） 

正個人会員入会申請2社（3名）の報告。

（詳細は「会員消息」欄参照） 

★よろしく！～新規入会です   
正個人会員入会登録 

＊Sumitomo Corp. of America   

    猿川 秀 

＊Toshiba International Corp.   

    平野恭男・原津昌之   

   

会員消息 〔敬称略〕 

      議事録 （2頁からの続き） 

☛１頁からの続き 
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 第８８回   

頭の痛い話 
医師 

（現MD Anderson Cancer Center研究員） 

齋藤紀彦先生  

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。 

 前回の浦部博志先生から脳神経外科ご専門の齋藤紀彦先生にバトンが移りました。 

Gulf    Stream 9 

皆様初めまして。MD Anderson Cancer 

Center脳腫瘍部門にて脳腫瘍の薬剤抵抗

性に関する基礎研究を行っております齋藤

紀彦と申します。日本では脳神経外科医とし

て脳腫瘍を中心に、脳卒中、頭部外傷など

脳に関する病気を中心に診療していました。 

さて、皆さんの中には、頭痛がひどくて、

学校や職場を休んでしまった、家事が出来

ずに寝込んでしまった…こういう経験お持ち

の方が意外と多いのではないでしょうか。実

際に日本人の4人に1人が頭痛持ちといわれ

ています。頭痛と一言でいっても、色々な種

類がありそれぞれ対処法が違うため、正確に

診断する必要があります。また頭痛の多くは

命に別状はないのですが、中には脳や体に

病気があって起こる危険な頭痛もあり注意が

必要です。今回は脳や体に病気がないのに

起こる頭痛、その中でも片頭痛と緊張性頭痛

についてお話致します。 

 

片頭痛 

特徴：頭の片側のこめかみを中心に「ズキン

ズキン」と脈打つような痛みを特徴とします。

この頭痛は月に1，2回の頻度で起こり、痛み

は4～72時間持続し、「日常生活がとても続

けられない」ほどの強さです。またしばしば吐

き気や嘔吐を伴い、頭痛の最中は、光がま

ぶしくて仕方がなかったり、まわりの音や声が

ガンガンと頭に響いたりします。人によっては

前兆として目の前がチカチカしたり、視野が

狭くなることもあります。女性に多い頭痛で、

生理や排卵と関連して現れることが多いこと

も知られています。 

対策：生活に影響があるようなひどい片頭痛

持ちの方は、ぜひ病院で受診し、正しい頭

痛診断を受けてください。片頭痛と診断され

れば、薬による治療が行われます。片頭痛が

軽い場合（生活に影響ない）場合、吐き気が

ない場合は市販の痛み止めでもOKですが、

頭痛が本格化してからでは鎮痛薬は効かな

いので鎮痛薬を早めにのむのがコツです。     

「月10回までの範囲であれば、迷わずすば

やく鎮痛薬を飲む、それで収まりがつかなけ

れば受診する」、これが頭痛治療の鉄則で

す。 

応急対策： 

①安静：暗い静かな部屋で横になります。仕

事で寝るのが無理な場合は、椅子にかけて 

安静にするだけでも楽になります。 

②冷却：拡張した血管の部分(痛むところ)を

冷やすと頭痛は楽になります。 

③睡眠：ひと寝いりする。睡眠をとると片頭痛

は楽になります。 

④内服：発作が軽いうちに薬を服用するのが

コツです。コーヒー・緑茶などに含まれるカ

フェインも片頭痛に効きます。 

 逆に、マッサージや入浴、運動は片頭痛を

悪くさせます。 

 

緊張性頭痛 

特徴：頭痛の原因の７～８割を占め、最も多

い頭痛です。後頭部から首筋にかけておこる

頭痛で、頭全体が痛むこともあります。 

 痛み方は圧迫感、頭重感が特徴です。具

体的には「鉢巻きをしているような」と表現さ

れることもあります。頻度は月に数回程度か

ら毎日と様々で、いつとはなしに始まり、だら

だらと持続します。肩こりや顎関節症を伴うこ

とが多い頭痛です。 

 痛みはあまり強くなく日常生活への影響は

軽度です。頭痛に伴う症状として目が疲れた

り、体のだるさや、ふわふわしためまいを伴う

こともあります。ストレスやパソコン、肩こり、姿

勢（うつむき）などが誘引となります。頭の筋

肉が凝っている状態と思ってください。 

対策：緊張型頭痛は現代病の一つです。日

ごろの地道な対策が大切です。 

 緊張型頭痛はストレスを受けやすい、几帳

面・生真面目な方がなり易い頭痛であり、自

分に適したリラックス法を学ぶことも重要で

す。 

 適度な運動、マッサージ、入浴などは効果

が期待できますし、姿勢の悪い方は少し意

識するだけでも大きく変わると思います。枕

の高さにもご注意ください（高すぎるのはよく

ないとされています）。 

頭痛肩こり体操：ネットなどで調べるといろい

ろ公開されていますので、自分に合ったもの

を見つけてください。ここで簡単な体操をいく

つか紹介します。これらをゆっくりとしたリズム

で1日2～3回行います。無理をせずに毎日

行うことが大切です。ポイントは「継続してこ

そ、効果があがる」ということです。 

①首の体操 

 首をゆっくりと、前屈状態から首を後へそら

せます。後にそらせるときに息を吸い込み、

前屈のときに吐き出す深呼吸を加えるといっ

そう効果的です。 

②肩の体操 

 ゆっくりと肩を挙げ、数秒緊張させた後に

スットンと落とします。 

 スットンと肩を落としたときに、血流が一気

に流れ、筋肉の老廃物が排出されます。 

 この手技はとくに肩こりに有効です。 

③背中の体操 

 ちょうどヒジテツをするように勢いをつけて

腕を後ろに引きます。 

 肩甲骨の後の筋肉は、いつも引っ張られて

いじめられています。 

 この体操により、肩こり、背部痛が改善しま

す。 

 

以上、多くみられる2つの頭痛について説

明致しました。「たかが頭痛、されど頭痛」と

いわれることがあります。今回お話した頭痛

は「たかが頭痛」です。しかし怖いのは脳や

体に病気があって起こる「されど頭痛」で、そ

の中にはくも膜下出血や脳腫瘍など命の危

険がある病気が潜んでいることがあります。

特に「突然の激しい頭痛」はくも膜下出血の

可能性があるので、すぐに病院にかかること

をお勧め致します（詳しくバックナンバー

2009年11月号）。また、副鼻腔炎（蓄膿）、虫

歯などが頭痛の原因になることもあります。頭

痛でお悩みの方は、自己判断する前に一度

は脳の検査を受けられることをお勧め致しま

す。 

 

 

次回は、消化器外科ご専門の瀬戸山徹

郎先生です。瀬戸山先生とは一緒にコン

サート行ったり、旅行したりと仲良くさせて

いただいております。瀬戸山先生は非常

にユニークで優しい先生です。  

JAXAのブースでは、国際宇宙ステーショ

ン(ISS)日本実験棟「きぼう」の模型、宇宙

被服、宇宙日本食などを展示し、日本の有人

宇宙活動にかかる最近の成果を紹介しました。 

当日は、古川 聡(ふるかわ さとし)宇宙飛

行士が、宇宙での約167日間の長期滞在を終

えた直後ということもあり、お越しいただきました

皆様からは、日本人宇宙飛行士の活動にかか

るご質問を多くいただきました。 

 また、宇宙での生活にかかる「日本ブランド」

の品として紹介をさせていただきました宇宙日

本食は、展示品の試食や購入のご要望をいた

東海道新幹線は世界最初の高速鉄道で

あり、安全性、正確性、快適性、環境性に

優れた鉄道システムです。1964年に開業以

来、列車事故による死亡事故がなく、現在東

京･大阪間を一日約300本の列車を運行してい

ますが、1列車当りの遅れ時間は0.6分と、その

安全性、正確性は世界の高速鉄道の中でも

トップクラスです。 

 また、1人当りのCO2排出量は飛行機の約12
分の1、自動車の約6分の1で環境的にも優位

であり、交通渋滞、環境問題等が将来課題とな

る都市間交通には、なくてはならない交通手段

です。 

 これら優位性は開業以来47年間の技術開

発、およびメンテナンスも含めた運行ノウハウの

蓄積の結果であり、この一体のシステムを米国

で採用してもらうべく、ワシントンDCをベースに

活動しています。その有力な候補地のひとつに

だくほど、高い関心を持っていただきました。 

 今回の展示では、ご来場いただきました皆様

に実際の品を見ていただく事で、日本の宇宙

開発をより身近に感じていただけたのではな

いかと思います。 

 今後の日本人宇宙飛行士の主な活動としま

しては、2012年初夏頃から星出 彰彦(ほしで 

あきひこ)宇宙飛行士のISS第32次／第33次長

期滞在、2013年末頃から若田 光一(わかた こ

ういち)宇宙飛行士のISS第38次／第39次長期

滞在(第39次長期滞在では、日本人初のISSコ

マンダー(船長)を予定しております。 

     (文：JAXAヒューストン駐在員事務所) 

テキサスも含まれており、ヒューストンのLone 
Star High Speed Rail社と共同でプロモーション

活動を行っています。 

 今回のレセプションでは、最新車両のN700
系をベースとした海外輸出バージョンである

N700-Iの20分の1の模型をワシントンDCから

空輸して展示いたしました。展示会場では、日

本人のみならず米国人からも、日本旅行時に

新幹線に乗った時の感想をいただきました。

1964年の東海道新幹線開業時から運行され

ていた鼻の丸い0系車両に乗った方もいれ

ば、2007年から運行されている最新型車両

N700系に乗った方もいて、新旧どの車両でも

快適な旅行を楽しんでいただいた方が多く驚

きました。また、テキサスの高速鉄道計画への

期待も大きいことを実感し、日米の高速鉄道に

関するヒューストンの方々の生の意見が伺うこ

とができた貴重な一日となりました。 

(文：JR東海ワシントンDC事務所) 

NIPPON BRAND
天皇誕生日レセプションにおける 

日本ブランドの展 示 
12月1日(木)、山本条太総領事夫妻の主催により、天皇陛下の78歳の御誕生日を祝賀するレセプションが総領事公邸において開催されました。同レセプションでは、

宇宙航空研究開発機構(JAXA)、東芝及びＪＲ東海の参加を得て、「Japanese Technology」と題した日本ブランドの展示が行われ、来客の方々から好評を博しました。

出展頂いた3社より、その模様をご紹介いたします。（ヒューストン総領事館） 

JAXA 

Toshiba  
International  
Corporation  

JR東海 

この展示会の機会を得て、東芝からは、

LED(Light Emission Diode)照明、ハイブ

リッド自動車(HEV:Hybrid Electric Vehicle)用
部品、および鉄道ビジネス分野についてのプロ

モーションビデオを展示しました。3つの製品に

共通したテーマは「環境調和型製品」です。 

 LED照明は、省電力(白熱電球に比べ、約10
分の1）、長寿命(同、20倍以上)が特徴で、施設

向けに導入を進めており、近隣ではヒューストン

美術館に設置をしています。今回は、実際に従

来型照明とLED照明を並べて比較展示するこ

とで、お客様の関心を得ることができました。ま

た、ネット等で家庭向けにも販売を開始してお

り、試供品として家庭用のLED電球を配布した

ところ、身近な製品だけに多くのお客様に喜ば

れました。  

 ハイブリッド自動車用部品では、実際に車に

搭載される電動機および発電機を展示しまし

た。展示した部品は、フォード社向け次期モデ

ルのC-Max用で、東芝のヒューストン工場に新

たに設置した製造ラインで生産を開始したとこ

ろです。車は米国での生活に欠かすことので

きないものであり、低燃費であるハイブリッド自

動車に対する関心も高く、「車を買い換える時

はぜひ購入を検討するよ」と言う声も聞かれた

ように、期待も大きいように感じました。  

 交通ビジネスに関しては、一般のお客様に

対して直接製品を提供しないためか、まだまだ

認知度が低いものの、プロモーションビデオで

ハイブリッド機関車および環境調和型の駆動

用主電動機を紹介したところ、多くの方々に日

本発の高い技術に関心を持っていただいたよ

うでした。 

 一般産業向けの製品を提供する企業にとっ

て、一般のお客様に製品紹介をできる機会は

限られており、今回のレセプションにおける展

示は、東芝の環境調和型製品や事業ととも

に、そこに使われる技術・技術力を皆さんに

知っていただく良い機会となりました。 

(文：ヒューストン本社) 
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いつも応援ありがとうございます。みなさまから力

