
編  集  後  記 
 東日本大震災から一年、追悼行事が各

国でそしてヒューストンでも行われました。

あらためて被害に遭われた方にお見舞い

申しあげます。そして支援の手を差し述

べて戴いた各国の方々に感謝致します。 
 
 さて、今年の宇宙セミナーが始まりまし

たが、日本には超小型衛星を作って打ち

上げている大学の先生がいます。その先

生によると超小型衛星作りは弁当作りと

同じなのだそうです。弁当は決まったサイ

ズに栄養、外見、そして細かな気遣いを

詰め込むのに心を配りますが、超小型衛

星の開発も同様の工夫が必要で、そうい

うことを考えるのが大好きな日本人の国民

性にぴったりだということです。 
 
 内視鏡が「Japan as number one」なの

も、それだからなのでしょうか。 

 少なくとも、お弁当コンテストの皆さんは

日本人好みを会得されているようです。 
 

市川 真 

Gulf    Stream 12 

◙Alley Theatre (615 Texas) 713-220-5700 
www.alleytheatre.org  
The Seafarer ~April 29 
◙Express Theatre (9600 Hempstead) 
 713-682-5044 www.expresstheatre.com  
Goldilocks ~May 12, Saturdays 
◙Hobby Center—Zilkha Hall (800 Bagby)  
713-315-2525 www.thehobbycenter.org  
Menopause The Musical ~April 29 
◙Hobby Center—Sarofim Hall (800 Bagby)  
713-558-9998 www.tuts.com  
La Cage Aux Folles ~May 6 
◙Wortham Theater Center (501 Texas)  
713-228-6737 www.houstongrandopera.org  
Don Carlos ~April 28 
Mary Stuart ~May 4 
◙Lambert Hall (1703 Heights)  
713-838-7191 www.upstagetheatre.org  
Cinderella ~May 6 

◙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  
*New Formations: Czech Avant Garde Art and 
Modern Glass -May11  
*Eye on Third Ward 2012: Jack Yates High 
School Photography - May 26  
*Shifting Paradigms in Contemporary Ceramics Jun3  
*Utopia/Dystopia: Construction and Destruction 
in Photography and Collage -Jun10  
*Elegance and Refinement: The Still-Life Painting 
of Willem van Aelst -May28  
*Drawings by Rembrandt from April 15-July 8  
*Modern and Contemporary masterworks from 
Malba-Fundacion Costantini from April 22-Aug 5  
@Caroline Weiss Law Building    
*Revelation: Major Paintings by J.Olitski  - May 6  
*Egyptomania  -Jul 29  
◙Contemporary Arts Museum Houston 
5216 Montrose Blvd 713-284-8250 
www.camh.org 入場無料  
*Perspectives178: Cineplex from April 12  
◙Houston Museum of Natural Science 
One Hermann Circle Drive 713-639-4629 
www.hmns.org 
*Discovering The Civil War -Apr.29  
*Titanic. The Artifact Exhibition from April 15  
*Terra Cotta Warriors from March 30  
*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  
*Richard Serra Drawing A Retrospective -June 10  
*This World Is Not My Home: Danny Lyon Pho-
tographs from Mar.30 - July 29  

◙NBA/Houston Rockets @ Toyota Center 
www.nba.com/rockets 
Apr.21(Sat) 7:00pm Golden State 
Apr.26(Thu) 7:00pm New Orleans 
◙MLB/Houston Astros @ Minute Made Park 
http://houston.astros.mlb.com 
Apr.20(Fri) 7:05pm Los Angeles Dodgers 
Apr.21(Sat) 6:05pm Los Angeles Dodgers 

美術館・博物館美術館・博物館  

(Metal, Rock & Pop) 
◙Cynthia Woods Mitchell Pavilion  
713-629-3700 
Apr. 21, 12pm: Buzzfest 28 
Apr. 25, 7:30pm: The Black Keys 
May 12, 6:40pm: STYX & Reo Speedwagon 
◙Toyota Center 713-758-7200 
May 1, 8pm: Roger Waters – The Wall Live 
May 25, 8pm: Rammstein 
◙House of Blues Houston 888-402-5837 
Apr.21, 5:15pm: Metal Alliance  
Apr.24, 8pm: Belanova 
Apr.26, 9pm: North Mississippi Allstars 
Apr.27, 6:30pm: Escape The Fate and A.Attack! 
Apr.28, 9pm: The Fab Four - Ultimate Tribute 
Apr.29, 7pm: Meshuggah - Ophidian Trek 2012 
Apr.30, 8pm: The Fray 
May 1, 8:30pm: Rusted Root 
May 2, 8pm: Esperanza Spalding Radio Music  
May 3, 8 pm: Inqrid Michaelson 
May 4, 8pm: Social Distortion 
May 12, 9pm: Devin the Dude 
May 13, 8pm: Marilyn Manson+Pretty Reckless 
May 17, 8pm: M83 
May 18, 8pm: Stryper 
May 19, 7:30pm: Allen Stone 
May 23, 7:30pm: Theory of a Deadman  
◙Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Apr. 27, 9pm: Nero 
Apr.30, 8pm: Creed Performing ‘My Own Prison’ 
May 1, 8pm: Creed Performing ‘Human Clay” 
May 2, 8pm: MSN Presents Florence + The Ma-
chine with special guest Blood Orange 
May.18, 8pm: Snow Patrol 
May.18, 7:30pm: Chickenfoot 
(Soul, R&B & Jazz) 
◙Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
May 13, 8:30pm: DC 7UP Presents I.Brothers  
(Classic) 
◙Miller Outdoor Theatre 281-373-3386  
Apr. 22, 7:30 pm: USCoast Guard Concert Band 
◙Shepherd School of Music, Rice University  
713-348-5400 
Apr.24, 8pm: Emerson String Quartet 
◙Jones Hall 713-224-7575 
Apr. 27&28, 8pm: Great American Songbook 
Apr. 28, 10am & 11:30am: Music of Baseball 
Apr. 29, 7:30pm: Great American Songbook 
May 3-4, 8pm: Two Faces of Shostakovich 
May 11-12, 8pm: Totally Mozart 
May 13, 2:30pm: Totally Mozart 
May 17 & 19, 8pm: Carmina Burana 
May 18, 7pm: Carmina Burana 
May 20, 2:30pm: Carmina Burana 
◙Cynthia Woods Mitchell Pavilion  
713-629-3700 
Apr. 25, 7:30pm: The Art of Baseball 
(Latin) 
◙Jones Hall 713-224-7575 
May 25-26, 8pm: Tiempo Libre! 
May 27, 7:30pm: Tiempo Libre! 
◙Cynthia Woods Mitchell Pavilion  
713-629-3700 
May 24, 8pm: Hot Night in Havana 
(Country and Folk) 
◙Verizon Wireless Theater 713-230-1600  
May 24, 8pm: K.D. Lang 
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Apr.22(Sun) 1:05pm Los Angeles Dodgers 
Apr.30(Mon) 7:05pm New York Mets 
May.1(Tue) 7:05pm New York Mets 
May.2(Wed) 1:05pm New York Mets 
May.4(Fri) 7:05pm  St Louis Cardinals 
May.5(Sat) 6:05pm  St Louis Cardinals 
May.6(Sun) 1:05pm St Louis Cardinals 
May.7(Mon) 7:05pm Miami Marlins 
May.8(Tue) 7:05pm Miami Marlins 
May.9(Wed) 7:05pm Miami Marlins  

◙5th Cinco de Mayo Festival May 8  
@Traders  Village.  Free  Admission and $3 for 
parking. Come enjoy community service exhibits, 
games and activities for the kids, fresh fajitas and 
turkey  legs,  margaritas.http://tradersvillage.com/
houston/events/6th-annual-cinco-de-mayo 
◙Art Car Parade May 12  
@ 2402 Munger Street Houston, Tx7023 (713-926
-6368) Houston’s car-crazy culture and fiercely in-
dependent spirit collide in an explosion of creativ-
ity and color. Art Car Parade is the day Houston 
shows its wild side to the world!  
http://www.orangeshow.org/ 
◙16th Festival of Greece May 17-20.  
1100 Eldridge Pkwy, Houston, TX 77077 Admis-
sion is $3 and kids 12 and under free. Free admis-
sion on Thursday.www.festivalofgreece.com 
◙Pasadena Strawberry Festival May 18-20 
＠ Pasadena Fairgrounds. Annual Pasadena Straw-
berry Festival. Three big days of excitement and 
family fun. http://www.strawberryfest.org/ 

その他のイベント 

東日本大震災一周年レセプション 

ウォルシュ前太平洋艦隊司令官の挨拶 
Remarks by Admiral Patrick M. Walsh 

ウォルシュ前司令官への記念の楯贈呈 
Presentation of a plaque to Admiral Walsh 
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来賓の上野商工会会長 

黙祷の様子 
Guests observing a minute of silence 

被災県産日本酒及び甲州産白ワインの試飲 
Sake from disaster affected areas and Japa-
nese white wine 

参加者に配布されたリストバンド  Wristband distributed to all guests 

 3月21日、東日本大震災一周年レセプションを総領事公邸で開催し、パトリック・

M・ウォルシュ前太平洋艦隊司令官始め、テキサス・オクラホマ両州からの多数の

参加者をお迎えしました。上野真吾会長始めヒューストン日本商工会、日米協会、

日本人会、日系人連盟からも多数の出席をいただき、ありがとうございました。 
 
 山本総領事から震災一年後の現状を説明し、多大な被災者支援に感謝する挨

拶を行った後、ウォルシュ前司令官が、「トモダチ作戦」の指揮に当たった実体験

に即して、基調演説を行いました。ウォルシュ前司令官は、「偉大な考えは苦しみ

から生まれるという言葉があるが、トモダチ作戦は、予期せぬ事態にあっても何が

可能であるのかを証明した。米軍の支援は日本人の心に永久に刻まれようとの日

本側要人の言葉があったが、日本人の感謝の気持ちこそ我ら米軍人の心に永久

に刻まれよう」と述べました。 
 
 また、この機会に各界からのメッセージも寄せられました。リック・ペリー・テキサス

州知事は「テキサスは日本国民を支援し続ける」とし、デービッド・デュハースト副

知事は「犠牲者を決して忘れない」としました。また、メアリー・ファーリン・オクラホ

マ州知事は当日3月21日を「オクラホマ州と日本との友好連帯の日（makoto-no-
tomodachi day）」と宣言し、テッド・ポー連邦下院議員は「東日本大震災一周年を

追憶する日」と宣言しました。 
 
 参加者全員で黙祷を行った後、総領事からウォルシュ前司令官に、記念の楯を

贈呈しました。楯には、「With deep gratitude to Admiral & Mrs. Patrick M. Walsh, 
Japan is blossoming again」と記され、米国での桜植樹百周年を祝うロゴが並んで

います。 
 
 会場では、「友、絆、感謝」と記したリストバンドを全員で着用し、犠牲者を悼み復

興を祈る気持ちを一つにしました。また、甲州産ワイン三銘柄と、東北産日本酒四

銘柄の展示提供を行いました。日本酒は、「蒼天伝（宮城）」「南部美人（岩手）」

「一ノ蔵（宮城）」「真実（福島）」の四つです。 
 

（在ヒューストン日本国総領事館） 

 

 

 

劇・エンターテインメント 

スポーツスポーツスポーツ   



Gulf    Stream 11 Gulf    Stream 2 

日  時：平成24年3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、名誉会員、理事委員12名、正会員3名（理事委員代理 

      2名）、事務局長  
欠席者：理事委員8名（会長委任6名、代理人委任2名） 
司 会：竹田直樹幹事 
 
１. 商工会会長連絡（上野真吾会長） 

東日本大震災一周年を迎えるが、復興の遅れから改めて被害の甚大さ 

を実感する。商工会として、今後も復興支援の機会があれば積極的に 

参加していきたい。2月中旬にヒューストン美術館のJapan Galleryがオー 

プンした。商工会は会員企業のご協力とともに、 J B A H o u s t o n  
Foundation, Inc.から開設資金等の寄付を行い、Japan Gallery開設に貢 

献できた。現在、会員の入れ替わりの多い時期となり、理事委員会でも 

新しいメンバーを迎えるが、引き続き体制の維持と活動の支援への思い 

を高めるべく、会員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点の報告があった。 
①東日本大震災関連や美術・文化活動等への商工会からの支援に感 

謝申し上げたい。  
②本21日の東日本大震災一周年レセプション開催について  
③リック･ペリーテキサス州知事との面談（3月8日）について 

ペリー州知事は、活発な日本企業の活動に感謝し、雇用の確保・拡大 

はありがたいと述べた。また、ビジネス機会増大のため州としても必要 

な対応をとっていくと述べた。 
 
３. 2012年Japan Festival関連報告（阿部憲一副会長・五十嵐剛正会員） 

＊ボランティア・寄付協力依頼、その他進捗状況について 
3月21日現在、商工会会員22社から120名以上のボランティアが集まっ 

た。また、12社から $16,500 の寄付がよせられている（昨年度寄付実績9 
社、$19,000）。昨年度並みの寄付金を募るため、更なるご協力をお願い 

したい。また、来年度以降も安定した財政でフェスティバル開催を可能 

にするため、引き続き会員各位のご理解・ご支援をいただきたい。 
 
４. 常任委員会会場について（竹田直樹幹事） 

1月度常任委員会での報告のとおり、これまで常任委員会開催会場の 

Four Seasons Hotelの値上げに伴い、立地条件やステータス、長期的利 

用の面を考慮し、会場候補地4ヶ所を検討。各候補地が示す値段を基 

に想定参加人数を35名と40名で試算した結果、上記ホテルと各候補地 

の経費の差が1回につき約$240 から$670となった。今後施設の見学も 

検討の上、6月の理事委員会で8月度常任委員会からの開催場所を  

終的に選定する。よって、4月度の常任委員会はこれまでどおりFour  
Seasons Hotelで開催する。 

 
５. 宇宙セミナー2012について 

（山上武尊正会員：三宅正純特命理事代理） 
山上正会員より第2回宇宙セミナー実施報告と今後の宇宙セミナー開 

催の連絡があった。 
①第2回宇宙セミナー実施報告 

去る2月26日（日）の午前10時にSpace Center Houstonに75名の参加 

者が集い、第2回宇宙セミナーを実施。国際宇宙ステーション運用管 

制室や宇宙飛行士訓練施設、ロケットパークなどを見学。訓練施設で 

は古川宇宙飛行士による訓練内容の説明と記念写真撮影を行った。 

昼食後、「月に住もう！ 未来の月面宇宙生活」というテーマで講演会 

を実施。月に関するクイズ大会の後、月に行くため、住むための技術 

に関する説明や質疑応答、世界的に進められている月探査計画の  

新情報を紹介。  
②第3回・第4回宇宙セミナー開催について 

第3回宇宙セミナーは、昨年好評の「親子で楽しむ水ロケット大会」を5 
月下旬に開催する予定。第4回宇宙セミナーは6月初旬に講演会を予 

定しているが、会場が現在未定であり、状況によっては6月以降の開 

催に変更する可能性もある。 
 

６．日本庭園関連報告（ライブロック祐子事務局長：渡辺龍二特命理事代理） 
＊日本庭園清掃ボランティア募集について 
ジャパン・フェスティバル開催を前に実施される日本庭園清掃のボラン 

ティアにつき、現時点で28名の応募があった。あと7名ほどのボランティアを 

募集されているので、ご興味のある方は日米協会のウェブサイトから応募い 

ただきたい。 
 
７．他団体関連報告 

①ヒューストン美術館Japan Galleryオープニング関連（上野真吾会長） 
2月15日（水）にJapan Gallery のOpening Reception、17日（金）には 

Preview Partyがヒューストン美術館で行われた。Opening Receptionでは 

東京博物館館長、副館長や歌手の矢野顕子さんなどをゲストに、寄付者 

や関係者による夕食会が開かれた。Preview Partyには美術館会員も含む 

大勢の参加者が集い、盛会なオープニング行事となった。  
②アジア･ソサエティー関連（直木純二郎特命理事） 

2月24日（金）に加藤会計幹事とライブロック事務局長とともに、新築された 

アジア・ソサエティー・テキサスセンターの視察を行った。2007年に建築家 

の谷口吉生氏のデザインによる同センターの建設が着工されることとな 

り、商工会は会員企業7社との共に同年9月に$25,000を同ソサエティーへ 

寄付。同センター内には会議室やオーディトリアムなどを設置し、4月中旬 

に一般にオープンの予定。 
 
８．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） 
＊日本語スピーチコンテスト終了報告 
去る3月10日（土）同コンテストの州大会がライス大学で行われた。今年は 

成人を対象にした第5部門が新設された。優勝者は第3部門から選ばれ、 

今年6月にロサンゼルスで開催される全国大会へ出場することになった。 
＊ビジネス講演会「米国経済の行方（仮題）」 
三菱東京UFJ銀行様の協力により、ニューヨーク駐在のチーフエコノミスト 

である岩岡聡樹氏によるビジネス講演会を開催する運びとなった。詳細に 

ついては、商工会事務局より会員へ案内の予定。 
開催日時：2012年4月18日（水）13:15～14:45（常任委員会終了後） 
開催場所：Four Seasons Hotel 
講師:岩岡聡樹氏（三菱東京UFJ銀行経済調査室NY駐在チーフエコノミスト） 
＊テキサス経済概況一部改訂について 
商工会ホームページで紹介している「テキサス経済概況」は、2年に1回の 

本文の改訂作業を行い、付表部分の数値のみ毎年改訂することとなって 

いる。今年度の付表改訂は6月を目処に作業を進める。  
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） 

＊ソフトボール予選・大会について 
予選は4月8日（日）にHouston Sportsplexにおいて開催予定。3月8日（水） 

に行われたキャプテン会議で、ワイルドカード制の試験的導入報告と対戦 

の組合せ決定済み。本大会は5月13日（日）のピクニック当日に開催。 
＊テキサス会「総領事杯」開催について 
第542回テキサス会「総領事杯」が4月15日（日）にSouthwyck Golf Clubで 