をいただき、無事任務を遂行できました。 

５ヶ月半の宇宙滞在ですっかり無重量仕様に

なってしまった自分の身体が再び重力に適応し

てゆく過程を、医師として興味深く見ています。       

(JAXA宇宙飛行士 古川聡）                          

帰還直後の古川宇宙飛行士 
(出典JAXA/NASA/Bill Ingalls) 

 

写真で振り返る 

宇宙で過ごした１６７日 
 

JAXA宇宙飛行士  

古川 聡 

古川宇宙飛行士らの搭乗するソユーズ

(27S)宇宙船の打上げ 
(出典JAXA/NASA/Carla Cioffi)  

宇宙医学実験支援システムの技術実証実験

の様子(出典JAXA)  

「きぼう」の窓から外を見る古川宇宙飛行士 
 (出典JAXA/NASA)  

宇宙ふしぎ実験、スリンキーで波を作ることに

挑戦(出典JAXA/NASA) 

宇宙服等の船外活動に使用する機器の点検

中(出典JAXA/NASA) 

帰還に向けてハッチを閉じる準備をしてい

るところ(出典JAXA/NASA) 

古川宇宙飛行士が国際宇宙ステーション

(ISS)から撮影した日の出 
(出典JAXA/NASA) 

古川聡宇宙飛行士のISS長期滞在の写真は下

記のJAXAホームページでご覧になれます。

http://iss.jaxa.jp/iss/jaxa_exp/furukawa/
library/photo/ 
なおホームページに掲載しております画像の営

利を目的とした転載は固くお断り致します。 

2011年6月8日午前5時12分 (日本時間) 

2011年6月7日午後3時12分(米国中部夏時間) 打上げ 

帰還 

2011年11月22日午前11時26分(日本時間） 

2011年11月21日午後8時26分 

(米国中部標準時間) 

打上げ前の古川宇宙飛行

士ら第28次／第29次長期滞

在クルー(出典JAXA/NASA/
Carla Cioffi)  

着陸したソユーズ宇宙船(27S) 
(出典NASA/Bill Ingalls) 

 みなさま、明けましておめでとうございます。今年も美味しいモノを食べ

て飲んで、昇り龍の如く、健康な一年にしましょう！ 

 ここで紹介するお店は、皆さんに広く知られていないだろうお店を敢えて

選んで来たつもりですが、本当に皆さんは選定から外れたあの店を知ってい

るのだろうか？あの味を知っているのだろうか？ずっと我が家の心配事に

なっていました。年初ですもの、その心配事を解消させて頂くべく、今回は

定番のお店にスポットを当てることにしました。ヒューストンの先輩方に

は、漏れがないか、忘れていないか再確認のため、また、ビギナーさんには

入門としてお使い頂けるコラムになると思います。一店舗ずつ丁寧にご紹介

したい良いお店ばかりですが、紙面の都合上、住所とひと言コメントのみに

させて頂きます。美味しいお料理で幸せな時間を過ごして下さい。 

レ ス ト ラ ン 紹 介 

Vol.25 
Ikuko Murakami 

Taste of Texas   
10505 Katy Fwy., Houston 77024  
Tel.713-932-6901 
ヒューストンでナンバーワンの売

上を誇るレストラン。テキサスら

しい雰囲気と自店で熟成させたア

ンガス牛。アンガス牛は一年分を

一括予約買い付けなので、比較的

割安で安定供給が可能となってい

ます。 

Pappas Bros.   
5839 Westheimer Rd., Houston 
77057 Tel.713-780-7352 
上質のステーキ肉と心地よい

サービス。ステーキの切れ端を

利用した隣のバーガー店も捨て

がたい。 

Beck's Prime   
1202 Dairy Ashford St., Houston 
77079 Tel.281-497-4269  
選び抜かれた炭火で焼く、赤身

と脂身が最適バランスの

80:20のお肉。すべてが計算

し尽くされた味です。品質保持

のため、ヒューストン外には多

店舗展開しない主義。他では 

食べられません。 

Brenann's   
3300 Smith St., Houston 77006 
Tel.713-522-9223 
南部料理の名店。昔からの常連

さんと思しき上品な老夫婦がよ

く見えていて、地元で長く愛さ

れるお店です。海亀のスープは

少し抵抗あるかもしれません

が、絶品です。 

Fogo de Chao    
8250 Westheimer Rd., Houston 
77063  Tel.713-978-6500 
シュラスコの食べ放題。肉食系

の方、エンターテイメントが欲

しい時にはお勧め。英語の意味

は Fire on the ground 。 

Texas Roadhouse   
13345 FM 1960 Road West, Hous-
ton 77065 Tel. 832-237-3015  
アメリカの雰囲気プンプンのカ

ジュアルなステーキハウス。コ

ストパフォーマンス高いです。 

Fuddrucker's   
2475 Kirkwood, Houston 77077 
Tel.281-496-4490  
店舗の手作りの焼き立てパン

で、ジューシーなお肉のハン

バーガーを。外食経営の天才、

フィルロマーノ氏が開発、現在

はLuby's 傘下にあります。 

Mark's   
1658 Westheimer Rd., Houston 
77006 Tel.713-523-3800 
アメリカンキュイジーヌの代表

店。教会を改装した内外装は見

ものです。 

接待や記念日にどうぞ。 

Lupe Tortilla  
618 Stafford St., Houston 77079 
Tel.281-496-7580 
チェーン店ではあるけれど、そ

れぞれの店で野菜のカットから

始めるこだわりのメキシカン。

名物の鉄板焼きファヒータのス

パイスの配合はピカいち。 

Fung's Kitchen   
7320 Southwest Fwy., Houston 
77074 Tel.713-779-2288 
父ブッシュも訪れるという

ヒューストンの中華の名店。昼

は飲茶、夜は北京ダックなど。   

テーブルクロスのある中華なの

で接待にも。 

Tofu Village  
9889 Bellaire Blvd., Houston 
77036  Tel.713-777-9889 
石焼のごはんとチゲ鍋は、洋風

料理に疲れた時の定番。必ず顔

見知りの日本人に出会います。 

Arco Seafood  

(東海飯店）  
9896 Bellaire Blvd., Houston 
77036 Tel.713-774-2888 
北京ダックを食べましょう。 

Captain Tom's   
20525 Katy Fwy, Katy 77450   
Tel.281-829-6407 
真夏以外はオイスターは必須注

文。行列覚悟で。運が良ければ

カレイのフライ、運が普通のあ

なたでも美味しいガンボスープ

にありつけます。 

Da Marco  
1520 Westheimer Rd., Houston 
77006 Tel.713-807-8857 
美味しいイタリアンを尋ねると

必ず名前が上がります。雰囲気

もいいし、接待向き。黒トリュ

フのパスタは高いけど、外せま

せん。 

Le Mistral   
1420 Eldridge Pkwy., Houston 
77077 Tel.832-379-8322 
フレンチの名店。名物の熱々

チョコスフレは先に注文が必要

です。 

Masraff's  
1753 Post Oak Blvd., Houston 
77056  Tel.713-355-1975 
フレンチの名店。値段も一流だ

けど、味もサービスも雰囲気も

一流です。 
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 2011月12月10日（土）、補習校オーディト

リアムにて、商工会婦人部委員会主催によ

るチャリティー映画上映会が行われました。 

 これまで婦人部では様々なチャリティー活

動を行ってまいりましたが、今回は東日本

大震災とトルコ大震災への義援金を募るこ

とになりました。そこで日本人会、日本語補

習校に協賛いただき、ニューヨーク・ロイ

ター社の記者としてご活躍されている我謝

京子さん監督の映画「母の道 娘の選択」

を上映させていただきました。この映画は

ニューヨークで生きる道を選んだ日本人女

性たちの様々な思いを描いたドキュメンタ

リーで、日本を離れて暮らす私たちにとって

とても感慨深い映画でした。  

 当日は、多くの方にご来場いただき、合

計800ドルの義援金が集まりました。この義

援金はすべて、ヒューストン日本商工会、

ヒューストングレーター日本人会、ヒュースト

ン日本語補習校の連名により、東日本大震

災、トルコ大震災被災地へ400ドルずつ送

られます。 

 今回の上映会開催に際し、ご協力いただ

いた日本人会、補習校関係者の皆様、そし

て、お忙しい時期にもかかわらずご来場い

ただきました皆様に、この場をお借りして心

より御礼申し上げます。 

毎年恒例となりました商工会婦人部委

員会主催「古本市」を今年も開催します。

小説、エッセイ、旅行ガイド、児童書、まん

がや絵本など、各種取りそろえております

ので、みなさま、ぜひ足を運んでいただ

き、お気に入りの1冊（10冊?!）を探してみ

て下さい。 

■日時 2012年2月25日  

  午前8時45分～午後3時15分 

■場所 

 ヒューストン日本語補習校 放送室前 

 901 Yorkchester, Houston, TX 77079 

■当日はすべて現金でのお取り扱いで

す。 

2011 
12月10日 
チャリティー映画 

上映会のご報告 

 今回もヒューストン商工会会員企業

様、ヒューストン日本人会様、並びに有

志の方々からもバラエティーに富む素晴

らしい賞品の数々をご提供頂き、大会を

盛り上げていただきました。賞品をご提

供頂いた皆様に改めて厚く御礼申し上げ

ます。 
 本年は東日本大震災の影響もあり、例

年三回開催されるテキサス会が一回だけ

の開催となりましたが、来年以降より多

くの方々に参加頂き、引続き盛大な会と

なることを願っております。      

 去る11月20日（日）、第541回テキサス会

「商 工 会 会 長 杯」が ヒ ュ ー ス ト ン 北 西 の

Houston National Golf Clubで開催されまし

た。当日は総勢50名の方々が参加されまし

た。11月下旬にもかかわらず暖かい天気

で、素晴らしいプレーが随所に見られまし

た。 

 

 

 
 

 

第541回テキサス会 

商工会会長杯 

（文責：Mitsui E&P USA LLC 幹事一同） 

 婦人部では、毎年開催されるジャパン

フェスティバルでの目玉イベント「浴衣トライ

オン」で、より多くのご来場者に日本スタイ

ルを感じて頂く為、皆様から浴衣や帯、下

駄、草履などのご寄付を募っております。

色、柄、サイズ、老若男女用は問いません。

さらに髪飾り、ホテルや飛行機で頂く未使

用のブラシ、クシなど、数多くご寄付頂けれ

ば幸いです。特に下駄、小学校高学年から

中学生の女子用の浴衣が不足しておりま

す。帯、作り帯も大歓迎です。 

 皆様からのご協力を頂き、春開催される

フェスティバルでも大いに盛り上げていきた

いと存じますので、何卒宜しくお願い申し上

げます。 

■お問い合わせ：三水会センター事務局        

電話 : 281-493-1512 （代表）       

Email: sansuikan@jbahouston.org 

 12月に入り、ヒューストンの町並みもすっ

かりクリスマス。そんな12月3日、小さい子向

け「あそぼーかい」が開催され、寒さにも負

けない元気なちびっ子達がたくさん集まっ

てくれました。 

 今回のエプロンシアターは、ウクライナ民

話でクリスマス時期定番の “てぶくろ”。雪

の降る森の中、子犬と歩いていたおじいさ

んが落としたものは片方の手袋。そこに

次々とやってくる動物たち。“中にいるのは

誰?”と確認し、“わたしも入れて”、“どうぞ”