開催が決定。幹事担当は鉄鋼部会。3月24日〆切を前に、まだ参加応募 

者が少ないため、更なる参加の呼びかけの協力をお願いしたい。  
③文化委員会（土光辰夫副会長兼文化委員長） 

     ＊ピクニックに関する進捗状況 
        5月13日（日）にThe Gordon Ranchで開催するピクニックの運営につい 

      て、近く開かれる担当幹事会議での業務分担等を話し合う。今年はソフト 

      ボール決勝トーナメントで試験的なワイルドカード制導入により、試合数 

      が１つ増えるため、メインゲートの開門時間を早めるなどして時間調整を 

      行う。事務局から開催・参加申込案内と共に、ラッフル抽選会の寄付依頼 

      も併せてメールで発信する予定。  
④教育委員会（前田光治教育委員長） 

前田教育委員長より、まず3月17日（土）に挙行された補習校卒園・卒業 

式及び離任式に列席した商工会関係者へ謝意が表され、新しく赴任され 

た山岡清孝校長に対し運営委員会が全面的なサポートをする旨の話が 

あった後、財務状況について下記2点の報告がなされた。 

 

 

 

 

 

 

平成24(2012)年3月度  商工会理事委員会 議事録 

 ルイジアナ州ニュー・オリンズは、ミシシッピ川がメキシコ湾に注ぐデルタ

地帯に位置する。ミネソタ州を源流とする米国 長の川がいくつもの州を通

過して海へとつながるこの地域は、フランス、スペインなど外海からも多大な

影響を受け、さらに南部らしい黒人文化を色濃く残しながら、独自の文化を

醸成してきた。ヒューストンから飛行機で1時間半、車でも6時間で行くことの

出来るこのエキゾチックな米南部 大の観光都市をご紹介したい。 
 観光客がまず訪れるのが、市

中心部のフレンチ・クオーター。

名前の通り文化的にはフランス

の雰囲気を残すが、2階部分に

複雑な装飾をほどこす鉄柵のあ

る建物はスペイン風のものだ。

伝統ある教会や歴史ある建物を

改装した高級ホテルは、どことな

くヨーロッパを思わせる。しかし、

観光用の馬車、屋外市場、アメ

リカンテイストのレストランや土産

物屋などもあり、何でも受け入れるニュー・オリンズの縮図のようにも思える。

そして、豊かな水をたたえたミシシッピ河畔をのんびり散歩すると、付近に

はショッピング・モール、公園、大規模な水族館からカジノまで様々な施設

があり、どの世代でも楽しめるよう工夫されている。この川沿いにはいくつも

ツアー会社のブースがあり、その場で市内観光、蒸気船クルーズなど各種

ツアーに申し込むことができる。中でもこの地域ならではのものが、市郊外

で行われるスワンプツアー。この地域独特の湿地を舟遊しながら、ワニを始

め野生動物の姿を見ることができる。2005年のハリケーンの大惨事を偲ば

せるカトリーナ・ツアーも興味深い。 
  昼間にひととおり観

光した後も、ニュー・オリ

ンズの夜は長い。夕方、

街を歩くほどに個性的

な音楽を奏でるストリー

トミュージシャンや大道

芸人に出会うことができ

る。夜は即興性を特徴と

するディキシーランド・

ジャズ発祥の地らしく、

町中にジャズが溢れ出

す。ニュー・オリンズジャ

ズの象徴、プリザベー

ション・ホールに行くもよ

し、地元紙の情報など

でお気入りの店を見つけるのも楽しい。私たちは通りがかりに心惹かれるサ

ウンドが聞こえた、The Spotted Catというライブハウスにふらりと入ってみた。

バンドマンはお酒を飲みながら即興のパフォー

マンス、それに合わせて常連さんが踊り出した

り歓声を送ったり、まさに街のニックネームであ

るBig Easy（大らかな雰囲気）が感じられたひと

ときであった。そして真夜中まで大音響の音楽

が鳴り響くバーボン・ストリートにも、足を踏み入

れてみよう。ここは人々が酒を片手に足の向く

まま人混みを行き交い、怪しげなシアターが客

引きをする、アメリカ有数の歓楽街。観光客が

その雰囲気につられて陽気かつ退廃的に夜遊

びを楽しんでいる風情は、他のアメリカの都市

にはない光景だ。 
 この街で地元民の気分に浸り、歴史を感じる

のにお薦めなのは、ダウンタウンと郊外を結ん

で走る路面電車。料金は乗車区間にかかわら

ず$1.25である。1835年開通のセントチャールズ・アヴェニュー・ラインに乗

車すると、電車通り沿いに由緒ある建物や大学が立ち並び、車窓から

ニュー・オリンズ観

光を楽しむことがで

きる。オーデュボン

公園やガーデン・

ディストリクトで途中

下車して、スパニッ

シュ・モスで覆われ

た木々の緑も美し

い町並を歩くのも

いいだろう。私たち

は、車内広告につ

られて地元の人が

集う電車通り沿い

のパブに立ち寄っ

た。昼下がりに常連客がお店の人と談笑しながら地ビールを楽しんでいる

さまは、バーボン・ストリートとはまた違うニュー・オリンズらしい風情だ。私た

ちも地ビールを味わいながら、先ほどの路面電車の線路の上を気持ちよさ

そうにジョギングする人々の姿をしばし眺めた。 
 車で巡るニュー・オリンズもとても新鮮だ。カーナビ任せに市の南部をドラ

イブしていると川につきあたった。橋もないのにどうなることかと思えば、そこ

には車両専用の渡船フェリーが。ミシシッピ川が蛇行する湿地だらけの

ニュー・オリンズ南部では、橋を

架けるのが難しいのか、今でも

このようなフェリーがいたるとこ

ろにある。市北部には大きな湖

がある。このポンチャートレイン

湖にかかる橋は水上にかかる

世界 長の橋で、そこをドライ

ブするのも一興である。湖を縦

断する全長38km 余りの橋は、

対岸も見えずまるで先の見えな

い海の中に進んでいくかのよう

だった。 
 海の幸が豊富なこの町は、ケイジャン（フランスからの移民）やクレオール

（フランスやスペインからの移民の子孫）料理など独特な食文化を生み出し

た。オクラやシーフードなど具だくさんのガンボ・スープは、フランス系移民

が母国のブイヤベースを再現しようとしたのが起源と言われる。ジャンバラ

ヤは、ソーセージやチキンが入ってチリペッパーなどで味付けされたピリッ

と辛い炊き込みご飯で、スペイン料理のパエリアにどこか似ている。この地

域ならではのザリガニ料理もユニークな食体験に違いない。ランチにお薦

めなのがフレンチ・クオーターにあるJohnny’sのポボーイ（Po’ boy）。貧しい

労働者（Poor boy）のために残り物で作った食事がその名の由来だそうだ。

名産のナマズ、牡蠣、エビのフライなどをはさんだフランスパンのサンドイッ

チで、ボリュームたっぷり。予算が許せば、その優雅な歴史的建造物ととも

に、洗練された美食で世界的に有名な老舗の高級レストラン、ブレナンズ

やアントワンズなどにドレスアップして行くのもいいだろう。そして散歩の途

中のおやつには、古風な店構えのCafé du Mondeのチコリ入りコーヒーとこ

んがり揚がったベニエ。砂糖大好きの南部らしく、ベニエ本体が隠れるほど

白砂糖がかかっているのが特徴だ。おみやげには甘いキャラメル状のお菓

子プラリネなど、食べ物に関する話題は尽きない。 
 地元民と観光客が一緒に楽しめるイベントがたくさんあるのもこの街の魅

力だ。中でも、毎年恒例のジャズ・フェスティバル（New Orleans World 
Heritage and Jazz Festival）はマルディ・グラと並ぶこの街の代名詞。今年は

4月27日から5月6日まで開催される。地元ジャズ・ミュージシャンの晴れ舞

台であるだけでなく、フー・ファイターズなど新進ロックバンドからブルース・

スプリングスティーン、イーグルスなどのアメリカン・ミュージックの大御所ま

でが集う、一大音楽イベントなのである。 
 自然が育んだ独特の地形に溢れる音楽、美味しい食べ物、きらびやかな

夜の世界、そして様々な歴史。あらゆる文化が渾然一体となり観光客をも

おおらかに包みこむニュー・オリンズの街を訪れると、地元の人たちが ”I 
love NOLA (New Orleans Louisiana) ”というステッカーを誇らしげに車に

飾っている理由が分かることだろう。 
 

石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 

アメリカ南部 大の観光地 ニュー・オリンズ 

(Audubon Park) 

(Ferry) 

(French Quarter) 

(The Spotted Cat) 

(Street Car) 
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＊補習校2012年3月期の収支見込について 
今年度は授業料・入学金の増や政府補助金 

額の据え置きにより予算比で収入が増加した 

ほか、校舎家賃の据え置きや事務所のメンテ 

ナンス費払戻し、研究授業費や教材費減、 

大震災の影響による現地校教員の日本派遣 

中止などで支出が予算を下回り、収支で 

$69,623の黒字が見込まれる。 
＊2013年3月期の見込み予算について 
2013年3月期の収支予算については、新年 

度の教員増と昇給による人件費アップ、校舎 

家賃などの値上がり、中学部教科書改訂に 

よる指導書購入などを見込み、約$17,100の 

黒字が見込まれる。  
⑤安全危機管理委員会（市来肇特命理事） 

会員や家族への注意喚起のため、2月度ガ 

ルフストリームに防犯に関する安全情報を掲 

載。現在、総領事館と日系団体代表者による 

安全協議会開催の日程の調整が行われて 

おり、例年行われる緊急連絡網のテストラン 

実施に向けて話し合いが予定されている。4 
月或いは5月の実施においては、今年度も会 

員各位の協力をお願いしたい。  
⑥婦人部委員会 

（ライブロック祐子婦人部委員長） 
＊第1回古本市：2月25日（土）に補習校校 

舎で実施。寄付も含めた$1,175.13の収益金 

は三水会センター図書館の児童書購入費に 

充てる。古本市当日は婦人部委員の配偶者 

（理事委員会関係者）による事前準備・後片 

付けの協力への謝意が委員長より表された。 

次回の古本市は9月8日（土）を候補日として 

検討。 
＊浴衣トライオン：昨年度並みのボランティア 

人数を確保し、2時間交代のシフトを組む。恒 

例の浴衣着付け講習会を2月27日（月）と3月 

9日（金）に行い、両日で50名ほどの参加が↗ 

   議事録 【2頁からの続き】 会員消息【敬称略・（ ）内配偶者名】 

▼今後の開催予定 
 
絵本読み聞かせの会 
4月21日（土） 
5月12日（土） 
いずれも10:00 ～ 3歳以上 

               10:30 ～ 3歳未満 
 
あそぼーかい  
4月5日（木）  10:30 ～   

4月14日（土）  9:30 ～  
5月5日（土）   9:30 ～    

5月8日（火）  10:30 ～  
6月2日（土）   9:30 ～ 
 
▼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

ストンなびでご確認下さい。 

▼スタッフは随時募集中です。ご興

味のおありになる方やお問い合わせ

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 
読み聞かせの会   
houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

ピーカンキッズ活動報告 

 2月18日に開催された絵本の会は、あいにくの小雨

の中で、参加してくれるお子さんは少ないのでは？と

思いましたが、そんな不安はどこへやら、たくさんの

子どもたちが集まってくれました。節分に合わせて選

んだ「だいくとおにろく」では、おにろくに名前を当て

られてしまった鬼が、ボカッと消えてしまう 後に、子

どもたちも満足そうでした。「どうながのプレッツェル」

は、文字通り、胴のながーいダックスフンドの楽しいお

話。あこがれのグレタのハートを射止めるために奮闘

する姿は、バレンタインにぴったりの絵本だったので

はないでしょうか。絵本「ぎゅっ」や「ちゅっ ちゅっ」と

ともに、心あたたまるお話でした。 
続いて3月10日の絵本の会。4月から補習校幼稚

園に入園予定のお子さんや、まだよちよち歩きのお

子さんも絵本に会いにきてくれました。「三びきのこ

ぶた」では、おおかみが三匹目のこぶたに鍋で煮

られて食べられてしまうという結末にお父さん方か

らあっ！という声が…。「あかいふうせん」は一行も

字のない絵だけの絵本ですが、ぐっと絵本の中に

引き込まれます。そして、語り「ふしぎなたいこ」「メ

アリーさんとブラウンさん」では、目の前に絵がなく

ても、子供たちの心の中にお話の場面が浮かんで

くる様子で、みんな集中して聞いていました。 後

は「おにぎり」。熱々のおにぎりをきゅっきゅっとにぎ

り、大きな海苔で巻き、いただきま～す！なんだか

幸せな気持ちで終わりました。 
 「絵本読み聞かせの会」では、毎回楽しい絵本を

たくさん準備して、皆さんをお待ちしています！ 
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ヒューストン知っとん物語 

By KUMIKO 

↘あった。今年も講師として古川恵子様にお 

願いし、LLサイズや男性、女児用、忍者の 

着付けのデモ、髪結いのデモを行った。ま 

た、3月24日（土）にはトライオンのボランティ 

アをモデルにしたアマチュアカメラマンの撮 

影リハーサルが日本庭園で実施予定。 
＊クラシックコンサート：4月27日（金）の午前 

10時半から12時に、阿部雪子さん（バイオリ 

ン）、佐々木麻衣子さん（クラリネット）、平田 

真紀子さん（ピアノ）によるコンサートをメモリ 

アルシティーモール内の音楽スタジオで開 

催予定。商工会会員・非会員を対象に100 
名の参加者募集。参加費（会員$10、非会 

員$12）はピーカンキッズ向け図書や紙芝居 

などの購入費に充てる。 
＊プリザーブド･フラワー講習会：昨年好評 

だった坂本吉弘先生による講習会を、5月2 
日（水）と15日（火）に開催予定。 

 
９．事務局関連事項 

（ライブロック祐子事務局長） 
＊ANA・United航空社による「キッズ航空教 

    室」開催について 
United航空協賛によるANA「キッズ航空教 

室」が4月22日（日）にヒューストンで開催され 

ることになった。対象は小学生から中学生の 

子どもとその保護者で無料。参加希望者は 

イーメールかファックスで3月30日までに 

ANAへ直接申込む。 
＊会員消息 
正団体会員入会1社、正団体会員退会 

1社、社名変更連絡1社、正個人会員入会 

7社（8名）、正個人会員退会6社（6名）、正 

個人会員転籍1社（2名）、常任委員交代 

1社の報告。（詳細は「会員消息」欄参照） 
 
 

  ❖今後の会議日程は商工会ホームページ 
   http://www.jbahouston.org/event_meeting.htm  
     でご確認下さい 

よろしく！ 〜新規入会です〜 

●正団体会員入会 
＊Marubeni Unconventional Resources Corporation 
  住所：c/o Marubeni America Corporation 
   2800 Post Oak Blvd. Suite 6000 Houston TX 77056 
  登録者：真野圭一郎、柚木博行、山田悠治 
 
●正個人会員入会 
＊ITOCHU International Inc. 東條聡  
＊Kuraray America, Inc. 銘田貴彰  
＊Marubeni America Corporation 森稔弘  

＊Marubeni Unconventional Resources Corporation 
  柚木博行 （4月赴任予定） 
＊Marubeni-Itochu Tubulars America Inc. 
  池戸太郎（友花）・南山基己                        
＊Nippon Life Benefits 松山哲之  
＊Toyota Tsusho America, Inc.  