の繰り返し。そんなやり取りを重ねるにつ

れ、ちびっ子達も一緒に声をかけてくれまし

た。この定番の“てぶくろ”も「あそぼーかい」

ではバージョンアッ

プ。さらにいろいろな

動物が出てきて盛り

上 が り ま し た。次 に

“おもちゃのチャチャ

チャ”の歌に合わせ、

カスタネットを使って

のリズムあそび。みん

なとっても上手に演

奏できました。 

 また、12月16日には、今年最後の「あそ

ぼーかい!みんな集まれ!クリスマスバージョ

ン!」が開催されました。この日は元気なち

びっ子達に加え、翌日から冬休みということ

で、早めに現地校が終わった三水会セン

ター近くの小学生のお兄さん、お姉さんも

集まってくれました。パペットシアター “かさ

じぞう”では紙ふぶきが舞い、みんなでゲー

ム“じゃんけん列車”では、お兄さん、お姉さ

んとちびっ子達がじゃんけんで盛り上がりま

した。 

そして、3日、16日両日とも今月の歌“あ

わてんぼうのサンタクロース”を歌っている

と、ドン・ドン・ドンとドアをたたく音。メインイ

ベントのあわてんぼうのサンタクロースとサ

ンタガールが登場!!みんなびっくりするや

ら、うれしいやら。ちょっと怖いのか? 泣き出

してしまうちびっ子もいましたが、サンタさん

■補習校の生徒の方々は学校の時間帯

（8：55～14：50）は購入できません。必ず保

護者の方とご一緒に、学校の始業前または

終了後にご来場いただきますよう、お願いい

たします。 

  また、ご家庭で不要になった本の寄付を

三水会センター図書室にて随時受け付けて

おります。1冊でも、2冊でもかまいません。ま

た雑誌なども受け付けておりますので、よろ

しくご協力お願いいたします。 

 3 月 31 日（土）、4 月 1 日（日）に ハ ー マ ン

パーク内日本庭園で開催されるジャパン

フェスティバルに於いて、今回も「浴衣トライ

オン」のコーナーを設けます。毎年、多くの

ヒューストンの皆さまに、日本の伝統を身近

に感じ、喜んでいただいています。つきまし

ては、浴衣の着付けと髪のセットを2時間単

位でお手伝いくださるボランティアを募集し

ます。ボランティアにご参加いただける方で

着付けに慣れていらっしゃらない方、久しぶ

りの方には、ショーイング・ジャパンでご活躍

中の古川恵子先生による着付け講習会（下

記いずれか一回）に無料でご参加いただけ

ます。 

 講習会日程は以下2回を予定しています。 

■第1回：2月27日(月) 10：00～12：00  

■第2回：3月8日(木) 10：00～12：00  

■会場：三水会センター会議室 

■連絡先： yukatatoraion2012@gmail.com 

 お問い合わせ、お申込みは上記アドレス

まで、メールにてご連絡ください。 

 婦人部一同、ご連絡をお待ち申し上げて

おります。どうぞよろしくお願いいたします。        

       （担当：阿部、岡野、篠崎、水澤） 

女性部門優勝の 

山地恭子さん 

上野商工会会長（左）と優勝の出崎基博さん 

 ダブルペリア方式で争われた本大会で優

勝されたのはMOEX USA Corporationの出

崎基博さんで、上野商工会会長より栄えある

記念トロフィーが授与されました。見事ベスト

グロス賞に輝いたのは、スコア82にまとめた

Yamato Transport USA Inc.の牧山吉喜さん

でした。 

 また、4名が参加された女性部門の優勝は

山地恭子さんでした。優勝者の皆様、おめ

でとうございます。 

■日時：2月19日（日）午後2時より  

■場所：ヒューストン美術館 
The Museum of Fine Arts of Houston 
1001 Bissonnet Houston TX 77005 
www.mfah.org/ 
■講師：島谷弘幸氏（東京国立博物館副館

長）  

■講演：仏教美術と宮廷美、国宝万葉集の

説明、及び「書」のデモンストレーション（漢字

から平仮名へのテクニック）。 

＊日本語での講演、英語の通訳がつきま

す。 

＊講演後にレセプションがあります（参加費

無料）。 

＊入場料：無料 

■事前の参加申し込み受付はありません。

当日は先着順となります。会場が満員となっ

た時点で入場は締め切りになりますのでご注

意ください。 

 

 

ジャパン 

ギャラリー 

 

 

 

ピーカンキッズ 

活動報告 

2012 
2月25日 
古本市開催のお知らせ 

2012 
2月27日 
3月8日 
着付けボランティア募集と 

無料着付け講習会のご案内 

 変更がある場合もございます。三水会セン

ター内ポスターやヒューストンなびでもご確

認ください。 

 スタッフは、随時募集中です。ご興味をお

持ちの方やお問い合わせは、次のアドレス

までご連絡下さい。お待ちしております。 

■あそぼーかい 
mama_asobokai@yahoo.co.jp 
■絵本読み聞かせの会  
houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

からクリスマスプレゼントのブーツのオーナメ

ントキットをもらい、みんなで記念撮影。その

後、もらったオーナメントを作り、その中にサ

ンタさんからキャンディーケーンを入れても

らいました。 

来年も楽しいことをいっぱい用意してみな

さんをお待ちしております。是非「あそぼー

かい」に遊びに来てください! 

2012 
1月20日(金)10時30分～ 
2月7日(火)10時30分～ 
2月11日(土)9時30分～ 
3月1日(木)10時30分～ 
3月3日(土)9時30分～  
あそぼーかい 

いずれも、10時～ 3歳以上、 

10時30分～ 3歳未満 

2012 
1月21日(土) 
2月18日(土) 
3月10日(土) 

 
 

絵本読み聞かせの会 

婦人部からのお願い 

 

クローゼットに眠っている浴衣に

活躍出来るチャンスを！ 

2012 
2月19日 
ジャパンギャラリー 

オープニング記念講演 

 

 

 

 

 

婦人部便り 

2012 
3月31日 
4月1日 
ジャパンフェスティバル 

MFAH 
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んが落としたものは片方の手袋。そこに

次々とやってくる動物たち。“中にいるのは

誰?”と確認し、“わたしも入れて”、“どうぞ”

の繰り返し。そんなやり取りを重ねるにつ

れ、ちびっ子達も一緒に声をかけてくれまし

た。この定番の“てぶくろ”も「あそぼーかい」

ではバージョンアッ

プ。さらにいろいろな

動物が出てきて盛り

上 が り ま し た。次 に

“おもちゃのチャチャ

チャ”の歌に合わせ、

カスタネットを使って

のリズムあそび。みん

なとっても上手に演

奏できました。 

 また、12月16日には、今年最後の「あそ

ぼーかい!みんな集まれ!クリスマスバージョ

ン!」が開催されました。この日は元気なち

びっ子達に加え、翌日から冬休みということ

で、早めに現地校が終わった三水会セン

ター近くの小学生のお兄さん、お姉さんも

集まってくれました。パペットシアター “かさ

じぞう”では紙ふぶきが舞い、みんなでゲー

ム“じゃんけん列車”では、お兄さん、お姉さ

んとちびっ子達がじゃんけんで盛り上がりま

した。 

そして、3日、16日両日とも今月の歌“あ

わてんぼうのサンタクロース”を歌っている

と、ドン・ドン・ドンとドアをたたく音。メインイ

ベントのあわてんぼうのサンタクロースとサ

ンタガールが登場!!みんなびっくりするや

ら、うれしいやら。ちょっと怖いのか? 泣き出

してしまうちびっ子もいましたが、サンタさん

■補習校の生徒の方々は学校の時間帯

（8：55～14：50）は購入できません。必ず保

護者の方とご一緒に、学校の始業前または

終了後にご来場いただきますよう、お願いい

たします。 

  また、ご家庭で不要になった本の寄付を

三水会センター図書室にて随時受け付けて

おります。1冊でも、2冊でもかまいません。ま

た雑誌なども受け付けておりますので、よろ

しくご協力お願いいたします。 

 3 月 31 日（土）、4 月 1 日（日）に ハ ー マ ン

パーク内日本庭園で開催されるジャパン

フェスティバルに於いて、今回も「浴衣トライ

オン」のコーナーを設けます。毎年、多くの

ヒューストンの皆さまに、日本の伝統を身近

に感じ、喜んでいただいています。つきまし

ては、浴衣の着付けと髪のセットを2時間単

位でお手伝いくださるボランティアを募集し

ます。ボランティアにご参加いただける方で

着付けに慣れていらっしゃらない方、久しぶ

りの方には、ショーイング・ジャパンでご活躍

中の古川恵子先生による着付け講習会（下

記いずれか一回）に無料でご参加いただけ

ます。 

 講習会日程は以下2回を予定しています。 

■第1回：2月27日(月) 10：00～12：00  

■第2回：3月8日(木) 10：00～12：00  

■会場：三水会センター会議室 

■連絡先： yukatatoraion2012@gmail.com 

 お問い合わせ、お申込みは上記アドレス

まで、メールにてご連絡ください。 

 婦人部一同、ご連絡をお待ち申し上げて

おります。どうぞよろしくお願いいたします。        

       （担当：阿部、岡野、篠崎、水澤） 

女性部門優勝の 

山地恭子さん 

上野商工会会長（左）と優勝の出崎基博さん 

 ダブルペリア方式で争われた本大会で優

勝されたのはMOEX USA Corporationの出

崎基博さんで、上野商工会会長より栄えある

記念トロフィーが授与されました。見事ベスト

グロス賞に輝いたのは、スコア82にまとめた

Yamato Transport USA Inc.の牧山吉喜さん

でした。 

 また、4名が参加された女性部門の優勝は

山地恭子さんでした。優勝者の皆様、おめ

でとうございます。 

■日時：2月19日（日）午後2時より  

■場所：ヒューストン美術館 
The Museum of Fine Arts of Houston 
1001 Bissonnet Houston TX 77005 
www.mfah.org/ 
■講師：島谷弘幸氏（東京国立博物館副館

長）  

■講演：仏教美術と宮廷美、国宝万葉集の

説明、及び「書」のデモンストレーション（漢字

から平仮名へのテクニック）。 

＊日本語での講演、英語の通訳がつきま

す。 

＊講演後にレセプションがあります（参加費

無料）。 

＊入場料：無料 

■事前の参加申し込み受付はありません。

当日は先着順となります。会場が満員となっ

た時点で入場は締め切りになりますのでご注

意ください。 

 

 

ジャパン 

ギャラリー 

 

 

 

ピーカンキッズ 

活動報告 

2012 
2月25日 
古本市開催のお知らせ 

2012 
2月27日 
3月8日 
着付けボランティア募集と 

無料着付け講習会のご案内 

 変更がある場合もございます。三水会セン

ター内ポスターやヒューストンなびでもご確

認ください。 

 スタッフは、随時募集中です。ご興味をお

持ちの方やお問い合わせは、次のアドレス

までご連絡下さい。お待ちしております。 

■あそぼーかい 
mama_asobokai@yahoo.co.jp 
■絵本読み聞かせの会  
houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

からクリスマスプレゼントのブーツのオーナメ

ントキットをもらい、みんなで記念撮影。その

後、もらったオーナメントを作り、その中にサ

ンタさんからキャンディーケーンを入れても

らいました。 

来年も楽しいことをいっぱい用意してみな

さんをお待ちしております。是非「あそぼー

かい」に遊びに来てください! 