  小林亨 （4月赴任予定）   
 
さよなら！ 〜残念ながら退会です〜 

●正団体会員退会 
＊Sumika Polymers America Corporation （3月末日） 
 
●正個人会員退会 
＊ITOCHU International Inc. 福井健 
＊Marubeni America Corporation 間口元就 
＊Nippon Life Benefits 林剛太郎     
＊Satake USA, Inc. 辻佳子 
＊Sumika Polymers America Corp. 辻光慈  
＊Toyota Tsusho America, Inc. 大原広海 
 
替わりました 〜メモのお願い〜 

●社名変更 
（旧）Kaneka Texas Corporation → 

（新）Kaneka North America LLC 
●常任委員交代 
 Kaneka North America LLC （旧 Kaneka Texas  
 Corporation） （旧）水澤伸治 →（新）藤井一彦 
●正個人会員転籍連絡 

 真野圭一郎・山田悠治  
 （旧）Marubeni America Corporation → 
 （新）Marubeni Unconventional Resources Corporation 
  

■クラシックコンサートのお知らせ 

～赤ちゃんから大人までどなたでも～ 

 先月号でご案内させていただいた商工会婦

人部主催のクラッシックコンサートに、多くの方

のご応募ありがとうごいざいます。

ただいま、よりよいコンサートをお

届けするべく、主催者、演奏者と

も準備に奔走しております。つき

ましては若干ではございますが、

まだお席もご用意できますので、

ご興味のある方は下記アドレスま

でお申込み、お問い合わせくださ

い。 
日時：4月27日(金)  

   10：30～12；00（開場10：10） 
場所：メモリアルシティーモール内 
Virtuosi of Houston(ターゲット横

の ホ ー ル )303  Memorial  City 
Way, Suite235 Houston, TX77024 
演奏者： 阿部雪子(バイオリン)、
佐々木麻衣子（クラリネット）、 

平田真希子(ピアノ) 
費用：12＄（商工会会員及びご家族10＄、未就

学児無料） 

申込、お問い合わせ：ongakukiktai2012@gmail.com 
三水会センター ℡281-493-1512 
 申込方法および場所の詳細に関しては先月号

と一緒にお手元に届いたフライヤー、または商

工会事務局より3月15日に商工会、日本人会

会員の皆様にお届けしたメールをご参照くだ

さい。上記のアドレスにお問い合わせいただ

きましたら再度詳しいご案内をおくらせてい

ただきます。 

 万が一、お申し込みいただきましたのに

婦人部からの確認メールをお受け取りに

なってない方がいらっしゃいましたら、お

手数ですが三水会センターまでご連絡くだ

さい。 

■着付け講習会ご報告 
 2月27日（月）、3月9日（金）の両日、ジャ

パンフェスティバル「浴衣トライオン」着付け

ボランティアにお申し込みいただいた方を

対象に、浴衣の着付け講習会を行いまし

た。講師にショーイング・ジャパンでご活躍

中の古川恵子先生をお迎えし、第1回24
名、第2回25名の参加者が二人一組にな

り、実際に浴衣を着せ合いながら、基本の

文庫結びを練習しました。 
 その後、大柄な方や男性の着付け、子ど

もや忍者衣装の着付けデモンストレーション

をご覧いただき、 後は浴衣に合う纏め髪

のセット方法もご紹介しました。和やかな雰

囲気の中、覚えていただきました着付けの

技術を生かして、ジャパンフェスティバル当日に

は多くのヒューストンの皆さまに日本文化の一端

を楽しんでいただきたいと思います。 

婦人部便り 
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 今年のスピーチコンテスト

州大会は開催日が昨年の

東日本大震災から一年目に

あたる前日ということで、大

会開始に先立ち参加者一

同が一分間の黙とうを震災

被害者に捧げることから始ま

りました。また大会終了後の

休憩時間では在日本総領

事館のご厚意により東日本

大震災後の復興の様子を収

録したビデオが放映され、

大会参加者と共に改めて震災と復興について考える時間

を共有できたことは日本語学習者にとっても有意義であっ

たと思います。 
 
 今年の大会では次の2つの点に改善がみられました。 
1) 詩の暗唱部門は2つの独立した部門からレベル別を維

持しながら1つの部門にまとめられ発表時間に余

裕ができたこと。従って

詩の暗唱部門ではより高

いレベルを持つ学習者

の出場が求められ、この

部門のレベル向上がみ

られたこと。 
2) 1つ目の点に関連し発

表時間に余裕ができたこ

とで、社会人部門を独立

させ、日本語の永久学

習者にも日本語スピー

チの機会を提供できるよ

うになったこと。 
 
 こうした改善により、スピーチ部

門の出場資格の幅が広くなり、日

本語学習が広い層にわたって普

及する契機になれば、と期待しま

す。テキサス州の教育予算は毎年

削減され、各学校地区における日

本語プログラムも縮小を余儀なくさ

れている状況で、日本語を学習す

る生徒学生が一般社会人の日本

語の発表を聞き、自分たちの将来

に希望を抱いて日本語学習を継

続することが日本語プログラムの

継続につながるのでは、と希望し

ます。いずれの部門の発表にも日

ごろの学習の努力と成果が表れ、

心に残る発表でした。こうした発表

の機会を維持していくためにも、

日本語教師及び教育者は生徒の

指導に、そして日本語教育の推

進と普及にさらなる努力を続けて

参ります。 
 
 今年のテキサス州日本語スピー

チコンテストはヒューストン日米協

会と在ヒューストン日本国総領事

館が共催し、ヒューストン日本人

会、ヒューストン商工会、テキサス

州日本語教師会の多大な協力の

もと開催されました。毎年回を重↗

↘ねる毎にレベルの向上が見られ

ますが、今年の課題詩部門の競技

では甲乙つけがたいほどの優秀な

日本語学習者が参加しました。3月

は米国州内で日本語スピーチコン

テストが開催され6月開催の高校ス

ピーチ部門ロスアンゼルス全米大

会への出場者が選抜されます。全

米大会で選抜される上位入賞者は

日本で開催される世界大会、外国

人による日本語弁論大会へ出場し

ます。 
  

 大会後のスピーチコンテスト授賞式及びレセプションはラ

イス大学内ベーカー研究所ベーカーホールに於いて、山

本在ヒューストン日本国総領事ご参席のもと開催されまし

た。昨年同様、本年度もヒューストン日本人会からは日本

人会奨学金千ドルが第3部高校スピーチ全米大会出場者

選考部門の1位入賞者に授与されました。この奨学金の設

立者をはじめ、日本人会

会長、日本人会関係者

の皆様の温かいご支援

に心から感謝申し上げま

す。ヒューストン日米協

会から日本行き往復航

空券が第4部門（大学の

部）の1位入賞者に授与

されました。ヒューストン

日米協会会長、関係者

の皆様の温かいご支援

とご理解に改めてお礼

申し上げます。本年度は

三菱ヒューストン支社をはじめとする各社、各団体の方々

から資金面を始め、多大なご協力、ご理解とご支援を賜り

ましたこと改めまして心より感謝申し上げます。また各団体

ボランティアの皆様からの多大なるご協力に深くお礼申し

あげます。今後ともさらなるご支援、ご協力を賜りますよう，

宜しくお願い申し上げます。 
 
 在ヒューストン日本国総領事館をはじめ、各団体を代表

する方々の審査により次の方々(左下コラム）が入賞されま

した。おめでとうございます。今後も継続して日本語と日本

文化を学習し、将来は日米両国の架け橋となって日米文

化の交流と相互理解に貢献できますよう心より祈念いたし

ます。また入賞された生徒学生のご家族、日本語教育に

携わる教師の皆さんの日々の努力とその成果に心からお

喜び申し上げます。おめでとうございます。 
 

佐藤裕子 
ライス大学人文学部外国語センター日本語科 

ヒューストン日米協会スピーチコンテスト委員会 

 

 

»第1部門初級 

1位 Joowon Lee (Berkner HS, Dallas)  
2位 Sonia Rivera (The Woodlands College Park, 
Houston )  
3位 Maricruz Flores-Carlos (Churchhill HS, San 
Antonio)   
»第1部門中級 

1位 Hayley Nelson (Johnson HS, San Antonio)  
2位 Annana  Anu, (Bellaire HS, Houston)  
3位 Silvia Zapata-Schleicher (Creekview HS, 
Dallas)  
»第2部門 

1位 Andrew Kim (Seven Lakes HS, Houston)  
2位 Francisco Ordaz, (Richardson HS, Dallas)  
3位 Lisa Trieu, (Richardson HS, Dallas)  
»第3部門 

1位 Errol Phalo (Bellaire HS, Houston)   
2位 Marlene Campos (Richardson HS, Dallas)  
3位 Jia Alexander (The Woodlands College Park, 
Houston)  
»第4部門 

1位 August Holdrich (Baylor University, Dallas)  
2位 RyanRedmond ( Texas A& M University, 
Houston )  
3位 Juliann Lee (University of Texas at Austin, 
Austin)   
»第5部門 

1位 Meagan Pimsler (College Station)  
2位 Jessica Parker (Houston) 
 
»日本人会奨学金 ($1,000)   
Errol Phalo, Bellaire HS, Houston 
»日本行き往復航空券 
August Holdrich, Baylor University, Dallas 
 
»大会HP 
http://www.jashouston.com/en/programs/japanese
-speech-contest/state-speech-contest  
»大会結果 
http://jashouston.com/en/programs/japanese-
speech-contest/23rd-annual-japanese-speech-
contest-results  

第23回 

テキサス州 

日本語スピーチコンテスト 

第23回テキサス州日本語スピーチコンテス

トが3月10日土曜日、ライス大学へリング

ホール(Herring Hall) に於いて開催されまし

た。2月に開催された地区予選（オースティ

ン、ヒューストン、ダラス、サンアントニ

オ）を勝ち抜いた地区大会上位入賞者が一堂

にヒューストンに参集し本選に臨みました。 

  入賞者 

前回の本城先生から引き継ぎまして、今月

号を担当する鈴木 玲と申します。日本では

消化器内科として、日々消化器癌等の診療・

研究に携わっておりました。現在、UT MD 
Anderson Cancer Center (postdoctoral fellow) 
にて、内視鏡（胃カメラ）を用いた新規の診断・

治療法の開発に携わっております。 

ところで皆さん、かのマリリン・モンローが胆

石持ちで、開腹手術を受けていた事を御存知

でしょうか？彼女のお腹には手術の痕が残っ

ており、本人は手術前に大分抵抗したとかしな

いとか。現在では腹腔鏡を用いて、「傷の小さ

な手術」が可能となっておりますが、美容のた

めには傷が無いに越したことはありません。今

回は消化器内科医の立場から「傷を残さない

治療」について、最新の話題を提供させて頂

きます。 
 
2005年頃より傷（Scar）を残さない（No）治療

法を確立すべく、「NOSCAR」という研究プロ

ジェクトが、ここ米国で起こりました。治療法は

総称して‘Natural Orifice Translumenal Endo-
scopic Surgery (NOTES)’。横文字ばかりにな

りましたが「内視鏡を、胃腸や膀胱等の生来人

間に備わった管状の臓器経由でお腹の中へ

入れ、内視鏡治療を行う」事を指します。具体

例を挙げますと、1）胃の中へ内視鏡を入れ、

2）胃の壁に小さな穴を開け、3）お腹の中（腹

腔）へ内視鏡を挿入し、4）胆嚢や虫垂を切除

する、という手順になります。 
メリットとして、ⅰ）体の表面に傷が残らな

い、ⅱ）手術中や手術後の合併症が少ない、

ⅲ）退院が早い、が挙げられます。適応疾患は

胆石、虫垂炎等の消化器疾患から、子宮筋

腫、前立腺癌と多岐にわたり、良いこと尽くめ

で夢のある話ですが、様々な問題点（主に手

技の煩雑さ）があり臨床応用は制限されている

のが現状です。今後、一層の研究が必要です

が、何時の日か体に傷を残さずに手術を受け

られる日が来るのではと思います。 
 
ところで 皆さん、内視鏡関連産業の世界

シェアの内訳を御存知でしょうか？第一位 
Olympus (約70％)、第2位 Pentax (現HOYA、

約15％)、第三位 Fujinon (約10％)となります。

実は何れも日本企業で、概算で世界シェアの

90％近くを占めております。内視鏡の起源に

ついては諸説ありますが、少なくとも現行の軟

性内視鏡（普通の胃カメラ）については日本起

源と言い切って問題ないでしょう（某プ○ジェク

トXを御参照下さい）。この分野における日本

の世界に対する貢献度は筆舌に尽くしがたい

ものがあります。 
 そこで、次は日本初の内視鏡検査法・治療

法を紹介させて頂きます。 
 
検査法 
小腸内視鏡： 

  これまで「暗黒大陸」と呼ばれていた小腸 

  の検査・治療に使われています。イスラエ 

  ル発の‘カプセル内視鏡’と並び、全く未知 

  であった小腸疾患を把握・治療する事が 

  できるようになりました。機器の先端に風船 

  がついている事から‘ダブル・バルーン内 

  視鏡’‘シングル・バルーン内視鏡’と呼ば 

  れております。 
 
超音波内視鏡： 

  検診でよく利用される‘エコー（超音波）’ 

  の端子を内視鏡の先につけたものです。 

  1982年頃に日本で開発され、胃や腸から 

  肝臓、胆道、膵臓を観察する事ができるよ 

  うになりました。また、診断のための生検 

  （顕微鏡で組織を観察し、原因を同定する 

  こと）が可能な事、上記の臓器への治療機 

  器の導入が可能である事から、ここ十年間 

  で急激に臨床応用が広がっています。膵 

  臓癌などの、従来早期発見が困難であっ 

  た消化器癌の診断能を向上させる事を期 

  待されています。 
 
治療法 
内視鏡的粘膜下層剥離術 

 (Endoscopic Submucosal Dissection: ESD)： 

  早期の食道癌、胃癌、大腸癌に対する 

  治療法です。カメラを用いて癌をうっすら 

 編集委員会では医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターにリレー方式でご登場頂き、健康に関する話、 

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の本城総一郎先生から消化器内科ご専門の鈴木玲先生にバトンが移りました。 

  と剥がすため、相当の技術が必要になり 

  ます。アメリカでは検診制度等の様々な 

  背景のため、早期食道癌・胃癌が少な 

  く、ごく限られた施設でのみ施行されて 

  いるようです。近隣ではColorado大学で 

  日本人のFukami Norio先生が施行され 

  ております。 
 
経口内視鏡的筋層切開術  
(Per-Oral Endoscopic   Myotomy: POEM): 
   「ポエム（詩）」という柔らかい名前がつい 

  ておりますが、達人の技術をもってして 

  可能となる治療法であります。適応疾患 

  は「食道アカラシア」という食道・胃の繋ぎ 

  目の筋肉異常（緩くならずに常に緊張し 

  ている）のため、食べ物が胃へ流れにくく 

  なる病気です。症状が重い方へは胸腔 

  鏡（前回説明のあった腹腔鏡を胸の中の 

  病気に応用したもの）を用いた手術が行 

  われていましたが、POEMの登場で‘傷 

  を残さない治療’への扉が開かれまし 

  た。とは言いましても、食道という極めて 

  薄い壁（約3－4㎜）の、更にまた薄い筋 

  層（約1－2㎜）を薄らと切り離す技術を要 

  するため、日本でも施行施設は極限られ 

  たものです。 
 

様々な問題を抱える日本ですが、少なくと

もこの分野においては「Japan as number one」
として、今後も日本がリードしていくと思いま

す。 
 

最後に、この原稿の入稿が3月11日頃に

なると思いますが、あの「東日本大震災」から

ちょうど一年目となります。私は生まれも育ち

も福島県であり、実家が南相馬市というまさに

当事者として、この一年間を過ごしました。震

災に際しては、ヒューストンの皆様より温かい

励ましのお言葉、御支援を頂いた事を聞いて

おります。また、渡米後も日本人研究者の皆

様を中心に良くして頂き、妻、子供2人と共に

ヒューストン生活を満喫しております。この場

を借りて御礼を申し上げます。 
 

 
❖❖❖ 

 

 次回は、産婦人科がご専門の三宅貴仁先

生です。ご近所に奥様、息子さんとお住まい

で、本城先生の御紹介で知り合う機会を得ま

した。関西弁を交える歯切れの良いトークが

東北訛りの私には魅力的です。また、大きな

体で小さな息子さんをあやす姿が大変微笑

ましい方です。ご近所さんなので、BBQなど

御一緒したいところです。  
 

 第91回 

傷を残さない治療について 

UT M.D. Cancer Center 
(postdoctral fellow)  

鈴木玲先生 

(直木日米協会会長、Ｅ.Phaloさん、M.Camposさん) 

■連載 
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が家のウェルシュ・コーギーのシャーリは、水があまり好きではなく、散歩に行こうかと声をかけ