2012 
1月20日(金)10時30分～ 
2月7日(火)10時30分～ 
2月11日(土)9時30分～ 
3月1日(木)10時30分～ 
3月3日(土)9時30分～  
あそぼーかい 

いずれも、10時～ 3歳以上、 

10時30分～ 3歳未満 

2012 
1月21日(土) 
2月18日(土) 
3月10日(土) 

 
 

絵本読み聞かせの会 

婦人部からのお願い 

 

クローゼットに眠っている浴衣に

活躍出来るチャンスを！ 

2012 
2月19日 
ジャパンギャラリー 

オープニング記念講演 

 

 

 

 

 

婦人部便り 

2012 
3月31日 
4月1日 
ジャパンフェスティバル 

MFAH 
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いつも応援ありがとうございます。みなさまから力

をいただき、無事任務を遂行できました。 

５ヶ月半の宇宙滞在ですっかり無重量仕様に

なってしまった自分の身体が再び重力に適応し

てゆく過程を、医師として興味深く見ています。       

(JAXA宇宙飛行士 古川聡）                          

帰還直後の古川宇宙飛行士 
(出典JAXA/NASA/Bill Ingalls) 

 

写真で振り返る 

宇宙で過ごした１６７日 
 

JAXA宇宙飛行士  

古川 聡 

古川宇宙飛行士らの搭乗するソユーズ

(27S)宇宙船の打上げ 
(出典JAXA/NASA/Carla Cioffi)  

宇宙医学実験支援システムの技術実証実験

の様子(出典JAXA)  

「きぼう」の窓から外を見る古川宇宙飛行士 
 (出典JAXA/NASA)  

宇宙ふしぎ実験、スリンキーで波を作ることに

挑戦(出典JAXA/NASA) 

宇宙服等の船外活動に使用する機器の点検

中(出典JAXA/NASA) 

帰還に向けてハッチを閉じる準備をしてい

るところ(出典JAXA/NASA) 

古川宇宙飛行士が国際宇宙ステーション

(ISS)から撮影した日の出 
(出典JAXA/NASA) 

古川聡宇宙飛行士のISS長期滞在の写真は下

記のJAXAホームページでご覧になれます。

http://iss.jaxa.jp/iss/jaxa_exp/furukawa/
library/photo/ 
なおホームページに掲載しております画像の営

利を目的とした転載は固くお断り致します。 

2011年6月8日午前5時12分 (日本時間) 

2011年6月7日午後3時12分(米国中部夏時間) 打上げ 

帰還 

2011年11月22日午前11時26分(日本時間） 

2011年11月21日午後8時26分 

(米国中部標準時間) 

打上げ前の古川宇宙飛行

士ら第28次／第29次長期滞

在クルー(出典JAXA/NASA/
Carla Cioffi)  

着陸したソユーズ宇宙船(27S) 
(出典NASA/Bill Ingalls) 

 みなさま、明けましておめでとうございます。今年も美味しいモノを食べ

て飲んで、昇り龍の如く、健康な一年にしましょう！ 

 ここで紹介するお店は、皆さんに広く知られていないだろうお店を敢えて

選んで来たつもりですが、本当に皆さんは選定から外れたあの店を知ってい

るのだろうか？あの味を知っているのだろうか？ずっと我が家の心配事に

なっていました。年初ですもの、その心配事を解消させて頂くべく、今回は

定番のお店にスポットを当てることにしました。ヒューストンの先輩方に

は、漏れがないか、忘れていないか再確認のため、また、ビギナーさんには

入門としてお使い頂けるコラムになると思います。一店舗ずつ丁寧にご紹介

したい良いお店ばかりですが、紙面の都合上、住所とひと言コメントのみに

させて頂きます。美味しいお料理で幸せな時間を過ごして下さい。 

レ ス ト ラ ン 紹 介 

Vol.25 
Ikuko Murakami 

Taste of Texas   
10505 Katy Fwy., Houston 77024  
Tel.713-932-6901 
ヒューストンでナンバーワンの売

上を誇るレストラン。テキサスら

しい雰囲気と自店で熟成させたア

ンガス牛。アンガス牛は一年分を

一括予約買い付けなので、比較的

割安で安定供給が可能となってい

ます。 

Pappas Bros.   
5839 Westheimer Rd., Houston 
77057 Tel.713-780-7352 
上質のステーキ肉と心地よい

サービス。ステーキの切れ端を

利用した隣のバーガー店も捨て

がたい。 

Beck's Prime   
1202 Dairy Ashford St., Houston 
77079 Tel.281-497-4269  
選び抜かれた炭火で焼く、赤身

と脂身が最適バランスの

80:20のお肉。すべてが計算

し尽くされた味です。品質保持

のため、ヒューストン外には多

店舗展開しない主義。他では 

食べられません。 

Brenann's   
3300 Smith St., Houston 77006 
Tel.713-522-9223 
南部料理の名店。昔からの常連

さんと思しき上品な老夫婦がよ

く見えていて、地元で長く愛さ

れるお店です。海亀のスープは

少し抵抗あるかもしれません

が、絶品です。 

Fogo de Chao    
8250 Westheimer Rd., Houston 
77063  Tel.713-978-6500 
シュラスコの食べ放題。肉食系

の方、エンターテイメントが欲

しい時にはお勧め。英語の意味

は Fire on the ground 。 

Texas Roadhouse   
13345 FM 1960 Road West, Hous-
ton 77065 Tel. 832-237-3015  
アメリカの雰囲気プンプンのカ

ジュアルなステーキハウス。コ

ストパフォーマンス高いです。 

Fuddrucker's   
2475 Kirkwood, Houston 77077 
Tel.281-496-4490  
店舗の手作りの焼き立てパン

で、ジューシーなお肉のハン

バーガーを。外食経営の天才、

フィルロマーノ氏が開発、現在

はLuby's 傘下にあります。 

Mark's   
1658 Westheimer Rd., Houston 
77006 Tel.713-523-3800 
アメリカンキュイジーヌの代表

店。教会を改装した内外装は見

ものです。 

接待や記念日にどうぞ。 

Lupe Tortilla  
618 Stafford St., Houston 77079 
Tel.281-496-7580 
チェーン店ではあるけれど、そ

れぞれの店で野菜のカットから

始めるこだわりのメキシカン。

名物の鉄板焼きファヒータのス

パイスの配合はピカいち。 

Fung's Kitchen   
7320 Southwest Fwy., Houston 
77074 Tel.713-779-2288 
父ブッシュも訪れるという

ヒューストンの中華の名店。昼

は飲茶、夜は北京ダックなど。   

テーブルクロスのある中華なの

で接待にも。 

Tofu Village  
9889 Bellaire Blvd., Houston 
77036  Tel.713-777-9889 
石焼のごはんとチゲ鍋は、洋風

料理に疲れた時の定番。必ず顔

見知りの日本人に出会います。 

Arco Seafood  

(東海飯店）  
9896 Bellaire Blvd., Houston 
77036 Tel.713-774-2888 
北京ダックを食べましょう。 

Captain Tom's   
20525 Katy Fwy, Katy 77450   
Tel.281-829-6407 
真夏以外はオイスターは必須注

文。行列覚悟で。運が良ければ

カレイのフライ、運が普通のあ

なたでも美味しいガンボスープ

にありつけます。 

Da Marco  
1520 Westheimer Rd., Houston 
77006 Tel.713-807-8857 
美味しいイタリアンを尋ねると

必ず名前が上がります。雰囲気

もいいし、接待向き。黒トリュ

フのパスタは高いけど、外せま

せん。 

Le Mistral   
1420 Eldridge Pkwy., Houston 
77077 Tel.832-379-8322 
フレンチの名店。名物の熱々

チョコスフレは先に注文が必要

です。 

Masraff's  
1753 Post Oak Blvd., Houston 
77056  Tel.713-355-1975 
フレンチの名店。値段も一流だ

けど、味もサービスも雰囲気も

一流です。 
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 第８８回   

頭の痛い話 
医師 

（現MD Anderson Cancer Center研究員） 

齋藤紀彦先生  

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。 

 前回の浦部博志先生から脳神経外科ご専門の齋藤紀彦先生にバトンが移りました。 

Gulf    Stream 9 

皆様初めまして。MD Anderson Cancer 

Center脳腫瘍部門にて脳腫瘍の薬剤抵抗

性に関する基礎研究を行っております齋藤

紀彦と申します。日本では脳神経外科医とし

て脳腫瘍を中心に、脳卒中、頭部外傷など

脳に関する病気を中心に診療していました。 

さて、皆さんの中には、頭痛がひどくて、

学校や職場を休んでしまった、家事が出来

ずに寝込んでしまった…こういう経験お持ち

の方が意外と多いのではないでしょうか。実

際に日本人の4人に1人が頭痛持ちといわれ

ています。頭痛と一言でいっても、色々な種

類がありそれぞれ対処法が違うため、正確に

診断する必要があります。また頭痛の多くは

命に別状はないのですが、中には脳や体に

病気があって起こる危険な頭痛もあり注意が

必要です。今回は脳や体に病気がないのに

起こる頭痛、その中でも片頭痛と緊張性頭痛

についてお話致します。 

 

片頭痛 

特徴：頭の片側のこめかみを中心に「ズキン

ズキン」と脈打つような痛みを特徴とします。

この頭痛は月に1，2回の頻度で起こり、痛み

は4～72時間持続し、「日常生活がとても続

けられない」ほどの強さです。またしばしば吐

き気や嘔吐を伴い、頭痛の最中は、光がま

ぶしくて仕方がなかったり、まわりの音や声が

ガンガンと頭に響いたりします。人によっては

前兆として目の前がチカチカしたり、視野が

狭くなることもあります。女性に多い頭痛で、

生理や排卵と関連して現れることが多いこと

も知られています。 

対策：生活に影響があるようなひどい片頭痛

持ちの方は、ぜひ病院で受診し、正しい頭

痛診断を受けてください。片頭痛と診断され

れば、薬による治療が行われます。片頭痛が

軽い場合（生活に影響ない）場合、吐き気が

ない場合は市販の痛み止めでもOKですが、

頭痛が本格化してからでは鎮痛薬は効かな

いので鎮痛薬を早めにのむのがコツです。     

「月10回までの範囲であれば、迷わずすば

やく鎮痛薬を飲む、それで収まりがつかなけ

れば受診する」、これが頭痛治療の鉄則で

す。 

応急対策： 

①安静：暗い静かな部屋で横になります。仕

事で寝るのが無理な場合は、椅子にかけて 

安静にするだけでも楽になります。 

②冷却：拡張した血管の部分(痛むところ)を

冷やすと頭痛は楽になります。 

③睡眠：ひと寝いりする。睡眠をとると片頭痛

は楽になります。 

④内服：発作が軽いうちに薬を服用するのが

コツです。コーヒー・緑茶などに含まれるカ

フェインも片頭痛に効きます。 

 逆に、マッサージや入浴、運動は片頭痛を

悪くさせます。 

 