て大喜びで玄関まで走って行っても、ドアを開けて外が雨だと、散歩には行きたいけれど雨に

濡れるのは嫌だと出かけるのを躊躇するタイプです。犬用のプールで泳がせてみたときには

短い足でも犬かきができることを披露してくれましたし、促せば海にも川にも入るのですが、嬉

しそうな顔はしません。 

 もう１頭のベルジアン・タービュレンのヒューゴは、特に水が好きでも嫌いでもないタイプでした。子犬の

頃から雨の日の散歩も平気で出かけていましたし、濡れることに神経質なところもありませんでした。それ

でも、富士五湖に出かけて水遊びをしても、ヒューストンに引っ越して来てドッグパークの池で遊んでも、

足がつく範囲でまではざぶざぶと水に入るのですが、泳ぐ姿は見たことがありませんでした。 

 ドッグパークの池ですいすいと泳ぐ犬の姿を見て羨ましく思い、ヒューゴに水泳の特訓をすることにしま

した。大好きなテニスボールを、池の真ん中の足がつかないところへ投げて取りに行かせようとしました

が、ボールが遠くに行ってしまうと、足がとどくところまで水に入って、そこからただ見つめるばかり。そのう

ち泳ぎ上手な他の犬がボールを回収してくれて、ヒューゴが得意げにそれを持ち帰るという繰り返しで、

これでは一向に泳げるようになりません。 

 ちょうどヒューゴと水泳特訓をしているときに、ルーシーという犬の飼主も一生懸命ルーシーを泳がせよ

うとしていました。「少し太り気味だから泳ぐのは身体に良いと思うの」というのが泳がせたい理由でした。

どちらが早く泳げるようになるかなと言いながら、待ち合わせて一緒に遊びながら頑張れ頑張れとお互い

の犬が水に入るのを応援していると、他にも、泳げるようにしたいという犬の飼主が声をかけて来て、意外

と泳げない、または泳がない犬が多いことも分かりました。自分の犬も泳がなかったけれど、泳げるように

したという人が、自信を持ってヒューゴの水泳指導を買って出てくれたりもしました。 

 水泳特訓の甲斐あって、１−２ヶ月でヒューゴは水しぶきもあげずにすいすいと泳げるようになりました。

気がつけば、ルーシーも泳げるようになっていました。泳いできなさい、といきなり水に放り投げるスパル

タ方式ではなく、自分のペースで少しずつ水に慣らして、楽しく水辺で遊べるようにしていったのが良

かったのでしょう。自信を持って池の真ん中にまでボールを追いかけていくようになりました。 

 泳げるようになったことで、どのようなメリット、デメリットがあるでしょうか？メリットとしては、暑い季節でも

上手にクールダウンができるようになりました。走り回って暑くなると、池に入って遊んで体温を下げること

ができるので、熱中症の心配をせずに遊ばせることができるようになりました。また、泳ぐことで全身運動

ができ、身体ががっしりして筋肉がつきました。一方で、泳ぐのが大好きになって、池の水が汚れていると

きでもお構いなしに水に入るようになり、ドッグパークに行くたびに、シャンプーが必要になりました。ま

た、ヒューストンとはいえ真冬の寒い時期でも池に入って行き、飼主をひやひやさせるほどになりました。

それでも、ヒューゴにとってはメリットの方が大きいので、泳げるようになって良かったと思っています。 

 うちの犬にも泳げるようになってほしい、という方は、無理矢理水に入れるのではなく、大好きなオモ

チャで遊んだり、美味しいオヤツをあげたりしながら、水に入るように誘い、楽しいこと、美味しいことと結

びつけて水に慣らしてみてください。いきなり水に放り込まれてしまうと、トラウマになってしまい、泳ぐどこ

ろか水に近づかなくなってしまったという話もよく聞きます。犬にも心の準備をさせてあげましょう。 

 ご自宅にプールのあるお宅では、犬をプールで泳がせる機会もあるかもしれませんが、プールの近くに

犬だけ残して行くのは注意が必要です。喜んで水に入る犬でも、プールに入った後、体力が続くまで水

遊びをしてしまい、プールからあがれなくなって溺れてしまうこともあるのだそうです。また、誤ってプール

に落ちてしまうということもあり、危険です。 

 水遊びは飼主と一緒に、安全に楽しく。今年の夏も、水も滴る良い男、ヒューゴのために、ドッグパーク

の池にテニスボールを投げ続けたいと思います。 

ワン！ダフル 

ヒューストン 

 「犬かき」という言葉もあるほ

どなので、どの犬も水が好き

で、水 辺 に 行 け ば 自 ら 水 に

入って上手に泳ぐのかと思え

ば、意外とそうではありませ

ん。今にも溺れてしまいそうな

フォームでもがきながら必死で

陸に上がる犬もいれば、そもそ

も水に入らず、足が濡れるのさ

え嫌がる犬もいます。 

川原志津香 
（家庭犬しつけインストラクター） 

我 

水に入りたがる犬もいれば、

入りたがらない犬も 

ヒューゴとルーシー、 

共にボールを見つめるばかり 

ヒューゴには泳ぎの個人

指導がつきました 

VOL.9 かなづち返上の水泳特訓 

今は池の真ん中まで 

すいすい 

ついに泳ぎました！ 

 2月25日（土）にブレアグローブのライスエピキュリアン・クッキングス

クールにおいて、「Bentoコンテスト ファイナルバトル」が開催されま

した。このコンテストは、日本の食文化をアメリカ人に紹介する事業の

一環として、在ヒューストン日本国総領事館が、株式会社サタケとライ

スエピキュリアン・クッキングスクールと共催したものです。 

 まず第一段階として1月11日から2月16日までの約1ヶ月間、自分で

作ったお弁当の写真をメールで提出してもらいました。応募作品に

は、キャラクターをかたどったかわいらしいお弁当が多かったのが印

象的でした。その中から日本人一名を含む6人が予選を通過し最終

バトルへとすすみました。 

 当日は、まず6人の作ったお弁当を紹

介し、それぞれの工夫点についてコメン

トして頂きました。続いてのファイナルバ

トルは、予め用意された食材を、用意さ

れたお弁当箱に詰めるという内容です。

６人は、約10分の時間制限の中、会場

いっぱいのお客さんに見守られながら、Bentoチャンピオン

を目指して真剣に食材をお弁当箱に詰めていきました。 

 できあがった6つのお弁当は、5人の審査員（サタケの直木純二郎

社長、ライスエピキュリアン・クッキングスクールよりSarah Augustineさ

ん、日米協会よりShree Kurelekarさん、JETAAよりJessica Parkerさ

ん、領事館より小出副領事）によって厳正に審査されチャンピオンを

決定しました。 

 審査の間、稲垣昌恵さんが山田裕子さんの通訳により、お弁当に

関するレクチャーを行いました。お弁当の基本から、詰め方、彩りの

工夫など、日本人でも知っているようで知らなかったお弁当の話を聞

くことができました。さらに、飾り切りの実演では、包丁と楊枝を巧み

に使って作られたカニの形のウィンナー、うさぎの形のりんご、ハート

型の卵などに、会場からは感嘆の声が上がっていました。 

 レクチャーの後、予選通過者の表彰とチャンピオンの発表となり、

賞状と記念品が渡されました。初代Bentoチャンピオンには予選で

「Most Comical賞」を受賞した大学生のDerek Yeungさんが輝きまし

た。コンテストが終了した後は、サタケのご厚意により提供いただいた

お米を使って、参加者全員でおにぎりを作り、楽しくおいしい日本文

化を体験していただき、日本食の安全性や多様な魅力について理

解を深めました。 

（佐藤暁子） 

 夫が2度目のヒューストン勤務となり、2か月遅れで日本から越して来たのは4

年前の6月。その数日後のことだった。早朝、出勤する夫を見送りあれこれ用

事をしているうちに玄関と裏口のドアが開かず、家の中に入れなくなった。鍵

を掛けないとロックされないはず、何度もドアノブをカチャカチャしたが、開か

ない。家の鍵は持っていないし携帯電話も夫の電話番号がわかる物もすべて

家の中。ご近所の知らないアメリカ人のお宅を訪ねる勇気もなく、最悪の場

合、夜 夫が帰宅するまで待つことになっても仕方がないと思った。しばらくし

て少し落ち着くと、この状況がどのように解決されていくのか楽しみにさえ感じ

られた。それから数時間、庭の落ち葉をかき集め、

掃除をして過ごした。喉は渇くし、お腹もすく。ガン

ガン照りつける強い日差しの中で、誰かが私の前を

通ってくれることを期待しながら掃除を続けていた。

すると、ついに救いの手がさしのべられた。向こうの

方から若い奥様風の女性が近付いてきてこのように声を掛けられた。 

女性：こんにちは、日本人の方ですか。この間、日本の引っ越し業者さんのダ

ンボール箱がガレージに置いてあるのを見かけたものですから。  

私：初めまして、先日日本から越して来ました。よろしくお願いいたします。  

女性：私は、一本向こうの通りのAと申します。今、そこの集合郵便受けに郵便

物を取りに来ましたら偶然お姿をお見かけしたのでご挨拶をと思いまして。こ

の暑い中、お庭のお掃除をなさっているのですか？ 

私：えっ？あっ、はい‥。  

Aさん：ご近所ですし、何かお困りのことがありましたら、いつでもご遠慮なく

おっしゃってくださいね。  

私：ありがとうございます。あのう、実は今困っていまして、朝から家に入れない

のです。 

Aさん：あら大変。それにしても随分落ち着いていらっしゃる。うちはすぐ近く

ですので一緒にいらっしゃいませんか。 
 
 というわけでAさんのお宅に向かって歩いていると、 
 
Aさん：よろしかったらご主人の会社まで車でお送りしましょうか？  

私：えっ？（Tシャツ、短パン、庭用サンダル、ノーメイク）それは、ちょっと‥。 

 無理だった。その後、Aさんのお宅で見せていただいた“商工会会員名

簿”から夫の勤務先電話番号がわかり、何とか夫に連絡がついた。そんなこ

んなで、ロックアウトから約6時間後、ようやく自宅に入ることができたのだっ

た。日本から越して来て最初の出会いはきちんと挨

拶するどころか予想外の情けないものになってし

まったが、親切にしてくださったAさんには心の中で

いつも感謝している。 
  

 ここで私が関わっているあるグループの紹介をさせていただきたい。私が

ヒューストンにおける2度の駐在生活の中で1回も休まず続けているのが

“ジャパニーズレディスコーラス”でのピアノ伴奏。このグループは、1979年に

ナーシングホームへの訪問を目的として始められ、以来、ディレクターの仲

本達子先生が献身的に支えておられる。メンバーは、ヒューストン在住の婦

人達で、歌うことを通して“日本とアメリカの小さな架け橋”となっている。活動

は、定例のナーシングホームへの訪問、ジャパンフェスティバルでの出演。

その他、昨年度は震災復興支援コンサートにも参加し、合計11回の公演を

行った。現在は、Houston First Baptist 教会で火曜日の12時～2時、ひと月

に2、3回の練習をしている。歌やピアノ伴奏に興味がある方、ご見学、ご入

会は大歓迎！  

 
 

駐妻のヒューストン日記  

第91回 春田澄子さん 

Masaoさん作 

Nancyさん作 

Devonさん作 

Kennyさん作 

優勝作品 
Derekさん作 

講師の稲垣昌恵さん 

Brentさん作 

お弁当箱に食材を詰める最終バトル。左から老田さん、Kennyさん、Brentさん、

審査員のParkerさん、Devenさん、Derekさん、Nancy（Yunn-Hwa）さん 

Bentoコンテスト・最 終
ファイナル

バトル 
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2012年 第1回 

宇宙セミナー 
開催 

 

月に住もう！ 

未来の月面宇宙生活  

商工会では、昨年度に開催

して皆様から大変ご好評を

いた だきました宇 宙セミ

ナーをJAXAの協力を得て

本年度も引き続き開催する

こととしました。 

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！ 

 続いて行われた小学部・中学部（34名・18名 

欠席者含む）の卒業証書授与においては、ど

の生徒も年長らしく立派な態度で臨んでいまし

た。現地校と補習校の両立は本当に大変だっ

たでしょう。保護者の

方にとって、毎週末

の送迎は負担になる

時もあったでしょう。

また、各先生方も毎

週の授業の準備に

追われる事もあった

で し ょ う。そ ん な 本

人・関係者の努力が

あって、この良き日を

迎えた事は素晴らし

い 事 で す。そ ん な

様々な苦労を乗り越

えて卒業を迎えた事

を誇りに、生徒たち

は胸を張って生きて

いって欲しいと願わ

ず に は い ら れ ま せ

ん。 

 式ではまた、幼稚園部から高校三年まで在籍

し、遂に巣立っていく星子花さん・星子咲さんの

双子姉妹のご紹介がありました（幼稚園部の補

助教員としてご活躍されたお姉さんを入れて、

三姉妹で卒業、という事になりますね）。誰よりも

長く補習校で頑張ってきたお二人。万雷の拍手

に恥ずかしそうな笑顔を浮かべて手を振る姿を

ご覧になった親御さんの感動はいかばかりだっ

たでしょうか。 
 

 学校長式辞では、中島校長先生から、卒園・

卒業生へのはなむけの言葉として、「3つの期

待」というお話がありました。ご来賓を代表して山

本総領事からも激励のお言葉を頂きました。 

 続いて行われた離任式では、

3年間の任期を終えられた中島

校長とのお別れがありました。

前田運営委員長からのお言葉

にもあったように、旅行もせず、

家と学校と大道さんの往復の毎

日を送られ、常に「世界一の補

習校」を目指し、生徒と学校の

事だけを考え続けておられた三

年間でした。節目節目の先生の

ご挨拶はいつも短いけれど生

徒への想いが溢れていて、感

動的でした。感極まった時には

いつも「よく頑張った！」とおっ

しゃるのが口癖でした。石川県

に帰られても、いつまでもお元

気でご活躍される事を祈念致し

ます。僭越ではありますが、筆

者からも中島校長先生に一言

「よく頑張った！」と申し上げたいと思います。 
 
 年度末に日本に帰国する生徒もおり、幾多の

別れがある一方、新年度には新たな出会いがあ

ります。そうやって綿々と続いていくのが人生な

のでしょう。卒業生諸君は過去を振り返るばかり

でなく、上と前を向いて力強く歩んで行って欲し

いと思います。卒業生の皆さん、保護者の皆

様、本当におめでとうございました！ 

       （文責：補習校運営委員会） 

Showing  

apan 

 

東日本大震災復興支援  

雛祭りチャリティー茶会 

昨年3月11日の大震災から、早1年。被災地で

は復興の見通しもいまだにつかず、まだまだ

支援を必要としております。一周年を機に、3

月3日のお雛様の日、チャリティーお茶会を

ショーイングジャパンと日本語補習校の共催

で、ウェストチェスター校舎図書館にて開催

する運びとなりました。 

 去る2012年3月17日に、ヒューストン日本語

補習校の第40回卒園・卒業式、離任式が行

われました。 
 
 開式の辞の後、日米各国歌を斉唱してか

ら、まずは卒園児童への卒園証書授与が行

われました。47名の卒園生は、思い思いの服

に身を包み、名前を呼ばれると一人一人がき

ちんと返事をし、一年間の成長をしっかりと見

せてくれました。小学部に進学しても、元気に

明るく育って欲しいものです。 

さよなら、友よ 

る1月19日（木）に第1回宇宙セミナーを開催しました。21名

の参加者を迎え、先ずNASAジョンソン宇宙センター（JSC）

内にある宇宙飛行士訓練施設と国際宇宙ステーション

（ISS）運用管制室を見学。今回はNASAの特別な御好意により、宇宙飛

行士訓練用モックアップを傍で見学できるよう重点的にツアーを設定し

ました。日本実験棟「きぼう」のモックアップ内に入っての見学のほか、ロ

シアのソユーズ宇宙船（現在ISSへ宇宙飛行士を運ぶ唯一の宇宙船）と

NASAが開発中の次期有人宇宙船ORIONを比較しての見学、次期有

人宇宙探査ミッションのためにNASAが研究開発を進めている有人探査

ローバーの実機モデルの見学など、普段見ることができない施設を十分

に満喫していただきました。そして訓練中の大西宇宙飛行士がサプライ

ズで登場し、参加者全員で記念写真の撮影など行いました。 
 その後、JAXAヒューストン事務所に移動し、JAXA山上所長代理から

これまでのISS／きぼう利用実験の成果やISSの新しい役割（有人宇宙

技術のテストベッド）、将来の有人宇宙探査計画について紹介。それを

踏まえ、参加者全員で「未来の宇宙開発利用のアイデア」についてフ

リーディスカッションをしました。月面有人施設の建設というターゲットを

決め、必要とされる具体的な有人宇宙技術の開発を本格的に進めてい

くアイデアや、「きぼう」での利用実験の成果を益々発展させ、新薬開発

等の医療技術発展に貢献していくアイデアなど、将来の宇宙開発利用

を思い描いての楽しい意見交換の場となりました。 

去 
ヒューストン日本語補習校  

卒園・卒業式  

2012年 第２回 

宇宙セミナー 
開催 

当日はお天気にも恵まれて、沢山の方々が来て下さいました。補

習校の保護者の方々を始め、現地の方々も思ったより多く、一年前

の大震災を忘れずに関心を寄せて下さっていると感じました。中島

校長先生から、今回のチャリティーの意義と復興支援ご協力への感

謝の意を表する素晴らしいご挨拶も頂きました。 

会場には、華道部による生け花あり、お雛様の七段飾りもありで、

お雛様のお茶会らしく華やかなものとなりました。お茶室の床の間に

は春らしい桃の花と菜の花、今がさかりのツツジの花。お軸は、お雛

様の絵に「素直に、優しく、健やかに」と書かれた色紙を掛けさせて

頂きました。お茶席では、希望者の方にお客様として畳に入って頂

き、椅子席も毎回いっぱいになりました。そして４回のお茶席の終了

後、お忙しい中、職員会議を終えて来て下さった中島校長先生他、

先生達と成功をかみしめての最後のもう一席も楽しいものになりまし

た。裏方は大変でしたが、いつもの事ながら、お手伝い下さった皆さ

んが適材適所で楽しく和やかに気持ち良く働いて下さる姿には感心

するばかりでした。お茶席のお菓子の生八つ橋とお干菓子も好評で

したし、ベークセールのカステラなどの手作りお菓子も大人気で完売

しました。 

そして、現地の方々も伝統的日本文化の茶道に興味を持って熱

心に見て下さいました。メンバーの一人方が現地のお友達から後日

頂いたメールで「茶道の根本にある考え方（理念）の“清寂”の意味、

大切さを学んだ」という感想を頂いたそうです。現地の方にそこまで

感じ入って頂けたとは感激です。裏千家お家元大宗匠が提唱されて

いる「一椀からピースフルネスを」という茶道を通して平和を祈る心、

｢和敬清寂｣の心が、少しでも伝えられたのではと思います。 

皆様から頂いたご寄付は、総領事館から日本赤十字社を通じて

被災地に送られる事になりました。被災地の復興を願って、今後も微

力ながらも私たちができる事として、このような活動を続けていけたら

と思っております。ご協力下さった皆様に心より感謝申し上げます。 
 

（ショーイングジャパン茶道部 田村長子） 
 

月26日（日）、清々しい青空の下、「月に住もう！未来の月面

宇宙生活」をテーマに、スペースセンターヒューストンにて、75
名の参加者を迎え、第2回宇宙セミナーを開催しました。 

 午前中は、NASAジョンソン宇宙センター（JSC）の施設見学ツアーと

して、JAXA山上所長代理の案内により、国際宇宙ステーション（ISS）

運用管制室、宇宙飛行士訓練施設、並びにロケットパークを見学。ISS
運用管制室では、厳しい訓練を受けたISS管制要員が365日24時間体

制で行う業務内容について説明。その後、宇宙飛行士訓練施設に移

動すると、昨年11月にISSから帰還したばかりの古川宇宙飛行士がサ

プライズゲストとして登場。この施設で行われる訓練内容や、ご自身が

実際にこのモックアップを使った訓練を受けてISSへ搭乗したことを紹

介。そして参加者全員との記念撮影にも笑顔で応じてくれました。最後

に訪れたのはロケットパーク。

今回のセミナーテーマである

「月」に初めて人類が降り立っ

たアポロ計画と、そのために作

られた史上最大のロケット「サ

ターンVロケット」についての説

明がありました。 
 午後は、山上所長代理による

全員参加のクイズ大会「月につ

いて知ってる？」のあと、今回

のメインイベントである水野所

長代理による「月に行くため、

住むための技術」について講

演がありました。地球から遠く

離れた月に行くためや、住むた

めに必要となる技術について

分かりやすく説明、いつになっ

たら月に行けるの？住めるの？

という疑問に答える形で、世界

の宇宙機関が進める月探査計

画の最新情報について紹介があり、未来の月計画に夢を膨らませた講

演会となりました。 
 

（次回の第3回宇宙セミナーは、5月下旬を計画しております） 

2



2012年 第1回 

宇宙セミナー 
開催 

 