緊張性頭痛 

特徴：頭痛の原因の７～８割を占め、最も多

い頭痛です。後頭部から首筋にかけておこる

頭痛で、頭全体が痛むこともあります。 

 痛み方は圧迫感、頭重感が特徴です。具

体的には「鉢巻きをしているような」と表現さ

れることもあります。頻度は月に数回程度か

ら毎日と様々で、いつとはなしに始まり、だら

だらと持続します。肩こりや顎関節症を伴うこ

とが多い頭痛です。 

 痛みはあまり強くなく日常生活への影響は

軽度です。頭痛に伴う症状として目が疲れた

り、体のだるさや、ふわふわしためまいを伴う

こともあります。ストレスやパソコン、肩こり、姿

勢（うつむき）などが誘引となります。頭の筋

肉が凝っている状態と思ってください。 

対策：緊張型頭痛は現代病の一つです。日

ごろの地道な対策が大切です。 

 緊張型頭痛はストレスを受けやすい、几帳

面・生真面目な方がなり易い頭痛であり、自

分に適したリラックス法を学ぶことも重要で

す。 

 適度な運動、マッサージ、入浴などは効果

が期待できますし、姿勢の悪い方は少し意

識するだけでも大きく変わると思います。枕

の高さにもご注意ください（高すぎるのはよく

ないとされています）。 

頭痛肩こり体操：ネットなどで調べるといろい

ろ公開されていますので、自分に合ったもの

を見つけてください。ここで簡単な体操をいく

つか紹介します。これらをゆっくりとしたリズム

で1日2～3回行います。無理をせずに毎日

行うことが大切です。ポイントは「継続してこ

そ、効果があがる」ということです。 

①首の体操 

 首をゆっくりと、前屈状態から首を後へそら

せます。後にそらせるときに息を吸い込み、

前屈のときに吐き出す深呼吸を加えるといっ

そう効果的です。 

②肩の体操 

 ゆっくりと肩を挙げ、数秒緊張させた後に

スットンと落とします。 

 スットンと肩を落としたときに、血流が一気

に流れ、筋肉の老廃物が排出されます。 

 この手技はとくに肩こりに有効です。 

③背中の体操 

 ちょうどヒジテツをするように勢いをつけて

腕を後ろに引きます。 

 肩甲骨の後の筋肉は、いつも引っ張られて

いじめられています。 

 この体操により、肩こり、背部痛が改善しま

す。 

 

以上、多くみられる2つの頭痛について説

明致しました。「たかが頭痛、されど頭痛」と

いわれることがあります。今回お話した頭痛

は「たかが頭痛」です。しかし怖いのは脳や

体に病気があって起こる「されど頭痛」で、そ

の中にはくも膜下出血や脳腫瘍など命の危

険がある病気が潜んでいることがあります。

特に「突然の激しい頭痛」はくも膜下出血の

可能性があるので、すぐに病院にかかること

をお勧め致します（詳しくバックナンバー

2009年11月号）。また、副鼻腔炎（蓄膿）、虫

歯などが頭痛の原因になることもあります。頭

痛でお悩みの方は、自己判断する前に一度

は脳の検査を受けられることをお勧め致しま

す。 

 

 

次回は、消化器外科ご専門の瀬戸山徹

郎先生です。瀬戸山先生とは一緒にコン

サート行ったり、旅行したりと仲良くさせて

いただいております。瀬戸山先生は非常

にユニークで優しい先生です。  

JAXAのブースでは、国際宇宙ステーショ

ン(ISS)日本実験棟「きぼう」の模型、宇宙

被服、宇宙日本食などを展示し、日本の有人

宇宙活動にかかる最近の成果を紹介しました。 

当日は、古川 聡(ふるかわ さとし)宇宙飛

行士が、宇宙での約167日間の長期滞在を終

えた直後ということもあり、お越しいただきました

皆様からは、日本人宇宙飛行士の活動にかか

るご質問を多くいただきました。 

 また、宇宙での生活にかかる「日本ブランド」

の品として紹介をさせていただきました宇宙日

本食は、展示品の試食や購入のご要望をいた

東海道新幹線は世界最初の高速鉄道で

あり、安全性、正確性、快適性、環境性に

優れた鉄道システムです。1964年に開業以

来、列車事故による死亡事故がなく、現在東

京･大阪間を一日約300本の列車を運行してい

ますが、1列車当りの遅れ時間は0.6分と、その

安全性、正確性は世界の高速鉄道の中でも

トップクラスです。 

 また、1人当りのCO2排出量は飛行機の約12
分の1、自動車の約6分の1で環境的にも優位

であり、交通渋滞、環境問題等が将来課題とな

る都市間交通には、なくてはならない交通手段

です。 

 これら優位性は開業以来47年間の技術開

発、およびメンテナンスも含めた運行ノウハウの

蓄積の結果であり、この一体のシステムを米国

で採用してもらうべく、ワシントンDCをベースに

活動しています。その有力な候補地のひとつに

だくほど、高い関心を持っていただきました。 

 今回の展示では、ご来場いただきました皆様

に実際の品を見ていただく事で、日本の宇宙

開発をより身近に感じていただけたのではな

いかと思います。 

 今後の日本人宇宙飛行士の主な活動としま

しては、2012年初夏頃から星出 彰彦(ほしで 

あきひこ)宇宙飛行士のISS第32次／第33次長

期滞在、2013年末頃から若田 光一(わかた こ

ういち)宇宙飛行士のISS第38次／第39次長期

滞在(第39次長期滞在では、日本人初のISSコ

マンダー(船長)を予定しております。 

     (文：JAXAヒューストン駐在員事務所) 

テキサスも含まれており、ヒューストンのLone 
Star High Speed Rail社と共同でプロモーション

活動を行っています。 

 今回のレセプションでは、最新車両のN700
系をベースとした海外輸出バージョンである

N700-Iの20分の1の模型をワシントンDCから

空輸して展示いたしました。展示会場では、日

本人のみならず米国人からも、日本旅行時に

新幹線に乗った時の感想をいただきました。

1964年の東海道新幹線開業時から運行され

ていた鼻の丸い0系車両に乗った方もいれ

ば、2007年から運行されている最新型車両

N700系に乗った方もいて、新旧どの車両でも

快適な旅行を楽しんでいただいた方が多く驚

きました。また、テキサスの高速鉄道計画への

期待も大きいことを実感し、日米の高速鉄道に

関するヒューストンの方々の生の意見が伺うこ

とができた貴重な一日となりました。 

(文：JR東海ワシントンDC事務所) 

NIPPON BRAND
天皇誕生日レセプションにおける 

日本ブランドの展 示 
12月1日(木)、山本条太総領事夫妻の主催により、天皇陛下の78歳の御誕生日を祝賀するレセプションが総領事公邸において開催されました。同レセプションでは、

宇宙航空研究開発機構(JAXA)、東芝及びＪＲ東海の参加を得て、「Japanese Technology」と題した日本ブランドの展示が行われ、来客の方々から好評を博しました。

出展頂いた3社より、その模様をご紹介いたします。（ヒューストン総領事館） 

JAXA 

Toshiba  
International  
Corporation  

JR東海 

この展示会の機会を得て、東芝からは、

LED(Light Emission Diode)照明、ハイブ

リッド自動車(HEV:Hybrid Electric Vehicle)用
部品、および鉄道ビジネス分野についてのプロ

モーションビデオを展示しました。3つの製品に

共通したテーマは「環境調和型製品」です。 

 LED照明は、省電力(白熱電球に比べ、約10
分の1）、長寿命(同、20倍以上)が特徴で、施設

向けに導入を進めており、近隣ではヒューストン

美術館に設置をしています。今回は、実際に従

来型照明とLED照明を並べて比較展示するこ

とで、お客様の関心を得ることができました。ま

た、ネット等で家庭向けにも販売を開始してお

り、試供品として家庭用のLED電球を配布した

ところ、身近な製品だけに多くのお客様に喜ば

れました。  

 ハイブリッド自動車用部品では、実際に車に

搭載される電動機および発電機を展示しまし

た。展示した部品は、フォード社向け次期モデ

ルのC-Max用で、東芝のヒューストン工場に新

たに設置した製造ラインで生産を開始したとこ

ろです。車は米国での生活に欠かすことので

きないものであり、低燃費であるハイブリッド自

動車に対する関心も高く、「車を買い換える時

はぜひ購入を検討するよ」と言う声も聞かれた

ように、期待も大きいように感じました。  

 交通ビジネスに関しては、一般のお客様に

対して直接製品を提供しないためか、まだまだ

認知度が低いものの、プロモーションビデオで

ハイブリッド機関車および環境調和型の駆動

用主電動機を紹介したところ、多くの方々に日

本発の高い技術に関心を持っていただいたよ

うでした。 

 一般産業向けの製品を提供する企業にとっ

て、一般のお客様に製品紹介をできる機会は

限られており、今回のレセプションにおける展

示は、東芝の環境調和型製品や事業ととも

に、そこに使われる技術・技術力を皆さんに

知っていただく良い機会となりました。 

(文：ヒューストン本社) 
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2011年、それは忘れられない旅となった。アリゾナ州とユタ州に

あるグランドサークルを辿る旅の途中、ペイジ（Page/アリゾナ）を

拠点とし周辺のナショナルパークを訪れる日程を組んだ。滞在1日
目、早朝ユタ州のとあるレンジャーステーションに向かった（住所

は存在しない）。以前から行きたいと思っていた場所に入るための

許可証を引き当てるためだ。 

この旅行計画を立てる前、私は憧れのその場所を訪れるための情

報を懸命に探した。ガイドブックには、まだほとんど掲載されてい

ない秘境だからだ。結果webサイト上の抽選にたどり着き、2回申し

込んだが落選だった。 

この日も、当選の可能性はないだろうという気持ちで、場所も

おぼつかないそのステーションへ車を走らせた。現地抽選で当選

する人数は、入山規制が設けられていて1日10名だけだ。ここに20
人はいるだろうか。名前を記入し番号札をもらって天命を待つ。1
組目、4 人の家族だ。2 組目、カップル、残り 4 人だ。3 組目

「Number.…..4！」うそっ、当たった！喜びのあまり私達は思わず

抱き合った。許可証とその場所までの写真が掲載されたプリント

をもらい、入山や天候に関しての説明を受け、翌日、私達は念願

の場所を訪れることになった。 
当日、ハイウェイ脇の見過ごしてしまうような砂利道から入山

口まで全長8.5mileの道のりを、まずは車で移動する。こんな悪路

に借りた車は普通乗用車。不安になった。ゆっくりゆっくり車を

進めると目の前に突如、川が現れた。前々日の雨の影響らしい。

出発地点からわずか1.5mileの地点だ。ぬかるみは4メートルに及

び、到底車は渡れない。四駆でさえ無理だろう。夜には別の拠点

へ移動しなくてはならない私達は、迷わず徒歩を選んだ。すると

後から女性二人組と男女のカップルがそれぞれ到着し、彼らも私

達同様、靴を脱ぎ、裸足で川を渡った。入山口まで7mile、ただひ

たすら歩いた。到着すると記帳があり、皆名前と入山時刻を記入

する。前日にここまで来た人が、洪水で山に入れなかったと記し

ていた。そこからさらに4mile、我々6人は安全のため一緒に登頂す

ることにした。カンザス州から来たその女性二人組はよく登山を

するらしく、コンパスを持っていた。もう一組のドイツ人夫婦は

奥さんがweb上の抽選に当選したと嬉しそうに話していた。山を超

えるとそこから先は広大な赤い岩山と緑の木々が広がる。当然道

はない。プリントと前登者が積み上げたケルンが頼りだ。素晴ら

しい景色の中、いろいろな話をしながら道なき道を歩く。まるで

宝探しのようだ。 
そして踏み出す足を砂が阻む最奥急勾配の岩壁を登ると、つい

に、辿り着いた先はTHE WAVE。赤、オレンジ、黄、白、見事に

それぞれの色が美しい流線を描いている。何万年もかけて創られ

た自然の造形美に触れた感動と達成感で本当に嬉しかった。偶然

の重なった忘れられない旅の一場面だ。 

駐妻のヒューストン日記 第88回   
 THE WAVE  
～自然が織り成す曲線美～ 

柴田 紀代里さん 
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2012 
■文化委員会 

 当委員会は、主に、毎年5月の『母の

日』に開催されるピクニックの企画・運営

を行っています。このピクニックには、毎

年700名前後の方々に参加いただき、

ヒューストン在住日本人の定例行事とし

て定着してします。今年度は、5月13日

（日）に例年どおりThe Gordon Ranchで

の開催を予定していますが、多くの方々

のご協力を頂きながら、皆さんの思い出

に残るイベントになるように、企画・運営

を心がけて参ります。                           

（土光辰夫・文化委員長） 

■教育委員会 

 当委員会は、運営委員会を通じヒュー

ストン日本語補習校の教育活動を支援

しています。運営委員会は中島校長先

生、高田職員及び9名のボランティア（総

領事館1名、日系企業駐在員8名）で構

成され、予決算管理、教職員採用、校

舎確保等に携わっています。今年4月の

新年度開始時には園児・生徒数が370

名に達する見通しですが、引き続き質の

高い教育の提供を目指し、校長先生・

教職員各位とよく連携しつつ学校運営

に取り組みます。                        

（前田光治・教育委員長） 

■図書委員会 

 当委員会の予算から年数回図書を購

入することにしており、11月に第1回目の

新刊書購入を行いました。現在定期購

買している各種週刊誌や月刊誌以外で

ご希望の雑誌などがあれば、係までお

知らせください。25,000冊以上の図書を

揃える三水会センター図書館では、図

書貸出のほか、ボランティア活動の場と

しても年間を通じてご利用いただいてい

ます。皆様方のご意見などもお待ちして

おります。 

（ライブロック祐子・図書委員長） 

■婦人部委員会 

 12月にヒューストン日本人会・補習校

の協賛をいただき、チャリティー映画上

映会を実施。集まった寄付金を東日本

大震災とトルコ大震災被災者への救済

義援金として寄付します。今年もミニコン

サートや講習会、浴衣トライオン、そして

恒例の古本市など各種行事を企画して

おります。多くの会員や配偶者の皆様に

ご参加・ご協力いただきたく、宜しくお願

い致します。  

（ライブロック祐子・婦人部委員長） 

 

年頭のご挨拶 

三浦 理寛さん 
(ニューヨーク駐在員事務所次席駐在員) 

ヒューストン日本商工会 会社紹介   

会社（親会社and/or当地現地法人）の業務内容等につ 

いて簡単にご説明お願いいたします。 

三浦：株式会社日本政策投資銀行（DBJ）は、政府

系金融機関であった日本開発銀行と北海道東北開

発金融公庫を前身とする金融機関です。一般的な

銀行とは異なりお客さまからの預金をお預かりし

ていないため、あまり馴染みの無い会社かもしれ

ませんが、戦後の復興から現代に至るまでそれぞ

れの時代のニーズに応じ、主に日本国内における

事業会社の設備投資にむけた資金調達やエネル

ギー・交通インフラ等のプロジェクト資金に対し

て、中長期のファイナンスを行ってまいりまし

た。また、今般の大震災などの際には、日本政府

からの指定を受け危機対応融資を行うことによ

り、災害からの復旧・復興も支援しております。 

 海外事業につきましては、2008年の民営化以

降、お客様の海外ビジネスのサポートを少しずつ

広げてきているところです。ニューヨーク事務所

は米州唯一の海外拠点として、米国・カナダ・中

南米諸国を担当し、各国の金融・産業・経済、経

済産業政策及び都市開発・インフラ開発プロジェ

クト等の動向をフォローしております。また、米

州地域に進出あるいは業務拡大を図る日本企業を

はじめとする皆様への情報提供活動をおこなって

おります。  

ヒューストン市やテキサス州の印象は？ 

三浦：初めてヒューストンを訪れたのは2011年の8

月と極めて最近です。強く照りつける太陽、青く

広い空、そして街を取り囲む多くの緑に南部の雄

大な自然を感じる一方で、ダウンタウンやガレリ

ア等のオフィスビル群、テキサス医療センターを

中心とした医療集積、そして沿岸部のコンビナー

ト群を見ると、多彩な魅力を持った街だという印

象を強く持ちました。また、ガルベストンを訪れ

た際には、多くの災害に見舞われたこの街から日

本が学べることが多いのではないかとも感じまし

た。  

ご関心事、ご趣味等をお聞かせ下さい。 

三浦：スポーツ観戦が好きなので、ミニッツ・メ

イド・パーク、トヨタセンター、リライアント・

スタジアムには是非足を運んでみたいと思いま

す。また、テキサスBBQや南部料理といったローカ

ル色を楽しめるレストランも探してみたいと思い

ます。 

ありがとうございました。 

②ヒューストン美術館（MFAH）ジャパン･ 

   ギャラリー開設記念講演会について 

（ライブロック祐子事務局長） 

ジャパン・ギャラリー開設を記念し、東京

国立博物館副館長の島谷氏による講演

会が開催される。後日、開催に関するお

知らせを会員へ連絡の予定。 

 開催日・場所：2012年2月19日（日） 

                 午後2時～ 於MFAH 

 講師：島谷弘幸氏  

      東京国立博物館副館長 

 講演内容：仏教美術と宮廷美及び 

 「書」のデモンストレーション（日本語で 

 の講演、英語の通訳つき）。 

 入場料：無料。但し、事前参加申込、 

 予約は不可。当日会場が満席（約300 

 名程度）になり次第、受付終了。 

 ※講演会後、島谷副館長を囲むレセ 

 プションが予定され、これも無料。 

③メニール美術館（Menil Collection） 

   Gala Eventについて 

（ライブロック祐子事務局長）   

来年3月に同美術館において日本の相

撲 をテーマにしたイベント計画の連絡

があった。イベントの目的、内容など詳

細については総領事館が調査内容をご

連絡くださることとなった。   

④JBA Houston Foundation, Inc. の 

    2011年度寄付について 

（竹田直樹幹事） 

前月理事委員会で報告をしたとおり、今

年度より補習校とInternational Educators 
to  Japan 担 当 団 体 を 除 く 6 つ の 団 体

（Spring Branch Education Foundation, 
Houston  ISD,  Katy  ISD,  Clear  Creek 
Education  Foundation,  MDAnderson 
Cancer Center,  Museum of  Fine Arts, 
Houston）に寄付依頼状を要請したとこ

ろ、SB Education Foundation とKaty ISD
以外の4つの団体から希望レターが届い

た。この4団体にはThe Foundationの予

算計上の金額を寄付することとする。ま

た、これに関しThe Foundationの役員が

サインをすべく同意書を、別途事務局で

用意する。 
 
９．事務局関連事項 

（ライブロック祐子事務局長） 

正個人会員入会申請2社（3名）の報告。

（詳細は「会員消息」欄参照） 

★よろしく！～新規入会です   
正個人会員入会登録 

＊Sumitomo Corp. of America   

    猿川 秀 

＊Toshiba International Corp.   

    平野恭男・原津昌之   

   

会員消息 〔敬称略〕 

      議事録 （2頁からの続き） 

☛１頁からの続き 
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Gulf    Stream 2 

日  時：平成23年12月21日（水）11：30～13：30  

場  所：住友商事社 会議室（10階） 

出席者：名誉会長、理事委員13名、正会員（理事委員代理）3名、事務局長  

欠席者：名誉会員1名、理事委員7名（うち、会長委任4名、代理人委任3名） 

司 会：竹田直樹幹事 

１．商工会会長連絡（上野真吾会長） 

2011年は東日本大震災の影響で行事日程の変更などを余儀なくさ

れたものの、無事予定通りに全てを終了することができた。今月に

入って、地元アメフトのTexansのプレーオフ進出やテキサス・レン

ジャーズによるダルビッシュ投手の独占交渉権獲得など、身近で少

し明るいニュースも耳にすることができたが、来年の商工会は更に右

肩上がりの活気あふれる一年となるよう各位のご協力をお願いした

い。  

２．総領事館連絡（山本条太総領事） 

山本総領事より、下記3点の連絡があった。 

①ヒューストン市長と会見について 

②ヒューストン市・千葉市姉妹都市40周年にあたっての日米交流に 

   ついて 

③Houston Technology Centerを足がかりにした姉妹都市関係の強 

   化について 

④テキサス州における大統領選予備選挙日程の延期について 

３．2012年Japan Festival進捗状況報告（阿部憲一副会長） 

11月からこれまで3回委員会が開かれ、2012年3月31日（土）・4月1

日（日）にHermann Parkにて開催されることが決定。商工会は例年

同様キッズ・アクティビティを担当することとなる。フェスティバル開催

予定日の前後に石油・プラスチック関連の会議などが各地で実施さ

れるため、日程的に厳しい面もあるが、会員企業にはボランティア拠

出と寄付について是非協力をお願いしたい。 

４.  「宇宙セミナー 2012」の年度計画について（再調整） 

  （山上武尊正会員：三宅正純特命理事代理） 

山上正会員より、前月理事委員会からの再調整の経緯（経費拠出の

考え方と予算取り等について再調整）と同セミナーの年度計画見直

し案（及び第1回実施内容案）について説明があった。再検討／調

整の結果、経費拠出／予算配分を行う活動は商工会会員に利益還

元されるものを原則とし、その限られた予算を会員のため最大限有

効に使う（予算を使わない範囲で、本会非会員の日本人関係者にも

参加の間口を広げていく）こととして、同セミナーの実施内容の見直

しを行い年度計画について再度提案。活動の位置付け、実施計画

内容、計上予算額とも問題はなく、商工会として提案された年度計

画に基づき本年度も引き続き同セミナーを開催していくことが了承さ

れた。 

【対象】商工会会員とその家族、並びに在ヒューストン日本人関係者

（補習校生徒／教師、日本人会等） 

【実施内容案】来年1月から9月にかけて6回開催。第１回目は今後の

宇宙開発利用を考える大人向け企画、第2回目以降には親子交流

や日米交流を図る水ロケット大会実施、未来の有人宇宙探査の講演

や宇宙飛行士試験を模擬したゲーム内容のプログラム、宇宙飛行士

による講演会などを計画中（それらの実施内容／スケジュールにつ

いて継続検討・調整中）。 

【必要経費】総額1,800ドルの予算計上（別途、参加者からSCH入場

料等の定額参加費用を徴収） 

【その他】2012年第1回宇宙セミナー「宇宙開発利用の未来について

～未来の宇宙開発利用のアイデアについて語り合いましょう！」（大

人向け企画：来年1月第3週、定員30～40名程度）を計画中。会員へ

の開催案内は、別途展開する予定。 

【再調整の経緯】前月の理事委員会で同セミナーに対する経費拠出の

考え方や予算取り等について再調整することとなり、再検討の結果、経

費拠出／予算配分を行う活動は参加の商工会会員に利益還元される

ものを原則として対象とし、本年度予算の2,000ドルを上限とし会員のた

め最大限有効に使うこととする。予算を使わない範囲では、本会非会員

の日本人にも参加の間口を広げる。 

【対象】商工会会員とその家族、日本人会会員とその家族、補習校生徒

と教師。 

【計画案】来年1月から9月にかけて6回開催とする。大人向け企画のほ

か、親子交流や日米交流を図る水ロケット大会実施、宇宙飛行士にな

るための模擬試験をもとにした内容のプログラム、宇宙飛行士による講

演会などを計画。 

【その他】古川宇宙飛行士帰還報告会、星出宇宙飛行士搭乗のソユー

ズ打上やHTV3の打上パブリックビューイングなどを計画。 

５．安全危機管理関連について（市来肇特命理事） 

緊急連絡網テストラン実施と安全情報のガルフストリーム掲載について 

今年は大きな自然災害の発生はなかったものの、車上荒らしなどの被害

があった。総領事館や他団体との連携で行う緊急連絡網によるテストラ

ン実施が来年5月頃に予定されているので、安全危機管理担当として、

今年も準備を進めていく。また、昨年度同様、総領事館の小山副領事と

検討のうえ、年明けとハリケーンシーズン前あたりにガルフストリームに安

全情報を掲載し、会員や家族への注意喚起を引き続いて行っていく。 

６．委員会・部会関連事項 

①企画調査委員会（木村誠企画調査委員長） 

  1月度定例講演会 

来年秋に米国大統領選を控え、財政と雇用問題で揺れるアメリカ社会

において、日系企業にも影響を及ぼすと考えられるヘルスケア改革や

エネルギー政策など大統領選の争点や政策比較を行い、その影響を

探る。 

 日時：2012年1月18日（水）午後1時15分（常任委員会終了後） 

 テーマ：2012年米国大統領選の争点と日系企業活動への影響 

 場所：Four Seasons Hotel (1300 Lamar Street) 