月に住もう！ 

未来の月面宇宙生活  

商工会では、昨年度に開催

して皆様から大変ご好評を

いた だきました宇 宙セミ

ナーをJAXAの協力を得て

本年度も引き続き開催する

こととしました。 

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！ 

 続いて行われた小学部・中学部（34名・18名 

欠席者含む）の卒業証書授与においては、ど

の生徒も年長らしく立派な態度で臨んでいまし

た。現地校と補習校の両立は本当に大変だっ

たでしょう。保護者の

方にとって、毎週末

の送迎は負担になる

時もあったでしょう。

また、各先生方も毎

週の授業の準備に

追われる事もあった

で し ょ う。そ ん な 本

人・関係者の努力が

あって、この良き日を

迎えた事は素晴らし

い 事 で す。そ ん な

様々な苦労を乗り越

えて卒業を迎えた事

を誇りに、生徒たち

は胸を張って生きて

いって欲しいと願わ

ず に は い ら れ ま せ

ん。 

 式ではまた、幼稚園部から高校三年まで在籍

し、遂に巣立っていく星子花さん・星子咲さんの

双子姉妹のご紹介がありました（幼稚園部の補

助教員としてご活躍されたお姉さんを入れて、

三姉妹で卒業、という事になりますね）。誰よりも

長く補習校で頑張ってきたお二人。万雷の拍手

に恥ずかしそうな笑顔を浮かべて手を振る姿を

ご覧になった親御さんの感動はいかばかりだっ

たでしょうか。 
 

 学校長式辞では、中島校長先生から、卒園・

卒業生へのはなむけの言葉として、「3つの期

待」というお話がありました。ご来賓を代表して山

本総領事からも激励のお言葉を頂きました。 

 続いて行われた離任式では、

3年間の任期を終えられた中島

校長とのお別れがありました。

前田運営委員長からのお言葉

にもあったように、旅行もせず、

家と学校と大道さんの往復の毎

日を送られ、常に「世界一の補

習校」を目指し、生徒と学校の

事だけを考え続けておられた三

年間でした。節目節目の先生の

ご挨拶はいつも短いけれど生

徒への想いが溢れていて、感

動的でした。感極まった時には

いつも「よく頑張った！」とおっ

しゃるのが口癖でした。石川県

に帰られても、いつまでもお元

気でご活躍される事を祈念致し

ます。僭越ではありますが、筆

者からも中島校長先生に一言

「よく頑張った！」と申し上げたいと思います。 
 
 年度末に日本に帰国する生徒もおり、幾多の

別れがある一方、新年度には新たな出会いがあ

ります。そうやって綿々と続いていくのが人生な

のでしょう。卒業生諸君は過去を振り返るばかり

でなく、上と前を向いて力強く歩んで行って欲し

いと思います。卒業生の皆さん、保護者の皆

様、本当におめでとうございました！ 

       （文責：補習校運営委員会） 
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東日本大震災復興支援  

雛祭りチャリティー茶会 

昨年3月11日の大震災から、早1年。被災地で

は復興の見通しもいまだにつかず、まだまだ

支援を必要としております。一周年を機に、3

月3日のお雛様の日、チャリティーお茶会を

ショーイングジャパンと日本語補習校の共催

で、ウェストチェスター校舎図書館にて開催

する運びとなりました。 

 去る2012年3月17日に、ヒューストン日本語

補習校の第40回卒園・卒業式、離任式が行

われました。 
 
 開式の辞の後、日米各国歌を斉唱してか

ら、まずは卒園児童への卒園証書授与が行

われました。47名の卒園生は、思い思いの服

に身を包み、名前を呼ばれると一人一人がき

ちんと返事をし、一年間の成長をしっかりと見

せてくれました。小学部に進学しても、元気に

明るく育って欲しいものです。 

さよなら、友よ 

る1月19日（木）に第1回宇宙セミナーを開催しました。21名

の参加者を迎え、先ずNASAジョンソン宇宙センター（JSC）

内にある宇宙飛行士訓練施設と国際宇宙ステーション

（ISS）運用管制室を見学。今回はNASAの特別な御好意により、宇宙飛

行士訓練用モックアップを傍で見学できるよう重点的にツアーを設定し

ました。日本実験棟「きぼう」のモックアップ内に入っての見学のほか、ロ

シアのソユーズ宇宙船（現在ISSへ宇宙飛行士を運ぶ唯一の宇宙船）と

NASAが開発中の次期有人宇宙船ORIONを比較しての見学、次期有

人宇宙探査ミッションのためにNASAが研究開発を進めている有人探査

ローバーの実機モデルの見学など、普段見ることができない施設を十分

に満喫していただきました。そして訓練中の大西宇宙飛行士がサプライ

ズで登場し、参加者全員で記念写真の撮影など行いました。 
 その後、JAXAヒューストン事務所に移動し、JAXA山上所長代理から

これまでのISS／きぼう利用実験の成果やISSの新しい役割（有人宇宙

技術のテストベッド）、将来の有人宇宙探査計画について紹介。それを

踏まえ、参加者全員で「未来の宇宙開発利用のアイデア」についてフ

リーディスカッションをしました。月面有人施設の建設というターゲットを

決め、必要とされる具体的な有人宇宙技術の開発を本格的に進めてい

くアイデアや、「きぼう」での利用実験の成果を益々発展させ、新薬開発

等の医療技術発展に貢献していくアイデアなど、将来の宇宙開発利用

を思い描いての楽しい意見交換の場となりました。 

去 
ヒューストン日本語補習校  

卒園・卒業式  

2012年 第２回 

宇宙セミナー 
開催 

当日はお天気にも恵まれて、沢山の方々が来て下さいました。補

習校の保護者の方々を始め、現地の方々も思ったより多く、一年前

の大震災を忘れずに関心を寄せて下さっていると感じました。中島

校長先生から、今回のチャリティーの意義と復興支援ご協力への感

謝の意を表する素晴らしいご挨拶も頂きました。 

会場には、華道部による生け花あり、お雛様の七段飾りもありで、

お雛様のお茶会らしく華やかなものとなりました。お茶室の床の間に

は春らしい桃の花と菜の花、今がさかりのツツジの花。お軸は、お雛

様の絵に「素直に、優しく、健やかに」と書かれた色紙を掛けさせて

頂きました。お茶席では、希望者の方にお客様として畳に入って頂

き、椅子席も毎回いっぱいになりました。そして４回のお茶席の終了

後、お忙しい中、職員会議を終えて来て下さった中島校長先生他、

先生達と成功をかみしめての最後のもう一席も楽しいものになりまし

た。裏方は大変でしたが、いつもの事ながら、お手伝い下さった皆さ

んが適材適所で楽しく和やかに気持ち良く働いて下さる姿には感心

するばかりでした。お茶席のお菓子の生八つ橋とお干菓子も好評で

したし、ベークセールのカステラなどの手作りお菓子も大人気で完売

しました。 

そして、現地の方々も伝統的日本文化の茶道に興味を持って熱

心に見て下さいました。メンバーの一人方が現地のお友達から後日

頂いたメールで「茶道の根本にある考え方（理念）の“清寂”の意味、

大切さを学んだ」という感想を頂いたそうです。現地の方にそこまで

感じ入って頂けたとは感激です。裏千家お家元大宗匠が提唱されて

いる「一椀からピースフルネスを」という茶道を通して平和を祈る心、

｢和敬清寂｣の心が、少しでも伝えられたのではと思います。 

皆様から頂いたご寄付は、総領事館から日本赤十字社を通じて

被災地に送られる事になりました。被災地の復興を願って、今後も微

力ながらも私たちができる事として、このような活動を続けていけたら

と思っております。ご協力下さった皆様に心より感謝申し上げます。 
 

（ショーイングジャパン茶道部 田村長子） 
 

月26日（日）、清々しい青空の下、「月に住もう！未来の月面

宇宙生活」をテーマに、スペースセンターヒューストンにて、75
名の参加者を迎え、第2回宇宙セミナーを開催しました。 

 午前中は、NASAジョンソン宇宙センター（JSC）の施設見学ツアーと

して、JAXA山上所長代理の案内により、国際宇宙ステーション（ISS）

運用管制室、宇宙飛行士訓練施設、並びにロケットパークを見学。ISS
運用管制室では、厳しい訓練を受けたISS管制要員が365日24時間体

制で行う業務内容について説明。その後、宇宙飛行士訓練施設に移

動すると、昨年11月にISSから帰還したばかりの古川宇宙飛行士がサ

プライズゲストとして登場。この施設で行われる訓練内容や、ご自身が

実際にこのモックアップを使った訓練を受けてISSへ搭乗したことを紹

介。そして参加者全員との記念撮影にも笑顔で応じてくれました。最後

に訪れたのはロケットパーク。

今回のセミナーテーマである

「月」に初めて人類が降り立っ

たアポロ計画と、そのために作

られた史上最大のロケット「サ

ターンVロケット」についての説

明がありました。 
 午後は、山上所長代理による

全員参加のクイズ大会「月につ

いて知ってる？」のあと、今回

のメインイベントである水野所

長代理による「月に行くため、

住むための技術」について講

演がありました。地球から遠く

離れた月に行くためや、住むた

めに必要となる技術について

分かりやすく説明、いつになっ

たら月に行けるの？住めるの？

という疑問に答える形で、世界

の宇宙機関が進める月探査計

画の最新情報について紹介があり、未来の月計画に夢を膨らませた講

演会となりました。 
 

（次回の第3回宇宙セミナーは、5月下旬を計画しております） 
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が家のウェルシュ・コーギーのシャーリは、水があまり好きではなく、散歩に行こうかと声をかけ

て大喜びで玄関まで走って行っても、ドアを開けて外が雨だと、散歩には行きたいけれど雨に

濡れるのは嫌だと出かけるのを躊躇するタイプです。犬用のプールで泳がせてみたときには

短い足でも犬かきができることを披露してくれましたし、促せば海にも川にも入るのですが、嬉

しそうな顔はしません。 

 もう１頭のベルジアン・タービュレンのヒューゴは、特に水が好きでも嫌いでもないタイプでした。子犬の

頃から雨の日の散歩も平気で出かけていましたし、濡れることに神経質なところもありませんでした。それ

でも、富士五湖に出かけて水遊びをしても、ヒューストンに引っ越して来てドッグパークの池で遊んでも、

足がつく範囲でまではざぶざぶと水に入るのですが、泳ぐ姿は見たことがありませんでした。 

 ドッグパークの池ですいすいと泳ぐ犬の姿を見て羨ましく思い、ヒューゴに水泳の特訓をすることにしま

した。大好きなテニスボールを、池の真ん中の足がつかないところへ投げて取りに行かせようとしました

が、ボールが遠くに行ってしまうと、足がとどくところまで水に入って、そこからただ見つめるばかり。そのう

ち泳ぎ上手な他の犬がボールを回収してくれて、ヒューゴが得意げにそれを持ち帰るという繰り返しで、

これでは一向に泳げるようになりません。 

 ちょうどヒューゴと水泳特訓をしているときに、ルーシーという犬の飼主も一生懸命ルーシーを泳がせよ

うとしていました。「少し太り気味だから泳ぐのは身体に良いと思うの」というのが泳がせたい理由でした。

どちらが早く泳げるようになるかなと言いながら、待ち合わせて一緒に遊びながら頑張れ頑張れとお互い

の犬が水に入るのを応援していると、他にも、泳げるようにしたいという犬の飼主が声をかけて来て、意外

と泳げない、または泳がない犬が多いことも分かりました。自分の犬も泳がなかったけれど、泳げるように

したという人が、自信を持ってヒューゴの水泳指導を買って出てくれたりもしました。 

 水泳特訓の甲斐あって、１−２ヶ月でヒューゴは水しぶきもあげずにすいすいと泳げるようになりました。

気がつけば、ルーシーも泳げるようになっていました。泳いできなさい、といきなり水に放り投げるスパル

タ方式ではなく、自分のペースで少しずつ水に慣らして、楽しく水辺で遊べるようにしていったのが良

かったのでしょう。自信を持って池の真ん中にまでボールを追いかけていくようになりました。 

 泳げるようになったことで、どのようなメリット、デメリットがあるでしょうか？メリットとしては、暑い季節でも

上手にクールダウンができるようになりました。走り回って暑くなると、池に入って遊んで体温を下げること

ができるので、熱中症の心配をせずに遊ばせることができるようになりました。また、泳ぐことで全身運動

ができ、身体ががっしりして筋肉がつきました。一方で、泳ぐのが大好きになって、池の水が汚れていると

きでもお構いなしに水に入るようになり、ドッグパークに行くたびに、シャンプーが必要になりました。ま

た、ヒューストンとはいえ真冬の寒い時期でも池に入って行き、飼主をひやひやさせるほどになりました。

それでも、ヒューゴにとってはメリットの方が大きいので、泳げるようになって良かったと思っています。 

 うちの犬にも泳げるようになってほしい、という方は、無理矢理水に入れるのではなく、大好きなオモ

チャで遊んだり、美味しいオヤツをあげたりしながら、水に入るように誘い、楽しいこと、美味しいことと結

びつけて水に慣らしてみてください。いきなり水に放り込まれてしまうと、トラウマになってしまい、泳ぐどこ

ろか水に近づかなくなってしまったという話もよく聞きます。犬にも心の準備をさせてあげましょう。 

 ご自宅にプールのあるお宅では、犬をプールで泳がせる機会もあるかもしれませんが、プールの近くに

犬だけ残して行くのは注意が必要です。喜んで水に入る犬でも、プールに入った後、体力が続くまで水

遊びをしてしまい、プールからあがれなくなって溺れてしまうこともあるのだそうです。また、誤ってプール

に落ちてしまうということもあり、危険です。 

 水遊びは飼主と一緒に、安全に楽しく。今年の夏も、水も滴る良い男、ヒューゴのために、ドッグパーク

の池にテニスボールを投げ続けたいと思います。 

ワン！ダフル 

ヒューストン 

 「犬かき」という言葉もあるほ

どなので、どの犬も水が好き

で、水 辺 に 行 け ば 自 ら 水 に

入って上手に泳ぐのかと思え

ば、意外とそうではありませ

ん。今にも溺れてしまいそうな

フォームでもがきながら必死で

陸に上がる犬もいれば、そもそ

も水に入らず、足が濡れるのさ

え嫌がる犬もいます。 

川原志津香 
（家庭犬しつけインストラクター） 

我 

水に入りたがる犬もいれば、

入りたがらない犬も 

ヒューゴとルーシー、 

共にボールを見つめるばかり 

ヒューゴには泳ぎの個人

指導がつきました 

VOL.9 かなづち返上の水泳特訓 

今は池の真ん中まで 

すいすい 

ついに泳ぎました！ 

 2月25日（土）にブレアグローブのライスエピキュリアン・クッキングス

クールにおいて、「Bentoコンテスト ファイナルバトル」が開催されま

した。このコンテストは、日本の食文化をアメリカ人に紹介する事業の

一環として、在ヒューストン日本国総領事館が、株式会社サタケとライ

スエピキュリアン・クッキングスクールと共催したものです。 

 まず第一段階として1月11日から2月16日までの約1ヶ月間、自分で

作ったお弁当の写真をメールで提出してもらいました。応募作品に

は、キャラクターをかたどったかわいらしいお弁当が多かったのが印

象的でした。その中から日本人一名を含む6人が予選を通過し最終

バトルへとすすみました。 

 当日は、まず6人の作ったお弁当を紹

介し、それぞれの工夫点についてコメン

トして頂きました。続いてのファイナルバ

トルは、予め用意された食材を、用意さ

れたお弁当箱に詰めるという内容です。

６人は、約10分の時間制限の中、会場

いっぱいのお客さんに見守られながら、Bentoチャンピオン

を目指して真剣に食材をお弁当箱に詰めていきました。 

 できあがった6つのお弁当は、5人の審査員（サタケの直木純二郎

社長、ライスエピキュリアン・クッキングスクールよりSarah Augustineさ

ん、日米協会よりShree Kurelekarさん、JETAAよりJessica Parkerさ

ん、領事館より小出副領事）によって厳正に審査されチャンピオンを

決定しました。 

 審査の間、稲垣昌恵さんが山田裕子さんの通訳により、お弁当に

関するレクチャーを行いました。お弁当の基本から、詰め方、彩りの

工夫など、日本人でも知っているようで知らなかったお弁当の話を聞

くことができました。さらに、飾り切りの実演では、包丁と楊枝を巧み

に使って作られたカニの形のウィンナー、うさぎの形のりんご、ハート

型の卵などに、会場からは感嘆の声が上がっていました。 

 レクチャーの後、予選通過者の表彰とチャンピオンの発表となり、

賞状と記念品が渡されました。初代Bentoチャンピオンには予選で

「Most Comical賞」を受賞した大学生のDerek Yeungさんが輝きまし

た。コンテストが終了した後は、サタケのご厚意により提供いただいた

お米を使って、参加者全員でおにぎりを作り、楽しくおいしい日本文

化を体験していただき、日本食の安全性や多様な魅力について理

解を深めました。 

（佐藤暁子） 

 夫が2度目のヒューストン勤務となり、2か月遅れで日本から越して来たのは4

年前の6月。その数日後のことだった。早朝、出勤する夫を見送りあれこれ用

事をしているうちに玄関と裏口のドアが開かず、家の中に入れなくなった。鍵

を掛けないとロックされないはず、何度もドアノブをカチャカチャしたが、開か

ない。家の鍵は持っていないし携帯電話も夫の電話番号がわかる物もすべて

家の中。ご近所の知らないアメリカ人のお宅を訪ねる勇気もなく、最悪の場

合、夜 夫が帰宅するまで待つことになっても仕方がないと思った。しばらくし

て少し落ち着くと、この状況がどのように解決されていくのか楽しみにさえ感じ

られた。それから数時間、庭の落ち葉をかき集め、

掃除をして過ごした。喉は渇くし、お腹もすく。ガン

ガン照りつける強い日差しの中で、誰かが私の前を

通ってくれることを期待しながら掃除を続けていた。

すると、ついに救いの手がさしのべられた。向こうの

方から若い奥様風の女性が近付いてきてこのように声を掛けられた。 

女性：こんにちは、日本人の方ですか。この間、日本の引っ越し業者さんのダ

ンボール箱がガレージに置いてあるのを見かけたものですから。  

私：初めまして、先日日本から越して来ました。よろしくお願いいたします。  

女性：私は、一本向こうの通りのAと申します。今、そこの集合郵便受けに郵便

物を取りに来ましたら偶然お姿をお見かけしたのでご挨拶をと思いまして。こ

の暑い中、お庭のお掃除をなさっているのですか？ 

私：えっ？あっ、はい‥。  

Aさん：ご近所ですし、何かお困りのことがありましたら、いつでもご遠慮なく

おっしゃってくださいね。  

私：ありがとうございます。あのう、実は今困っていまして、朝から家に入れない

のです。 

Aさん：あら大変。それにしても随分落ち着いていらっしゃる。うちはすぐ近く

ですので一緒にいらっしゃいませんか。 
 
 というわけでAさんのお宅に向かって歩いていると、 
 
Aさん：よろしかったらご主人の会社まで車でお送りしましょうか？  

私：えっ？（Tシャツ、短パン、庭用サンダル、ノーメイク）それは、ちょっと‥。 

 無理だった。その後、Aさんのお宅で見せていただいた“商工会会員名

簿”から夫の勤務先電話番号がわかり、何とか夫に連絡がついた。そんなこ

んなで、ロックアウトから約6時間後、ようやく自宅に入ることができたのだっ

た。日本から越して来て最初の出会いはきちんと挨

拶するどころか予想外の情けないものになってし

まったが、親切にしてくださったAさんには心の中で

いつも感謝している。 
  

 ここで私が関わっているあるグループの紹介をさせていただきたい。私が

ヒューストンにおける2度の駐在生活の中で1回も休まず続けているのが

“ジャパニーズレディスコーラス”でのピアノ伴奏。このグループは、1979年に

ナーシングホームへの訪問を目的として始められ、以来、ディレクターの仲

本達子先生が献身的に支えておられる。メンバーは、ヒューストン在住の婦

人達で、歌うことを通して“日本とアメリカの小さな架け橋”となっている。活動

は、定例のナーシングホームへの訪問、ジャパンフェスティバルでの出演。

その他、昨年度は震災復興支援コンサートにも参加し、合計11回の公演を

行った。現在は、Houston First Baptist 教会で火曜日の12時～2時、ひと月

に2、3回の練習をしている。歌やピアノ伴奏に興味がある方、ご見学、ご入

会は大歓迎！  

 
 

駐妻のヒューストン日記  

第91回 春田澄子さん 

Masaoさん作 

Nancyさん作 

Devonさん作 

Kennyさん作 

優勝作品 
Derekさん作 

講師の稲垣昌恵さん 

Brentさん作 

お弁当箱に食材を詰める最終バトル。左から老田さん、Kennyさん、Brentさん、

審査員のParkerさん、Devenさん、Derekさん、Nancy（Yunn-Hwa）さん 

Bentoコンテスト・最 終
ファイナル

バトル 
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 今年のスピーチコンテスト

州大会は開催日が昨年の

東日本大震災から一年目に

あたる前日ということで、大

会開始に先立ち参加者一

同が一分間の黙とうを震災

被害者に捧げることから始ま

りました。また大会終了後の

休憩時間では在日本総領

事館のご厚意により東日本

大震災後の復興の様子を収

録したビデオが放映され、

大会参加者と共に改めて震災と復興について考える時間

を共有できたことは日本語学習者にとっても有意義であっ

たと思います。 
 
 今年の大会では次の2つの点に改善がみられました。 
1) 詩の暗唱部門は2つの独立した部門からレベル別を維

持しながら1つの部門にまとめられ発表時間に余

裕ができたこと。従って

詩の暗唱部門ではより高

いレベルを持つ学習者

の出場が求められ、この

部門のレベル向上がみ

られたこと。 
2) 1つ目の点に関連し発

表時間に余裕ができたこ

とで、社会人部門を独立

させ、日本語の永久学

習者にも日本語スピー

チの機会を提供できるよ

うになったこと。 
 
 こうした改善により、スピーチ部

門の出場資格の幅が広くなり、日

本語学習が広い層にわたって普

及する契機になれば、と期待しま

す。テキサス州の教育予算は毎年

削減され、各学校地区における日

本語プログラムも縮小を余儀なくさ

れている状況で、日本語を学習す

る生徒学生が一般社会人の日本

語の発表を聞き、自分たちの将来

に希望を抱いて日本語学習を継

続することが日本語プログラムの

継続につながるのでは、と希望し

ます。いずれの部門の発表にも日

ごろの学習の努力と成果が表れ、

心に残る発表でした。こうした発表

の機会を維持していくためにも、

日本語教師及び教育者は生徒の

指導に、そして日本語教育の推

進と普及にさらなる努力を続けて

参ります。 
 
 今年のテキサス州日本語スピー

チコンテストはヒューストン日米協

会と在ヒューストン日本国総領事

館が共催し、ヒューストン日本人

会、ヒューストン商工会、テキサス

州日本語教師会の多大な協力の

もと開催されました。毎年回を重↗

↘ねる毎にレベルの向上が見られ

ますが、今年の課題詩部門の競技

では甲乙つけがたいほどの優秀な

日本語学習者が参加しました。3月

は米国州内で日本語スピーチコン

テストが開催され6月開催の高校ス

ピーチ部門ロスアンゼルス全米大

会への出場者が選抜されます。全

米大会で選抜される上位入賞者は

日本で開催される世界大会、外国

人による日本語弁論大会へ出場し

ます。 
  

 大会後のスピーチコンテスト授賞式及びレセプションはラ

イス大学内ベーカー研究所ベーカーホールに於いて、山

本在ヒューストン日本国総領事ご参席のもと開催されまし

た。昨年同様、本年度もヒューストン日本人会からは日本

人会奨学金千ドルが第3部高校スピーチ全米大会出場者

選考部門の1位入賞者に授与されました。この奨学金の設

立者をはじめ、日本人会

会長、日本人会関係者

の皆様の温かいご支援

に心から感謝申し上げま

す。ヒューストン日米協

会から日本行き往復航

空券が第4部門（大学の

部）の1位入賞者に授与

されました。ヒューストン

日米協会会長、関係者

の皆様の温かいご支援

とご理解に改めてお礼

申し上げます。本年度は

三菱ヒューストン支社をはじめとする各社、各団体の方々

から資金面を始め、多大なご協力、ご理解とご支援を賜り

ましたこと改めまして心より感謝申し上げます。また各団体

ボランティアの皆様からの多大なるご協力に深くお礼申し

あげます。今後ともさらなるご支援、ご協力を賜りますよう，

宜しくお願い申し上げます。 
 
 在ヒューストン日本国総領事館をはじめ、各団体を代表

する方々の審査により次の方々(左下コラム）が入賞されま

した。おめでとうございます。今後も継続して日本語と日本

文化を学習し、将来は日米両国の架け橋となって日米文

化の交流と相互理解に貢献できますよう心より祈念いたし

ます。また入賞された生徒学生のご家族、日本語教育に

携わる教師の皆さんの日々の努力とその成果に心からお

喜び申し上げます。おめでとうございます。 
 

佐藤裕子 
ライス大学人文学部外国語センター日本語科 

ヒューストン日米協会スピーチコンテスト委員会 

 

 

»第1部門初級 

1位 Joowon Lee (Berkner HS, Dallas)  
2位 Sonia Rivera (The Woodlands College Park, 
Houston )  
3位 Maricruz Flores-Carlos (Churchhill HS, San 
Antonio)   
»第1部門中級 

1位 Hayley Nelson (Johnson HS, San Antonio)  
2位 Annana  Anu, (Bellaire HS, Houston)  
3位 Silvia Zapata-Schleicher (Creekview HS, 
Dallas)  
»第2部門 

1位 Andrew Kim (Seven Lakes HS, Houston)  
2位 Francisco Ordaz, (Richardson HS, Dallas)  
3位 Lisa Trieu, (Richardson HS, Dallas)  
»第3部門 

1位 Errol Phalo (Bellaire HS, Houston)   
2位 Marlene Campos (Richardson HS, Dallas)  
3位 Jia Alexander (The Woodlands College Park, 
Houston)  
»第4部門 

1位 August Holdrich (Baylor University, Dallas)  
2位 RyanRedmond ( Texas A& M University, 
Houston )  
3位 Juliann Lee (University of Texas at Austin, 
Austin)   
»第5部門 

1位 Meagan Pimsler (College Station)  
2位 Jessica Parker (Houston) 
 
»日本人会奨学金 ($1,000)   
Errol Phalo, Bellaire HS, Houston 
»日本行き往復航空券 
August Holdrich, Baylor University, Dallas 
 
»大会HP 
http://www.jashouston.com/en/programs/japanese
-speech-contest/state-speech-contest  
»大会結果 
http://jashouston.com/en/programs/japanese-
speech-contest/23rd-annual-japanese-speech-
contest-results  

第23回 

テキサス州 

日本語スピーチコンテスト 

第23回テキサス州日本語スピーチコンテス

トが3月10日土曜日、ライス大学へリング

ホール(Herring Hall) に於いて開催されまし

た。2月に開催された地区予選（オースティ

ン、ヒューストン、ダラス、サンアントニ

オ）を勝ち抜いた地区大会上位入賞者が一堂

にヒューストンに参集し本選に臨みました。 

  入賞者 

前回の本城先生から引き継ぎまして、今月

号を担当する鈴木 玲と申します。日本では

消化器内科として、日々消化器癌等の診療・

研究に携わっておりました。現在、UT MD 
Anderson Cancer Center (postdoctoral fellow) 
にて、内視鏡（胃カメラ）を用いた新規の診断・

治療法の開発に携わっております。 

ところで皆さん、かのマリリン・モンローが胆

石持ちで、開腹手術を受けていた事を御存知

でしょうか？彼女のお腹には手術の痕が残っ

ており、本人は手術前に大分抵抗したとかしな

いとか。現在では腹腔鏡を用いて、「傷の小さ

な手術」が可能となっておりますが、美容のた

めには傷が無いに越したことはありません。今

回は消化器内科医の立場から「傷を残さない

治療」について、最新の話題を提供させて頂

きます。 
 
2005年頃より傷（Scar）を残さない（No）治療

法を確立すべく、「NOSCAR」という研究プロ

ジェクトが、ここ米国で起こりました。治療法は

総称して‘Natural Orifice Translumenal Endo-
scopic Surgery (NOTES)’。横文字ばかりにな

りましたが「内視鏡を、胃腸や膀胱等の生来人

間に備わった管状の臓器経由でお腹の中へ

入れ、内視鏡治療を行う」事を指します。具体

例を挙げますと、1）胃の中へ内視鏡を入れ、

2）胃の壁に小さな穴を開け、3）お腹の中（腹

腔）へ内視鏡を挿入し、4）胆嚢や虫垂を切除

する、という手順になります。 
メリットとして、ⅰ）体の表面に傷が残らな

い、ⅱ）手術中や手術後の合併症が少ない、

ⅲ）退院が早い、が挙げられます。適応疾患は

胆石、虫垂炎等の消化器疾患から、子宮筋

腫、前立腺癌と多岐にわたり、良いこと尽くめ

で夢のある話ですが、様々な問題点（主に手

技の煩雑さ）があり臨床応用は制限されている

のが現状です。今後、一層の研究が必要です

が、何時の日か体に傷を残さずに手術を受け

られる日が来るのではと思います。 
 
ところで 皆さん、内視鏡関連産業の世界

シェアの内訳を御存知でしょうか？第一位 
Olympus (約70％)、第2位 Pentax (現HOYA、

約15％)、第三位 Fujinon (約10％)となります。

実は何れも日本企業で、概算で世界シェアの

90％近くを占めております。内視鏡の起源に

ついては諸説ありますが、少なくとも現行の軟

性内視鏡（普通の胃カメラ）については日本起

源と言い切って問題ないでしょう（某プ○ジェク

トXを御参照下さい）。この分野における日本

の世界に対する貢献度は筆舌に尽くしがたい

ものがあります。 
 そこで、次は日本初の内視鏡検査法・治療

法を紹介させて頂きます。 
 
検査法 
小腸内視鏡： 

  これまで「暗黒大陸」と呼ばれていた小腸 

  の検査・治療に使われています。イスラエ 

  ル発の‘カプセル内視鏡’と並び、全く未知 

  であった小腸疾患を把握・治療する事が 

  できるようになりました。機器の先端に風船 

  がついている事から‘ダブル・バルーン内 

  視鏡’‘シングル・バルーン内視鏡’と呼ば 

  れております。 
 
超音波内視鏡： 

  検診でよく利用される‘エコー（超音波）’ 

  の端子を内視鏡の先につけたものです。 

  1982年頃に日本で開発され、胃や腸から 

  肝臓、胆道、膵臓を観察する事ができるよ 

  うになりました。また、診断のための生検 

  （顕微鏡で組織を観察し、原因を同定する 

  こと）が可能な事、上記の臓器への治療機 

  器の導入が可能である事から、ここ十年間 

  で急激に臨床応用が広がっています。膵 

  臓癌などの、従来早期発見が困難であっ 

  た消化器癌の診断能を向上させる事を期 

  待されています。 
 
治療法 
内視鏡的粘膜下層剥離術 

 (Endoscopic Submucosal Dissection: ESD)： 

  早期の食道癌、胃癌、大腸癌に対する 

  治療法です。カメラを用いて癌をうっすら 

 編集委員会では医療の最前線でご活躍されているメディカルセンターのドクターにリレー方式でご登場頂き、健康に関する話、 

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の本城総一郎先生から消化器内科ご専門の鈴木玲先生にバトンが移りました。 

  と剥がすため、相当の技術が必要になり 

  ます。アメリカでは検診制度等の様々な 

  背景のため、早期食道癌・胃癌が少な 

  く、ごく限られた施設でのみ施行されて 

  いるようです。近隣ではColorado大学で 

  日本人のFukami Norio先生が施行され 

  ております。 
 
経口内視鏡的筋層切開術  
(Per-Oral Endoscopic   Myotomy: POEM): 
   「ポエム（詩）」という柔らかい名前がつい 

  ておりますが、達人の技術をもってして 

  可能となる治療法であります。適応疾患 

  は「食道アカラシア」という食道・胃の繋ぎ 

  目の筋肉異常（緩くならずに常に緊張し 

  ている）のため、食べ物が胃へ流れにくく 

  なる病気です。症状が重い方へは胸腔 

  鏡（前回説明のあった腹腔鏡を胸の中の 

  病気に応用したもの）を用いた手術が行 

  われていましたが、POEMの登場で‘傷 

  を残さない治療’への扉が開かれまし 

  た。とは言いましても、食道という極めて 

  薄い壁（約3－4㎜）の、更にまた薄い筋 

  層（約1－2㎜）を薄らと切り離す技術を要 

  するため、日本でも施行施設は極限られ 

  たものです。 
 

様々な問題を抱える日本ですが、少なくと

もこの分野においては「Japan as number one」
として、今後も日本がリードしていくと思いま

す。 
 

最後に、この原稿の入稿が3月11日頃に

なると思いますが、あの「東日本大震災」から

ちょうど一年目となります。私は生まれも育ち

も福島県であり、実家が南相馬市というまさに

当事者として、この一年間を過ごしました。震

災に際しては、ヒューストンの皆様より温かい

励ましのお言葉、御支援を頂いた事を聞いて

おります。また、渡米後も日本人研究者の皆

様を中心に良くして頂き、妻、子供2人と共に

ヒューストン生活を満喫しております。この場

を借りて御礼を申し上げます。 
 

 
❖❖❖ 

 

 次回は、産婦人科がご専門の三宅貴仁先

生です。ご近所に奥様、息子さんとお住まい

で、本城先生の御紹介で知り合う機会を得ま

した。関西弁を交える歯切れの良いトークが

東北訛りの私には魅力的です。また、大きな

体で小さな息子さんをあやす姿が大変微笑

ましい方です。ご近所さんなので、BBQなど

御一緒したいところです。  
 

 第91回 

傷を残さない治療について 

UT M.D. Cancer Center 
(postdoctral fellow)  

鈴木玲先生 

(直木日米協会会長、Ｅ.Phaloさん、M.Camposさん) 

■連載 
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＊補習校2012年3月期の収支見込について 
今年度は授業料・入学金の増や政府補助金 