②スポーツ委員会（吉松雅敏正会員：水澤伸治スポーツ委員長代理） 

 第541回テキサス会ゴルフ「商工会会長杯」開催報告 

11月20日（日）に開催された同テキサス会「商工会会長杯」に、50名の

参加をいただき、エネルギー部会の担当により無事終了。今後、日程

はあくまで予定ではあるが、来年4月頃に第542回「総領事杯」（鉄鋼部

会担当）、9月頃に第543回「United杯」（物資・化学品部会担当）、来年

度になる11月頃に第544回「商工会会長杯」（機械・電子部会担当）を

検討中。また、商工会ソフトボール大会予選を来年4月8日（日）（雨天

順延5月6日）にHouston Sportsplexで実施する方向。 

③婦人部委員会（ライブロック祐子事務局長） 

 ドキュメンタリー映画上映会開催と今後の活動予定について 

12月10日（土）に、日本人会と補習校の協賛協力をいただきチャリ

ティー映画上映会を実施。その際に集まった800ドルを東日本大震災

被災者とトルコ大地震被災者救済の義援金として寄付の予定。今後は

古本市やミニコンサート、講習会などの実施に向け活動を開始したい。 
 

7. 事務局関連事項 

①貿易・投資円滑化ビジネス協議会によるアンケート調査協力について

（ライブロック祐子事務局長） 

日本商工会議所より「貿易・投資円滑化ビジネス協議会」によるアンケー

ト調査.の依頼があった。この調査は、世界各地で日本企業が直面する

貿易・投資などの問題点を明らかにするもので、非常に重要な調査であ

るため、是非各会員企業の協力をお願いしたい。詳細については後ほ

ど事務局より常任委員と関係者に連絡する。 

平成平成平成23(2011)23(2011)23(2011)年年年121212月度 月度 月度    商工会理事委員会 議事録商工会理事委員会 議事録商工会理事委員会 議事録   
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ヒューストンから最短で行くことの出来るグランド・サークル内の国立公園

をご存知だろうか。それは、グランド・キャニオンではなくアーチーズ国立公

園である。今回は、アクセスが比較的難しいと思われがちなアーチーズ国

立公園を中心としたグランド・サークル東北部をご紹介したい。 
グランド・サークルの定義は、ユタ州とアリゾナ州の境にあるレイク・パウ

エルを中心に半径230km の円を描いた時に含まれるエリアのことで、その

円内に10の国立公園、30を超える国定公園・国立モニュメント・州立公園が

ある。その中でもグランド・キャニオン、セドナ、モニュメント・バレーなどを擁

する南部が人気だ。かたや、ラスベガスやフェニックスからだと車で７－８時

間はかかるグランド・サークル北東部に足をふみいれる人は少ないようだ。

しかし、ヒューストンからグランド・サークル東の玄関口であるコロラド州の西

部グランド・ジャンクションまで直行便で２時間強、そこから車でわずか２時

間足らずでアーチーズ国立公園に到着する。また、近隣にはグランド・キャ

ニオンに勝るとも劣らない悠久の風景を誇るキャニオンランズ国立公園、 コ

ロラド川の雄大な景色と伝説の残るデッド・ホース・ポイント州立公園、オフ

ロード・ドライブやロック・クライミングなどワイルドなアウトドア・スポーツで有

名なモアブ市などがある。 
 アーチーズ国立公園はその名

の通り、砂岩でできたダイナミッ

クなアーチの数々が見所。堆

積・侵食・隆起など自然のさまざ

まな力を受けながら何百万年の

間に形成された園内のアーチ

の数はなんと2000以上。すべて

を見ることはできないが、アメリ

カの国立公園にしては比較的

小規模でトレイルも短いものが

多いので、ポイントとなる場所

は、丸１日あれば十分みてまわ

ることが可能だ。ビジター・セン

ターを過ぎて、最初に観光客を

迎えてくれるのはのは、パーク

アベニューと呼ばれる自然が造

りだした摩天楼。グランド・サー

クル南部と同じ赤土の大地をド

ライブすると、ほどなく現れるの

がバランス・ロック。写真でみる

以上に逞しく、あと何千年かは落ちて来ることはなさそうだ。バランス・ロック

から東に進むとウインドウズ・セクションがある。ノース・ウインドウ、サウス・ウ

インドウという二つの窓がぽっかりと開いていて、少し離れて見るとメガネの

ように見える。その近くのダブル・アーチは遠くから見るとさほど大きくない

が、下から見上げるとユタ州の青空と相まってとても美しい。最高地点まで

上ると反対側が崖になっているので要注意だ。このダブル・アーチ周辺で

映画「インディ・ジョーンズ最後の聖戦」のオープニング・シーンが撮影さ

れ、アーチーズの名が世に知れ渡ったそうだ。 
そしていよいよ、ユタ州の車のプレートにも描かれている最も有名なデリ

ケート・アーチへ。このアーチは、片道１キロ弱で行ける南側の展望ポイント

から見ることも出来るが、トレイルでアーチの間近に行って、すぐそばで見る

ことをお勧めする。片道約2.4キロの傾斜のある岩山のトレイルは、最初がか

なりしんどい。途中、とても狭い山肌を歩く箇所もあり、給水所やトイレもない

ので、服装や靴、持ち物や飲み物の準備にも十分注意したい。トレイルを

登りきると、高さ16メートルの端正なアーチが、忽然と姿を現す。その姿を見

ていると、このアーチができるまで、何万回の雨が降り、何億回の風が吹き、

この形を造り出したのかと思うと、自然と言う芸術家にはどんな芸術家もかな

わないと思ってしまう。 

園内の最も北に位置するデビルズガーデンというエリアにも足を運び

たい。ランドスケープ・アーチと呼ばれる園内で最も細長い約92メートル

の橋のようなアーチを始め、ここにも多くの著名なアーチ群がある。グラン

ド・サークル南部との違いは、景色のどこかに必ず雪山が目に入ってくる

こと。山頂に雪を湛えるラ

サール山脈が、赤土の大

地に神秘的な彩りを添えて

いるため、グランド・サーク

ル南部とは一味も二味も違

う印象を残しているのかもし

れない。 
キャニオンランズ国立公

園は、時間の関係からグラ

ンド・サークル旅行からあえ

てはずす人が多いが、非常

に豪快な自然が堪能できる

地である。ここでは、グラン

ド・キャニオンに勝るとも劣

らない絶景と、他の公園で

はなかなか体験できないオ

フロード・ドライブの両方を

楽しむことができる。この公

園は「アイランド・イン・ザ・ス

カイ（空中の島）」、「ニード

ルズ（針）」、「メイズ（迷路）」

の３つのエリアに分かれていて、いずれ

にも未舗装道路が何十マイルもある。最

もアクセスしやすいのは「アイランド・イ

ン・ザ・スカイ」と呼ばれる北側。コロラド

川がひらがなの「ひ」のように蛇行しなが

らゆったりと流れる秘境「グース・ネック

（ガチョウの首）」を眼下に臨むデッド・

ホース・ポイント州立公園も近い。息を呑

むような絶景を鑑賞した後に、何とその

絶景の奥底に自分自身が、徒歩やロバ

に乗ってではなく、車で入り込めることが

この公園の最大の特徴だ。「アイランド・

イン・ザ・スカイ」のビジター・センター近

くから「グース・ネック」を目指すと、「４Ｗ

Ｄ ＯＮＬＹ」のサインが。山肌を削って

作られた道路は、かなりの神経を使って

運転しないと、谷底に落ち

てしまいかねないほどで、

約５マイルほどのくねくね道

を、免許の卒業検定の時以

来の集中力で運転。この道

は一方通行ではないため、

反対から車が来る可能性も

あり、色々な意味で本当に

本 当 に 本当 に 怖 い。し か

し、間近で見る雄大な自然

は、人間の存在がいかに

ちっぽけかを気づかされるほどで、世にも恐ろしいドライブの価値は十分

にある。「ニードルズ」や「メイズ」にも、いくつものオフロードのルートがある

が、「アイランド・イン・ザ・スカイ」から道がつながっていないため、いった

ん公園の外にでて、かなりの距離を運転しないと行き着けない。そのため

事前にしっかりと予定を立てておきたい。 
春夏秋冬を問わず、大自然をバックにした朝日が、アーチの向こうに

見える青空が、大地の色と重なる夕焼けが、そして真っ暗闇に灯る無数

の星が楽しめるグランド・サークル北東部。３～４日の短めの連休があれ

ば再び訪れたい場所ナンバーワンである。 

11 
石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 

自然の奥深さを知るグランド・サークル北東部への旅  
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１２...Houston Walker・編集後記 

編  集  後  記 
 2012年は当市と千葉市との姉妹都市

提携40周年、宇宙から戻った医師は

すっかり無重力仕様になった自らの身

体が再び重力に適応してゆく過程を興

味深く見ている。その過程を読んでみ

たいもの。 

 ガルベストンは災害に見舞われた街

で学べることが多いと。東日本大震災

への適用を考慮されてはと思う。 

 訪れてみたい 「the wave」 。赤、オレ

ンジ、黄、白、の織りなす縞が太古への

夢を誘う。 

 緊張性頭痛にはマッサージ、入浴は

効果的、でも片頭痛には逆に悪くする

そうだ。その時は医師に相談。 

 2010年は米国のメキシコ湾油井暴

墳・油流出が、2011年は東日本大震災

が記憶に新しい。 

 2012年は干支では「みずのえたつ

（壬辰）」。恵方は北北西とのこと。幸多

き年にと祈りつつ。 

 本年も本誌を宜しくお願いします。   

(中水 勝） 
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Gulf Stream Japan Business Association of Houston 
12651 Briar Forest Drive, Suite 105, Houston TX 77077    Tel (281) 493-1512  Fax (281) 531-6730 

■AHL/Houston Aeros @ Toyota Center 
www.aeros.com 
Jan.20(Fri) 7:35pm        San Antonio 
Jan.22(Sun) 5:05pm       San Antonio 
Feb.2(Thu) 7:05pm Texas 
Feb.4(Sat) 7:35pm Lake Erie 
Feb.5(Sat) 12:05pm Milwaukee 

■Jan 28: Asian Festival @ Institute of 
Texan Cultures at UTSA (801 S. Bowie at 
HemisFair Plaza San Antonio, TX) 210-459-
2269 入場料(前売り)Adults (13 and older), 
$8; Children (3-12), $4;Children (2 and 
younger), FREE; Seniors (65 and older) and 
military with ID, $4。前売りチケットは1月よ