額の据え置きにより予算比で収入が増加した 

ほか、校舎家賃の据え置きや事務所のメンテ 

ナンス費払戻し、研究授業費や教材費減、 

大震災の影響による現地校教員の日本派遣 

中止などで支出が予算を下回り、収支で 

$69,623の黒字が見込まれる。 
＊2013年3月期の見込み予算について 
2013年3月期の収支予算については、新年 

度の教員増と昇給による人件費アップ、校舎 

家賃などの値上がり、中学部教科書改訂に 

よる指導書購入などを見込み、約$17,100の 

黒字が見込まれる。  
⑤安全危機管理委員会（市来肇特命理事） 

会員や家族への注意喚起のため、2月度ガ 

ルフストリームに防犯に関する安全情報を掲 

載。現在、総領事館と日系団体代表者による 

安全協議会開催の日程の調整が行われて 

おり、例年行われる緊急連絡網のテストラン 

実施に向けて話し合いが予定されている。4 
月或いは5月の実施においては、今年度も会 

員各位の協力をお願いしたい。  
⑥婦人部委員会 

（ライブロック祐子婦人部委員長） 
＊第1回古本市：2月25日（土）に補習校校 

舎で実施。寄付も含めた$1,175.13の収益金 

は三水会センター図書館の児童書購入費に 

充てる。古本市当日は婦人部委員の配偶者 

（理事委員会関係者）による事前準備・後片 

付けの協力への謝意が委員長より表された。 

次回の古本市は9月8日（土）を候補日として 

検討。 
＊浴衣トライオン：昨年度並みのボランティア 

人数を確保し、2時間交代のシフトを組む。恒 

例の浴衣着付け講習会を2月27日（月）と3月 

9日（金）に行い、両日で50名ほどの参加が↗ 

   議事録 【2頁からの続き】 会員消息【敬称略・（ ）内配偶者名】 

▼今後の開催予定 
 
絵本読み聞かせの会 
4月21日（土） 
5月12日（土） 
いずれも10:00 ～ 3歳以上 

               10:30 ～ 3歳未満 
 
あそぼーかい  
4月5日（木）  10:30 ～   

4月14日（土）  9:30 ～  
5月5日（土）   9:30 ～    

5月8日（火）  10:30 ～  
6月2日（土）   9:30 ～ 
 
▼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

ストンなびでご確認下さい。 

▼スタッフは随時募集中です。ご興

味のおありになる方やお問い合わせ

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 
読み聞かせの会   
houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

ピーカンキッズ活動報告 

 2月18日に開催された絵本の会は、あいにくの小雨

の中で、参加してくれるお子さんは少ないのでは？と

思いましたが、そんな不安はどこへやら、たくさんの

子どもたちが集まってくれました。節分に合わせて選

んだ「だいくとおにろく」では、おにろくに名前を当て

られてしまった鬼が、ボカッと消えてしまう 後に、子

どもたちも満足そうでした。「どうながのプレッツェル」

は、文字通り、胴のながーいダックスフンドの楽しいお

話。あこがれのグレタのハートを射止めるために奮闘

する姿は、バレンタインにぴったりの絵本だったので

はないでしょうか。絵本「ぎゅっ」や「ちゅっ ちゅっ」と

ともに、心あたたまるお話でした。 
続いて3月10日の絵本の会。4月から補習校幼稚

園に入園予定のお子さんや、まだよちよち歩きのお

子さんも絵本に会いにきてくれました。「三びきのこ

ぶた」では、おおかみが三匹目のこぶたに鍋で煮

られて食べられてしまうという結末にお父さん方か

らあっ！という声が…。「あかいふうせん」は一行も

字のない絵だけの絵本ですが、ぐっと絵本の中に

引き込まれます。そして、語り「ふしぎなたいこ」「メ

アリーさんとブラウンさん」では、目の前に絵がなく

ても、子供たちの心の中にお話の場面が浮かんで

くる様子で、みんな集中して聞いていました。 後

は「おにぎり」。熱々のおにぎりをきゅっきゅっとにぎ

り、大きな海苔で巻き、いただきま～す！なんだか

幸せな気持ちで終わりました。 
 「絵本読み聞かせの会」では、毎回楽しい絵本を

たくさん準備して、皆さんをお待ちしています！ 
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ヒューストン知っとん物語 

By KUMIKO 

↘あった。今年も講師として古川恵子様にお 

願いし、LLサイズや男性、女児用、忍者の 

着付けのデモ、髪結いのデモを行った。ま 

た、3月24日（土）にはトライオンのボランティ 

アをモデルにしたアマチュアカメラマンの撮 

影リハーサルが日本庭園で実施予定。 
＊クラシックコンサート：4月27日（金）の午前 

10時半から12時に、阿部雪子さん（バイオリ 

ン）、佐々木麻衣子さん（クラリネット）、平田 

真紀子さん（ピアノ）によるコンサートをメモリ 

アルシティーモール内の音楽スタジオで開 

催予定。商工会会員・非会員を対象に100 
名の参加者募集。参加費（会員$10、非会 

員$12）はピーカンキッズ向け図書や紙芝居 

などの購入費に充てる。 
＊プリザーブド･フラワー講習会：昨年好評 

だった坂本吉弘先生による講習会を、5月2 
日（水）と15日（火）に開催予定。 

 
９．事務局関連事項 

（ライブロック祐子事務局長） 
＊ANA・United航空社による「キッズ航空教 

    室」開催について 
United航空協賛によるANA「キッズ航空教 

室」が4月22日（日）にヒューストンで開催され 

ることになった。対象は小学生から中学生の 

子どもとその保護者で無料。参加希望者は 

イーメールかファックスで3月30日までに 

ANAへ直接申込む。 
＊会員消息 
正団体会員入会1社、正団体会員退会 

1社、社名変更連絡1社、正個人会員入会 

7社（8名）、正個人会員退会6社（6名）、正 

個人会員転籍1社（2名）、常任委員交代 

1社の報告。（詳細は「会員消息」欄参照） 
 
 

  ❖今後の会議日程は商工会ホームページ 
   http://www.jbahouston.org/event_meeting.htm  
     でご確認下さい 

よろしく！ 〜新規入会です〜 

●正団体会員入会 
＊Marubeni Unconventional Resources Corporation 
  住所：c/o Marubeni America Corporation 
   2800 Post Oak Blvd. Suite 6000 Houston TX 77056 
  登録者：真野圭一郎、柚木博行、山田悠治 
 
●正個人会員入会 
＊ITOCHU International Inc. 東條聡  
＊Kuraray America, Inc. 銘田貴彰  
＊Marubeni America Corporation 森稔弘  

＊Marubeni Unconventional Resources Corporation 
  柚木博行 （4月赴任予定） 
＊Marubeni-Itochu Tubulars America Inc. 
  池戸太郎（友花）・南山基己                        
＊Nippon Life Benefits 松山哲之  
＊Toyota Tsusho America, Inc.  

  小林亨 （4月赴任予定）   
 
さよなら！ 〜残念ながら退会です〜 

●正団体会員退会 
＊Sumika Polymers America Corporation （3月末日） 
 
●正個人会員退会 
＊ITOCHU International Inc. 福井健 
＊Marubeni America Corporation 間口元就 
＊Nippon Life Benefits 林剛太郎     
＊Satake USA, Inc. 辻佳子 
＊Sumika Polymers America Corp. 辻光慈  
＊Toyota Tsusho America, Inc. 大原広海 
 
替わりました 〜メモのお願い〜 

●社名変更 
（旧）Kaneka Texas Corporation → 

（新）Kaneka North America LLC 
●常任委員交代 
 Kaneka North America LLC （旧 Kaneka Texas  
 Corporation） （旧）水澤伸治 →（新）藤井一彦 
●正個人会員転籍連絡 

 真野圭一郎・山田悠治  
 （旧）Marubeni America Corporation → 
 （新）Marubeni Unconventional Resources Corporation 
  

■クラシックコンサートのお知らせ 

～赤ちゃんから大人までどなたでも～ 

 先月号でご案内させていただいた商工会婦

人部主催のクラッシックコンサートに、多くの方

のご応募ありがとうごいざいます。

ただいま、よりよいコンサートをお

届けするべく、主催者、演奏者と

も準備に奔走しております。つき

ましては若干ではございますが、

まだお席もご用意できますので、

ご興味のある方は下記アドレスま

でお申込み、お問い合わせくださ

い。 
日時：4月27日(金)  

   10：30～12；00（開場10：10） 
場所：メモリアルシティーモール内 
Virtuosi of Houston(ターゲット横

の ホ ー ル )303  Memorial  City 
Way, Suite235 Houston, TX77024 
演奏者： 阿部雪子(バイオリン)、
佐々木麻衣子（クラリネット）、 

平田真希子(ピアノ) 
費用：12＄（商工会会員及びご家族10＄、未就

学児無料） 

申込、お問い合わせ：ongakukiktai2012@gmail.com 
三水会センター ℡281-493-1512 
 申込方法および場所の詳細に関しては先月号

と一緒にお手元に届いたフライヤー、または商

工会事務局より3月15日に商工会、日本人会

会員の皆様にお届けしたメールをご参照くだ

さい。上記のアドレスにお問い合わせいただ

きましたら再度詳しいご案内をおくらせてい

ただきます。 

 万が一、お申し込みいただきましたのに

婦人部からの確認メールをお受け取りに

なってない方がいらっしゃいましたら、お

手数ですが三水会センターまでご連絡くだ

さい。 

■着付け講習会ご報告 
 2月27日（月）、3月9日（金）の両日、ジャ

パンフェスティバル「浴衣トライオン」着付け

ボランティアにお申し込みいただいた方を

対象に、浴衣の着付け講習会を行いまし

た。講師にショーイング・ジャパンでご活躍

中の古川恵子先生をお迎えし、第1回24
名、第2回25名の参加者が二人一組にな

り、実際に浴衣を着せ合いながら、基本の

文庫結びを練習しました。 
 その後、大柄な方や男性の着付け、子ど

もや忍者衣装の着付けデモンストレーション

をご覧いただき、 後は浴衣に合う纏め髪

のセット方法もご紹介しました。和やかな雰

囲気の中、覚えていただきました着付けの

技術を生かして、ジャパンフェスティバル当日に

は多くのヒューストンの皆さまに日本文化の一端

を楽しんでいただきたいと思います。 

婦人部便り 
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日  時：平成24年3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、名誉会員、理事委員12名、正会員3名（理事委員代理 

      2名）、事務局長  
欠席者：理事委員8名（会長委任6名、代理人委任2名） 
司 会：竹田直樹幹事 
 
１. 商工会会長連絡（上野真吾会長） 

東日本大震災一周年を迎えるが、復興の遅れから改めて被害の甚大さ 

を実感する。商工会として、今後も復興支援の機会があれば積極的に 

参加していきたい。2月中旬にヒューストン美術館のJapan Galleryがオー 

プンした。商工会は会員企業のご協力とともに、 J B A H o u s t o n  
Foundation, Inc.から開設資金等の寄付を行い、Japan Gallery開設に貢 

献できた。現在、会員の入れ替わりの多い時期となり、理事委員会でも 

新しいメンバーを迎えるが、引き続き体制の維持と活動の支援への思い 

を高めるべく、会員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点の報告があった。 
①東日本大震災関連や美術・文化活動等への商工会からの支援に感 

謝申し上げたい。  
②本21日の東日本大震災一周年レセプション開催について  
③リック･ペリーテキサス州知事との面談（3月8日）について 

ペリー州知事は、活発な日本企業の活動に感謝し、雇用の確保・拡大 

はありがたいと述べた。また、ビジネス機会増大のため州としても必要 

な対応をとっていくと述べた。 
 
３. 2012年Japan Festival関連報告（阿部憲一副会長・五十嵐剛正会員） 

＊ボランティア・寄付協力依頼、その他進捗状況について 
3月21日現在、商工会会員22社から120名以上のボランティアが集まっ 

た。また、12社から $16,500 の寄付がよせられている（昨年度寄付実績9 
社、$19,000）。昨年度並みの寄付金を募るため、更なるご協力をお願い 

したい。また、来年度以降も安定した財政でフェスティバル開催を可能 

にするため、引き続き会員各位のご理解・ご支援をいただきたい。 
 
４. 常任委員会会場について（竹田直樹幹事） 

1月度常任委員会での報告のとおり、これまで常任委員会開催会場の 

Four Seasons Hotelの値上げに伴い、立地条件やステータス、長期的利 

用の面を考慮し、会場候補地4ヶ所を検討。各候補地が示す値段を基 

に想定参加人数を35名と40名で試算した結果、上記ホテルと各候補地 

の経費の差が1回につき約$240 から$670となった。今後施設の見学も 

検討の上、6月の理事委員会で8月度常任委員会からの開催場所を  

終的に選定する。よって、4月度の常任委員会はこれまでどおりFour  
Seasons Hotelで開催する。 

 
５. 宇宙セミナー2012について 

（山上武尊正会員：三宅正純特命理事代理） 
山上正会員より第2回宇宙セミナー実施報告と今後の宇宙セミナー開 

催の連絡があった。 
①第2回宇宙セミナー実施報告 

去る2月26日（日）の午前10時にSpace Center Houstonに75名の参加 

者が集い、第2回宇宙セミナーを実施。国際宇宙ステーション運用管 

制室や宇宙飛行士訓練施設、ロケットパークなどを見学。訓練施設で 

は古川宇宙飛行士による訓練内容の説明と記念写真撮影を行った。 

昼食後、「月に住もう！ 未来の月面宇宙生活」というテーマで講演会 

を実施。月に関するクイズ大会の後、月に行くため、住むための技術 

に関する説明や質疑応答、世界的に進められている月探査計画の  

新情報を紹介。  
②第3回・第4回宇宙セミナー開催について 

第3回宇宙セミナーは、昨年好評の「親子で楽しむ水ロケット大会」を5 
月下旬に開催する予定。第4回宇宙セミナーは6月初旬に講演会を予 

定しているが、会場が現在未定であり、状況によっては6月以降の開 

催に変更する可能性もある。 
 

６．日本庭園関連報告（ライブロック祐子事務局長：渡辺龍二特命理事代理） 
＊日本庭園清掃ボランティア募集について 
ジャパン・フェスティバル開催を前に実施される日本庭園清掃のボラン 

ティアにつき、現時点で28名の応募があった。あと7名ほどのボランティアを 

募集されているので、ご興味のある方は日米協会のウェブサイトから応募い 

ただきたい。 
 
７．他団体関連報告 

①ヒューストン美術館Japan Galleryオープニング関連（上野真吾会長） 
2月15日（水）にJapan Gallery のOpening Reception、17日（金）には 

Preview Partyがヒューストン美術館で行われた。Opening Receptionでは 

東京博物館館長、副館長や歌手の矢野顕子さんなどをゲストに、寄付者 

や関係者による夕食会が開かれた。Preview Partyには美術館会員も含む 

大勢の参加者が集い、盛会なオープニング行事となった。  
②アジア･ソサエティー関連（直木純二郎特命理事） 

2月24日（金）に加藤会計幹事とライブロック事務局長とともに、新築された 

アジア・ソサエティー・テキサスセンターの視察を行った。2007年に建築家 

の谷口吉生氏のデザインによる同センターの建設が着工されることとな 

り、商工会は会員企業7社との共に同年9月に$25,000を同ソサエティーへ 

寄付。同センター内には会議室やオーディトリアムなどを設置し、4月中旬 

に一般にオープンの予定。 
 
８．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） 
＊日本語スピーチコンテスト終了報告 
去る3月10日（土）同コンテストの州大会がライス大学で行われた。今年は 

成人を対象にした第5部門が新設された。優勝者は第3部門から選ばれ、 

今年6月にロサンゼルスで開催される全国大会へ出場することになった。 
＊ビジネス講演会「米国経済の行方（仮題）」 
三菱東京UFJ銀行様の協力により、ニューヨーク駐在のチーフエコノミスト 

である岩岡聡樹氏によるビジネス講演会を開催する運びとなった。詳細に 

ついては、商工会事務局より会員へ案内の予定。 
開催日時：2012年4月18日（水）13:15～14:45（常任委員会終了後） 
開催場所：Four Seasons Hotel 
講師:岩岡聡樹氏（三菱東京UFJ銀行経済調査室NY駐在チーフエコノミスト） 
＊テキサス経済概況一部改訂について 
商工会ホームページで紹介している「テキサス経済概況」は、2年に1回の 

本文の改訂作業を行い、付表部分の数値のみ毎年改訂することとなって 

いる。今年度の付表改訂は6月を目処に作業を進める。  
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） 

＊ソフトボール予選・大会について 
予選は4月8日（日）にHouston Sportsplexにおいて開催予定。3月8日（水） 

に行われたキャプテン会議で、ワイルドカード制の試験的導入報告と対戦 

の組合せ決定済み。本大会は5月13日（日）のピクニック当日に開催。 
＊テキサス会「総領事杯」開催について 
第542回テキサス会「総領事杯」が4月15日（日）にSouthwyck Golf Clubで 

開催が決定。幹事担当は鉄鋼部会。3月24日〆切を前に、まだ参加応募 

者が少ないため、更なる参加の呼びかけの協力をお願いしたい。  
③文化委員会（土光辰夫副会長兼文化委員長） 

     ＊ピクニックに関する進捗状況 
        5月13日（日）にThe Gordon Ranchで開催するピクニックの運営につい 

      て、近く開かれる担当幹事会議での業務分担等を話し合う。今年はソフト 

      ボール決勝トーナメントで試験的なワイルドカード制導入により、試合数 

      が１つ増えるため、メインゲートの開門時間を早めるなどして時間調整を 

      行う。事務局から開催・参加申込案内と共に、ラッフル抽選会の寄付依頼 

      も併せてメールで発信する予定。  
④教育委員会（前田光治教育委員長） 

前田教育委員長より、まず3月17日（土）に挙行された補習校卒園・卒業 

式及び離任式に列席した商工会関係者へ謝意が表され、新しく赴任され 

た山岡清孝校長に対し運営委員会が全面的なサポートをする旨の話が 

あった後、財務状況について下記2点の報告がなされた。 

 

 

 

 

 

 

平成24(2012)年3月度  商工会理事委員会 議事録 

 ルイジアナ州ニュー・オリンズは、ミシシッピ川がメキシコ湾に注ぐデルタ

地帯に位置する。ミネソタ州を源流とする米国 長の川がいくつもの州を通

過して海へとつながるこの地域は、フランス、スペインなど外海からも多大な

影響を受け、さらに南部らしい黒人文化を色濃く残しながら、独自の文化を

醸成してきた。ヒューストンから飛行機で1時間半、車でも6時間で行くことの

出来るこのエキゾチックな米南部 大の観光都市をご紹介したい。 
 観光客がまず訪れるのが、市

中心部のフレンチ・クオーター。

名前の通り文化的にはフランス

の雰囲気を残すが、2階部分に

複雑な装飾をほどこす鉄柵のあ

る建物はスペイン風のものだ。

伝統ある教会や歴史ある建物を

改装した高級ホテルは、どことな

くヨーロッパを思わせる。しかし、

観光用の馬車、屋外市場、アメ

リカンテイストのレストランや土産

物屋などもあり、何でも受け入れるニュー・オリンズの縮図のようにも思える。

そして、豊かな水をたたえたミシシッピ河畔をのんびり散歩すると、付近に

はショッピング・モール、公園、大規模な水族館からカジノまで様々な施設

があり、どの世代でも楽しめるよう工夫されている。この川沿いにはいくつも

ツアー会社のブースがあり、その場で市内観光、蒸気船クルーズなど各種

ツアーに申し込むことができる。中でもこの地域ならではのものが、市郊外

で行われるスワンプツアー。この地域独特の湿地を舟遊しながら、ワニを始

め野生動物の姿を見ることができる。2005年のハリケーンの大惨事を偲ば

せるカトリーナ・ツアーも興味深い。 
  昼間にひととおり観

光した後も、ニュー・オリ

ンズの夜は長い。夕方、

街を歩くほどに個性的

な音楽を奏でるストリー

トミュージシャンや大道

芸人に出会うことができ

る。夜は即興性を特徴と

するディキシーランド・

ジャズ発祥の地らしく、

町中にジャズが溢れ出

す。ニュー・オリンズジャ

ズの象徴、プリザベー

ション・ホールに行くもよ

し、地元紙の情報など

でお気入りの店を見つけるのも楽しい。私たちは通りがかりに心惹かれるサ

ウンドが聞こえた、The Spotted Catというライブハウスにふらりと入ってみた。

バンドマンはお酒を飲みながら即興のパフォー

マンス、それに合わせて常連さんが踊り出した

り歓声を送ったり、まさに街のニックネームであ

るBig Easy（大らかな雰囲気）が感じられたひと

ときであった。そして真夜中まで大音響の音楽

が鳴り響くバーボン・ストリートにも、足を踏み入

れてみよう。ここは人々が酒を片手に足の向く

まま人混みを行き交い、怪しげなシアターが客

引きをする、アメリカ有数の歓楽街。観光客が

その雰囲気につられて陽気かつ退廃的に夜遊

びを楽しんでいる風情は、他のアメリカの都市

にはない光景だ。 
 この街で地元民の気分に浸り、歴史を感じる

のにお薦めなのは、ダウンタウンと郊外を結ん

で走る路面電車。料金は乗車区間にかかわら

ず$1.25である。1835年開通のセントチャールズ・アヴェニュー・ラインに乗

車すると、電車通り沿いに由緒ある建物や大学が立ち並び、車窓から

ニュー・オリンズ観

光を楽しむことがで

きる。オーデュボン

公園やガーデン・

ディストリクトで途中

下車して、スパニッ

シュ・モスで覆われ

た木々の緑も美し

い町並を歩くのも

いいだろう。私たち

は、車内広告につ

られて地元の人が

集う電車通り沿い

のパブに立ち寄っ

た。昼下がりに常連客がお店の人と談笑しながら地ビールを楽しんでいる

さまは、バーボン・ストリートとはまた違うニュー・オリンズらしい風情だ。私た

ちも地ビールを味わいながら、先ほどの路面電車の線路の上を気持ちよさ

そうにジョギングする人々の姿をしばし眺めた。 
 車で巡るニュー・オリンズもとても新鮮だ。カーナビ任せに市の南部をドラ

イブしていると川につきあたった。橋もないのにどうなることかと思えば、そこ

には車両専用の渡船フェリーが。ミシシッピ川が蛇行する湿地だらけの

ニュー・オリンズ南部では、橋を

架けるのが難しいのか、今でも

このようなフェリーがいたるとこ

ろにある。市北部には大きな湖

がある。このポンチャートレイン

湖にかかる橋は水上にかかる

世界 長の橋で、そこをドライ

ブするのも一興である。湖を縦

断する全長38km 余りの橋は、

対岸も見えずまるで先の見えな

い海の中に進んでいくかのよう

だった。 
 海の幸が豊富なこの町は、ケイジャン（フランスからの移民）やクレオール

（フランスやスペインからの移民の子孫）料理など独特な食文化を生み出し

た。オクラやシーフードなど具だくさんのガンボ・スープは、フランス系移民

が母国のブイヤベースを再現しようとしたのが起源と言われる。ジャンバラ

ヤは、ソーセージやチキンが入ってチリペッパーなどで味付けされたピリッ

と辛い炊き込みご飯で、スペイン料理のパエリアにどこか似ている。この地

域ならではのザリガニ料理もユニークな食体験に違いない。ランチにお薦

めなのがフレンチ・クオーターにあるJohnny’sのポボーイ（Po’ boy）。貧しい

労働者（Poor boy）のために残り物で作った食事がその名の由来だそうだ。

名産のナマズ、牡蠣、エビのフライなどをはさんだフランスパンのサンドイッ

チで、ボリュームたっぷり。予算が許せば、その優雅な歴史的建造物ととも

に、洗練された美食で世界的に有名な老舗の高級レストラン、ブレナンズ

やアントワンズなどにドレスアップして行くのもいいだろう。そして散歩の途

中のおやつには、古風な店構えのCafé du Mondeのチコリ入りコーヒーとこ

んがり揚がったベニエ。砂糖大好きの南部らしく、ベニエ本体が隠れるほど

白砂糖がかかっているのが特徴だ。おみやげには甘いキャラメル状のお菓

子プラリネなど、食べ物に関する話題は尽きない。 
 地元民と観光客が一緒に楽しめるイベントがたくさんあるのもこの街の魅

力だ。中でも、毎年恒例のジャズ・フェスティバル（New Orleans World 
Heritage and Jazz Festival）はマルディ・グラと並ぶこの街の代名詞。今年は

4月27日から5月6日まで開催される。地元ジャズ・ミュージシャンの晴れ舞

台であるだけでなく、フー・ファイターズなど新進ロックバンドからブルース・

スプリングスティーン、イーグルスなどのアメリカン・ミュージックの大御所ま

でが集う、一大音楽イベントなのである。 
 自然が育んだ独特の地形に溢れる音楽、美味しい食べ物、きらびやかな

夜の世界、そして様々な歴史。あらゆる文化が渾然一体となり観光客をも

おおらかに包みこむニュー・オリンズの街を訪れると、地元の人たちが ”I 
love NOLA (New Orleans Louisiana) ”というステッカーを誇らしげに車に

飾っている理由が分かることだろう。 
 

石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 

アメリカ南部 大の観光地 ニュー・オリンズ 

(Audubon Park) 

(Ferry) 

(French Quarter) 

(The Spotted Cat) 

(Street Car) 



編  集  後  記 
 東日本大震災から一年、追悼行事が各

国でそしてヒューストンでも行われました。

あらためて被害に遭われた方にお見舞い

申しあげます。そして支援の手を差し述

べて戴いた各国の方々に感謝致します。 
 
 さて、今年の宇宙セミナーが始まりまし

たが、日本には超小型衛星を作って打ち

上げている大学の先生がいます。その先

生によると超小型衛星作りは弁当作りと

同じなのだそうです。弁当は決まったサイ

ズに栄養、外見、そして細かな気遣いを

詰め込むのに心を配りますが、超小型衛

星の開発も同様の工夫が必要で、そうい

うことを考えるのが大好きな日本人の国民

性にぴったりだということです。 
 
 内視鏡が「Japan as number one」なの

も、それだからなのでしょうか。 

 少なくとも、お弁当コンテストの皆さんは

日本人好みを会得されているようです。 
 

市川 真 

Gulf    Stream 12 

◙Alley Theatre (615 Texas) 713-220-5700 
www.alleytheatre.org  
The Seafarer ~April 29 
◙Express Theatre (9600 Hempstead) 
 713-682-5044 www.expresstheatre.com  
Goldilocks ~May 12, Saturdays 
◙Hobby Center—Zilkha Hall (800 Bagby)  
713-315-2525 www.thehobbycenter.org  
Menopause The Musical ~April 29 
◙Hobby Center—Sarofim Hall (800 Bagby)  
713-558-9998 www.tuts.com  
La Cage Aux Folles ~May 6 
◙Wortham Theater Center (501 Texas)  
713-228-6737 www.houstongrandopera.org  
Don Carlos ~April 28 
Mary Stuart ~May 4 
◙Lambert Hall (1703 Heights)  
713-838-7191 www.upstagetheatre.org  
Cinderella ~May 6 

◙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  
*New Formations: Czech Avant Garde Art and 
Modern Glass -May11  
*Eye on Third Ward 2012: Jack Yates High 
School Photography - May 26  
*Shifting Paradigms in Contemporary Ceramics Jun3  
*Utopia/Dystopia: Construction and Destruction 
in Photography and Collage -Jun10  
*Elegance and Refinement: The Still-Life Painting 
of Willem van Aelst -May28  
*Drawings by Rembrandt from April 15-July 8  
*Modern and Contemporary masterworks from 
Malba-Fundacion Costantini from April 22-Aug 5  
@Caroline Weiss Law Building    
*Revelation: Major Paintings by J.Olitski  - May 6  
*Egyptomania  -Jul 29  
◙Contemporary Arts Museum Houston 
5216 Montrose Blvd 713-284-8250 
www.camh.org 入場無料  
*Perspectives178: Cineplex from April 12  
◙Houston Museum of Natural Science 
One Hermann Circle Drive 713-639-4629 
www.hmns.org 
*Discovering The Civil War -Apr.29  
*Titanic. The Artifact Exhibition from April 15  
*Terra Cotta Warriors from March 30  
*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  
*Richard Serra Drawing A Retrospective -June 10  
*This World Is Not My Home: Danny Lyon Pho-
tographs from Mar.30 - July 29  

◙NBA/Houston Rockets @ Toyota Center 
www.nba.com/rockets 
Apr.21(Sat) 7:00pm Golden State 
Apr.26(Thu) 7:00pm New Orleans 
◙MLB/Houston Astros @ Minute Made Park 
http://houston.astros.mlb.com 
Apr.20(Fri) 7:05pm Los Angeles Dodgers 
Apr.21(Sat) 6:05pm Los Angeles Dodgers 

美術館・博物館美術館・博物館  

(Metal, Rock & Pop) 
◙Cynthia Woods Mitchell Pavilion  
713-629-3700 
Apr. 21, 12pm: Buzzfest 28 
Apr. 25, 7:30pm: The Black Keys 
May 12, 6:40pm: STYX & Reo Speedwagon 
◙Toyota Center 713-758-7200 
May 1, 8pm: Roger Waters – The Wall Live 
May 25, 8pm: Rammstein 
◙House of Blues Houston 888-402-5837 
Apr.21, 5:15pm: Metal Alliance  
Apr.24, 8pm: Belanova 
Apr.26, 9pm: North Mississippi Allstars 
Apr.27, 6:30pm: Escape The Fate and A.Attack! 
Apr.28, 9pm: The Fab Four - Ultimate Tribute 
Apr.29, 7pm: Meshuggah - Ophidian Trek 2012 
Apr.30, 8pm: The Fray 
May 1, 8:30pm: Rusted Root 
May 2, 8pm: Esperanza Spalding Radio Music  
May 3, 8 pm: Inqrid Michaelson 
May 4, 8pm: Social Distortion 
May 12, 9pm: Devin the Dude 
May 13, 8pm: Marilyn Manson+Pretty Reckless 
May 17, 8pm: M83 
May 18, 8pm: Stryper 
May 19, 7:30pm: Allen Stone 
May 23, 7:30pm: Theory of a Deadman  
◙Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Apr. 27, 9pm: Nero 
Apr.30, 8pm: Creed Performing ‘My Own Prison’ 
May 1, 8pm: Creed Performing ‘Human Clay” 
May 2, 8pm: MSN Presents Florence + The Ma-
chine with special guest Blood Orange 
May.18, 8pm: Snow Patrol 
May.18, 7:30pm: Chickenfoot 
(Soul, R&B & Jazz) 
◙Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
May 13, 8:30pm: DC 7UP Presents I.Brothers  
(Classic) 
◙Miller Outdoor Theatre 281-373-3386  
Apr. 22, 7:30 pm: USCoast Guard Concert Band 
◙Shepherd School of Music, Rice University  
713-348-5400 
Apr.24, 8pm: Emerson String Quartet 
◙Jones Hall 713-224-7575 
Apr. 27&28, 8pm: Great American Songbook 
Apr. 28, 10am & 11:30am: Music of Baseball 
Apr. 29, 7:30pm: Great American Songbook 
May 3-4, 8pm: Two Faces of Shostakovich 
May 11-12, 8pm: Totally Mozart 
May 13, 2:30pm: Totally Mozart 
May 17 & 19, 8pm: Carmina Burana 
May 18, 7pm: Carmina Burana 
May 20, 2:30pm: Carmina Burana 
◙Cynthia Woods Mitchell Pavilion  
713-629-3700 
Apr. 25, 7:30pm: The Art of Baseball 
(Latin) 
◙Jones Hall 713-224-7575 
May 25-26, 8pm: Tiempo Libre! 
May 27, 7:30pm: Tiempo Libre! 
◙Cynthia Woods Mitchell Pavilion  
713-629-3700 
May 24, 8pm: Hot Night in Havana 
(Country and Folk) 
◙Verizon Wireless Theater 713-230-1600  
May 24, 8pm: K.D. Lang 
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Apr.22(Sun) 1:05pm Los Angeles Dodgers 
Apr.30(Mon) 7:05pm New York Mets 
May.1(Tue) 7:05pm New York Mets 
May.2(Wed) 1:05pm New York Mets 
May.4(Fri) 7:05pm  St Louis Cardinals 
May.5(Sat) 6:05pm  St Louis Cardinals 
May.6(Sun) 1:05pm St Louis Cardinals 
May.7(Mon) 7:05pm Miami Marlins 
May.8(Tue) 7:05pm Miami Marlins 
May.9(Wed) 7:05pm Miami Marlins  

◙5th Cinco de Mayo Festival May 8  
@Traders  Village.  Free  Admission and $3 for 
parking. Come enjoy community service exhibits, 
games and activities for the kids, fresh fajitas and 
turkey  legs,  margaritas.http://tradersvillage.com/
houston/events/6th-annual-cinco-de-mayo 
◙Art Car Parade May 12  
@ 2402 Munger Street Houston, Tx7023 (713-926
-6368) Houston’s car-crazy culture and fiercely in-
dependent spirit collide in an explosion of creativ-
ity and color. Art Car Parade is the day Houston 
shows its wild side to the world!  
http://www.orangeshow.org/ 
◙16th Festival of Greece May 17-20.  
1100 Eldridge Pkwy, Houston, TX 77077 Admis-
sion is $3 and kids 12 and under free. Free admis-
sion on Thursday.www.festivalofgreece.com 
◙Pasadena Strawberry Festival May 18-20 
＠ Pasadena Fairgrounds. Annual Pasadena Straw-
berry Festival. Three big days of excitement and 
family fun. http://www.strawberryfest.org/ 

その他のイベント 

東日本大震災一周年レセプション 

ウォルシュ前太平洋艦隊司令官の挨拶 
Remarks by Admiral Patrick M. Walsh 

ウォルシュ前司令官への記念の楯贈呈 
Presentation of a plaque to Admiral Walsh 
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来賓の上野商工会会長 

黙祷の様子 
Guests observing a minute of silence 

被災県産日本酒及び甲州産白ワインの試飲 
Sake from disaster affected areas and Japa-
nese white wine 

参加者に配布されたリストバンド  Wristband distributed to all guests 

 3月21日、東日本大震災一周年レセプションを総領事公邸で開催し、パトリック・

M・ウォルシュ前太平洋艦隊司令官始め、テキサス・オクラホマ両州からの多数の

参加者をお迎えしました。上野真吾会長始めヒューストン日本商工会、日米協会、

日本人会、日系人連盟からも多数の出席をいただき、ありがとうございました。 
 
 山本総領事から震災一年後の現状を説明し、多大な被災者支援に感謝する挨

拶を行った後、ウォルシュ前司令官が、「トモダチ作戦」の指揮に当たった実体験

に即して、基調演説を行いました。ウォルシュ前司令官は、「偉大な考えは苦しみ

から生まれるという言葉があるが、トモダチ作戦は、予期せぬ事態にあっても何が

可能であるのかを証明した。米軍の支援は日本人の心に永久に刻まれようとの日

本側要人の言葉があったが、日本人の感謝の気持ちこそ我ら米軍人の心に永久

に刻まれよう」と述べました。 
 
 また、この機会に各界からのメッセージも寄せられました。リック・ペリー・テキサス

州知事は「テキサスは日本国民を支援し続ける」とし、デービッド・デュハースト副

知事は「犠牲者を決して忘れない」としました。また、メアリー・ファーリン・オクラホ

マ州知事は当日3月21日を「オクラホマ州と日本との友好連帯の日（makoto-no-
tomodachi day）」と宣言し、テッド・ポー連邦下院議員は「東日本大震災一周年を

追憶する日」と宣言しました。 
 
 参加者全員で黙祷を行った後、総領事からウォルシュ前司令官に、記念の楯を

贈呈しました。楯には、「With deep gratitude to Admiral & Mrs. Patrick M. Walsh, 
Japan is blossoming again」と記され、米国での桜植樹百周年を祝うロゴが並んで

います。 
 
 会場では、「友、絆、感謝」と記したリストバンドを全員で着用し、犠牲者を悼み復

興を祈る気持ちを一つにしました。また、甲州産ワイン三銘柄と、東北産日本酒四

銘柄の展示提供を行いました。日本酒は、「蒼天伝（宮城）」「南部美人（岩手）」

「一ノ蔵（宮城）」「真実（福島）」の四つです。 
 

（在ヒューストン日本国総領事館） 

 

 

 

劇・エンターテインメント 
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