り受付開始。www.texancultures.utsa.edu/
events/asian.html 
■Jan 25~29: Houston Air Show @ Reli-
ant Center (One Reliant Park Houston, TX 
77054).  You can get coupons from its web-
site. See more information from http://
www.houstonautoshow.com/ 
■Feb 4~5: The Chinese Lunar New Year 
Festival ＠Viet Hoa Center @ Beltway 
Plaza (8300 W. Sam Houston Pkwy S) Free 
admission!!  http://
lunarnewyearhouston.com/ 

■Alley Theatre (615 Texas) 713-220-5700 
www.alleytheatre.org  
The Toxic Avenger (Jan. 13~Feb. 12) 
■ The Grand 1894 Opera House (2020 
Postoffice St., Galveston) 800-821-1894 
www.thegrand.com  
Fiddler on the Roof (Jan. 15) 
Monty Python’s Spamalot (Jan. 21) 
■ Hobby Center Sarofim Hall (800 Bagby)  
713-558-8887 www.tuts.com  
Bring It On: The Musical (Jan 24.~Feb. 5)  
■ Stages Repertory Theatre (3201 Allen 
Pkwy) 713-527-0123 www.stagestheatre.com  
Late Nite Catechism (Jan. 25~Mar. 4) 
Mistakes Were Made (Jan. 25~Feb. 19) 
■ Opera in the Heights at Lambert Hall 
(1703 Heights) 713-861-5303 
www.operaintheheights.org  
Anna Bolena (Jan. 26~Feb. 5) 

■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 
Dutch and Flemish Masterworks  ~Feb 12   
The Spirit of Modernism  ~Feb 20 
Highlights of the Peter Blum Edition Archive  
~Feb 20  
Eye on Third Ward 2012: Jack Yates High 
School Photography Feb 5 ~May 26  
@Caroline Weiss Law Building    
*Tutankhamun: The Golden King and the 
Great Pharaohs  ~Apr 15 
*Snail Mail from Feb 1~May 6 
*Revelation: Major Paintings by Jules Olitski  
Feb 12 ~May 6 
■Contemporary Arts Museum Houston 
(5216 Montrose Blvd 713-284-8250 
www.camh.org 入場無料) 
Perspectives177: McArthur Binion - April 1 
■Houston Museum of Natural Science 
(One Hermann Circle Drive 713-639-4629 
www.hmns.org) 
Discovering The Civil War -Apr 29  
Minerals Transformed Through Vision &Skill 
through Spring 2012 
■The Menil Collection 
(1515 Sul Ross 713-525-9400 http://
www.menil.org 入場無料 Open: Wed~Sun 
11:00am-7:00pm) 
Imprinting the Divine: Byzantine & Russian 
Icons from The Menil Collection ~Mar 18  
 

■NBA/Houston Rockets @ Toyota Center 
www.nba.com/rockets 
Jan.17(Tue) 7:00pm        Detroit 
Jan.19(Thu) 7:00pm        New Orleans 
Jan.21(Sat) 7:00pm          San Antonio 
Jan.25(Wed) 7:00pm       Milwaukee 
Jan.27(Fri) 7:00pm          Washington 
Jan.28(Sat) 7:00pm         New York 
Jan.30(Mon) 7:00pm       Minnesota 
Feb.3(Fri) 7:00pm             Phoenix 
Feb.15(Wed) 7:00pm      Oklahoma City 

        アート  

(Metal, Rock & Pop) 
■ House of Blues Houston 888-402-5837 
Jan.17, 8pm: Old 97’s 
Jan.19, 7:30pm: Janis Joplin Birthday Celebra-
tion featuring Kozmic Pearl - The Ultimate 
Tribute to Janis Joplin 
Jan.20, 8pm: Bill Burr 
Jan.20, 9:30pm: Skyroket! 
Jan.21, 9pm: Led Zeppelin 2 - A Tribute to 
Led Zeppelin - Part of the Scion Concert Se-
ries 
Jan.24, 9pm: The Kills 
Jan.25, 7:15pm: August Burns Red 
Jan.26, 8pm: MUTEMATH – The Odd Soul 
Tour 
Jan.28, 8pm: Badfish - A Tribute to Sublime - 
Part of the Scion Concert Series 
Jan.29, 11am & 1:30pm: House of Blues Gos-
pel Brunch 
Jan.30, 9pm: Dirty Guv’nahs 
Feb. 1, 8pm: Mat Kearney 
Feb. 2, 8pm: G. Love & Special Sauce 
Feb. 3, 8pm: The Adicts 
Feb. 5, 6:40pm: Allstar Weekend 
Feb.7, 8pm: Matt Nathanson 
Feb. 9, 8:30pm: Rebelution Peace of Mind 
Tour w/special guests The Green and Pep 
Love 
Feb. 10, 7pm: The Dial-Up Tour with Live 
Lava Live, Meekakitty, Nanalew & Friends 
Feb. 10, 8pm: Martin Sexton 
Feb. 11, 6:30pm: Machine Head 
Feb. 12, 11am & 1:30pm: House of Blues Gos-
pel Brunch 
Feb. 15, 8pm: For True Tour – Trombone 
Shorty & Orleans Ave 
Feb. 17, 8pm: Andy Grammer Presented by 
Mentos  
Feb. 21, 8pm: Cowboy Mouth 
Feb. 25, 8pm: Excision 
Feb. 28, 7pm: Dropkick Murphys 
Feb. 29, 7pm: Iced Earth & Symphony X 
■ Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Jan.20, 8pm: Tedeschi Trucks Band 
(Soul, R&B & Jazz) 
■ Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Feb.11, 8pm: Tyrese 
(Classic) 
■ Shepherd School of Music, Rice Univer-
sity 713-348-5400 
Jan. 17, 8pm: New York Woodwind Quintet 
Feb. 20, 8pm: Faure Quartett 
■ Jones Hall 713-224-7575 
Jan.15, 2:30pm: RachFest2 – Rach 1& 4 
Jan.19 & 21, 8pm: RachFest3 – Rach 2 
Jan.22, 2:30pm: RachFest3 – Rach 2 
Jan.27-28, 8pm: Best of Spielberg ＆ Williams 
Jan.29, 7:30pm: Best of Spielberg ＆Williams 
Feb.10 & 11, 8pm: Dvorak & Polovtsian 
Dances 
Feb.12, 2:30pm: Dvorak & Polovtsian Dances 
Feb.17 & 18, 7:30pm: Orbit – an HD Odyssey 
Feb.23 & 25, 8pm: Beethoven’s Fifth 
Feb.26, 2:30pm: Beethoven’s Fifth 
(Dance) 
■ Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Feb. 2, 9pm: Steve Aoki 

         シアター   
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2012 年頭のご挨拶 

 新年明けましておめでとうございます。 

 今年も商工会会員の皆様にとりまして幸多

き年となることをお祈り申し上げます。2012年

も皆様と共に商工会活動に積極的に取り組

んでゆく所存ですので、どうぞ宜しくお願い

致します。 

 さて2011年は世界中で数々の大きな出来

事がありました。日本での東日本大震災、原

発事故と放射能汚染問題、トルコ大地震やタ

イの大洪水、北アフリカ・中東での民主化運

動によるエジプト・リビア騒乱、欧州金融危機

などなど歴史的な出来事が続きましたし、そ

れらは昨年中に終結したわけではなく、むし

ろほとんどすべてが2012年にずれ込んでい

きますので、今年も昨年起きた出来事の動

向、影響がニュースの中心となっていくものと

思われます。 

 米国では、昨年失業率がほぼ9%台で高止

まりしたことからも分かる通り、不況から完全

には脱することができておらず、経済格差の

広がりがウォール街占拠事件にまで発展しま

した。そして今年は、大統領選を控えて民

主・共和両党の確執激化による追加景気対

策の不成立と欧州財政危機の米国経済への

影響が懸念されるところです。そうした中、好

調な石油関連産業が中心のヒューストンと同

近隣地区の経済は昨年比較的好況に推移

しました。リーマンショックからの回復が最も

早かった地域と言えるでしょうし、今後の更な

る成長に大いに期待が持てると感じていま

す。 

 さて、ヒューストン日本商工会は、昨年10

月、新たに着任された山本総領事を名誉会

長としてお迎えし、同じく10月に新役員・理

ヒューストン日本商工会会長 
上野真吾 

 

 平成24年は、ヒューストン市と千葉市と

の姉妹都市提携40周年に当たります。旧

年中に、パーカー・ヒューストン市長とお

話しする機会を得ました。これからの姉妹

都市関係は、教育、医療その他ビジネス

上の相互利益を更に意識する必要あり・・

というのがパーカー市長の持論です。千

葉市との関係に大きな期待を持っていま

しょうし、それは、千葉市に限らず日本全

体との関係についても言えることでありま

しょう。 
 
 旧年中の東日本大震災に際し当地各

方面からの支援を募るに当たり、商工会

始め日系各団体には、大変なご尽力を

賜り、ありがとうございました。本年は、震

災被害を乗りこえ着実に正常化しつつあ

る日本と日本人の姿を、世界中に示して

いく年となります。当地ヒューストンでも折

良く、格好の行事が連綿と実施の運びと

なります。商工会の皆さまには、日本の底

力を当地各方面に改めて見せていくこと

につき～それこそが最大の感謝の表し方

かと存じます～、引き続きましてのお力添

えを、どうかよろしくお願いいたします。 
 
 本年が皆さまにとりご安全で良き年とな

りますようお祈り申し上げ、ご挨拶といたし

ます。 

 

平成24年正月吉日 

ヒューストン日本国総領事 

山本条太 

 謹んで新年を慶祝し、皆さまのご無事と 

ご安全をお慶び申し上げます。 

（山本総領事とパーカー市長） 

事・委員長・部会長が就任し、まさに新体制

でスタートしたところであります。今年度も商

工会運営において皆様のご協力を得て、活

気溢れるヒューストンらしい商工会にしたいと

思っています。 

 ここで商工会の各常設委員会の活動をご

紹介致します。  

 

■広報委員会 

 商工会会誌「ガルフストリーム」編集部員17

名で第37巻1号（2011年10月）号～4（2012年

1月）号の編集委員会を開催し、発行。1号で

は平成22年度最後の行事となった「ピクニッ

ク・ソフトボール準決勝&決勝戦」と10月1日よ

り「平成23（2011-2012）年新年度開始」、2号

では「常任委員会・総会と新総領事歓迎」、3

号では「テキサス州六者交流会」を紹介。皆

様の活動と当地の生活に関連する情報を発

信するべく、編集委員一同は情報収集に触

角を研ぎ澄ましています。          

 （中水勝・広報委員長） 

■企画調査委員会 

 当委員会では、2012年米国最大のイベント

である大統領選挙を新年の講演会のテーマ

としてとりあげ、「米国大統領選の争点と在米

日系企業への影響」と題して新年1月に講演

会を開催しました。また、3月にはテキサス州

日本語スピーチコンテストに審査委員を派遣

します。講演会のテーマや毎年実施している

米系企業・団体視察会については、ご要望

のテーマ、視察先があればお聞かせくださ

い。 

（木村誠・企画調査委員長） 

■スポーツ委員会 

 当委員会はテキサス会ゴルフコンペ及びソ

フトボール大会の企画・運営を担当いたしま

す。2012年も例年同様、テキサス会は年3回

の開催で調整中、ソフトボール大会は予選が

4月8日（日）（於：Houston Sportsplex、雨天

予備日5月6日）、決勝は5月13日（日）（於：

Gordon Ranch、ピクニックと同時開催）の予

定です。奮ってご参加下さい。 

 （水澤伸治・スポーツ委員長） 
 

☛３頁に続く 


