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◆The Museum of Fine Arts Houston 
(713-639-7300,www.mfah.org 木曜は入場無料) 
@Audrey Jones Beck Building 

*Acid o Metal: The Art of Etching and Aquatint -
Nov.27 2011 

*Selected Prints by Robert Rauschenberg -Dec 11 
*The Art of Living in Eighteenth-Century Paris -Dec 

11 
*The Spirit of Modernism -Jan.29 2012 

@Caroline Weiss Law Building  
*Tutankhamun: The Golden King and the Great 

Pharaohs - Apr15  
@Glassell School of Art   
 *Working in the Abstract : Rethinking the Literal 

-Nov. 28 2011 
◆Contemporary Arts Museum Houston 
(5216 Montrose Blvd, 713-284-8250, 
 www.camh.org 入場無料) 

*Donald Moffett: The Extravagant Vein  -Jan.8  
◆Houston Museum of Natural Science 
(One  Hermann  Circle  Drive,  713-639-4629, 
www.hmns.org) 

*Discovering The Civil War -Apr.29 2012 
*Minerals Transformed Through Vision &Skill -

Spring 2012 
◆ The Menil Collection 
(1515 Sul Ross 713-525-9400, www.menil.org 入場
無料 Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm) 

*Walter De Maria: Trilogies -Jan.8 2012 
*Seeing Stars: Visionary Drawing foam the Collec-

tion -Jan.15 2012 

ミュージックミュージック  

(Metal, Rock & Pop) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-629-3700 

Nov. 15, 7pm: Emanuel Ax Plus Tchaikovsky 3 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Nov. 15, 8:30pm: Manzarek & Robby Krieger of THE 
DOORS 

Nov. 17, 7pm: Saints & Sinners Tour fear. Between 
The Buried And Me 

Nov. 17, 8pm: An Evening With Corey Taylor 
Nov. 18, 8pm: Vince Neil 
Nov. 19, 8pm: The Jayhawks 
Nov. 20, 8pm: GWAR 
Nov. 21, 7pm: Black Veil Brides w/ Falling in Reverse, 

Aiden & Drive A 
Nov. 25, 8pm: Enrique Bunbury & Zoe 
Nov. 30, 8pm: “A Peter White Christmas 2011 Featur-

ing : Mandi Abair & Kirk Whalum” 
Dec. 4, 8pm: Dir En Grey 
Dec. 11, 8pm: Christmas With Aaron Neville 
Dec. 28, 8pm: Robert Earl Keen Ready For Confetti 

From The Fam-O-Lee 
Dec. 29, 8pm: Better Than Ezra 
Dec. 30, 9pm: Hayes Carll 

Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Nov. 17 & 18, 8pm: Sting: Back to Bass 
Nov. 19, 8pm: Korn 
Nov. 25, 7:30pm: Demi Lovato 
Dec. 8, 7:30pm: My Morning Jacket 

Toyota Center 713-758-7200 
 Dec.23, 4:00 and 8:00pm: Trans-Siberian Orchestra- 

Winter Tour 2011 
(Soul, R&B & Jazz) 
Verizon Wireless Theater 713-230-1600 

Dec. 1, 8pm: Joe Bonamassa 
Dec. 23,か 7:30pm: Maze featuring Frankie Beverly 

(Classic) 
Shepherd School of Music, Rice University 713-348-
5400 

Dec. 8, 8pm: American String Quartet with James 
Dunham 

Jones Hall 713-224-7575 
Nov. 18, 7pm: Emanuel Ax Plus Tchaikovsky 3 
Nov. 19, 8pm: Emanuel Ax Plus Tchaikovsky 3 
Nov. 20, 2:30pm: Emanuel Ax Plus Tchaikovsky 3 
Nov. 26, 7:30pm: Vivaldi’s Four Seasons 
Dec. 3, 11:30am: The Night Before Christmas 
Dec. 6, 7:30pm: Christoph Eschenbach Returns 
Dec. 9-10, 9pm: Very Marry Pops 
Dec. 11, 7:30pm: Very Marry Pops 
Dec. 13, 7:30pm: A Linda Eder Christmas 
Dec. 15-17, 8pm: Handel Messiah in Candlelight 
Dec. 18, 2:30pm: Handel Messiah in Candlelight 

(Rap & Hip Hop) 
Toyota Center 713-758-7200 

Dec.5, 7:30pm: “The Throne: JAY-Z and Kanye West” 
Verizon Wireless Theater 713-230-1600 

Nov. 26, 8pm: Scarface 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Nov. 16, 8pm: The Game 

Theatre Suburbia (4106 Way Out West) 713-682-
3525 www.theatresuburbia.org  

Dear Santa (~Dec. 3) 
 
Opera in the Heights at Lambert Hall  (1703 
Heights) 713-861-5303 www.operaintheheights.org  

Cosi Fan Tutte (~Nov. 20) 
 
Company  OnStage  (536  Westbury)  713-726-1219 
www.companyonstage.org  

The Lion in Winter (~Dec. 17) (Friday & Saturday) 

美美  術術  等等  

The Ensemble Theatre (3535 Main Street) 713-
520-0055 www.ensemblehouston.com  

Cinderella (~Dec. 30) 
 
Stages Repertory Theatre (3201 Allen Parkway) 
713-527-0123 www.stagestheatre.com  

Panto Red Riding Hood (~Dec. 31) 
 
Alley Theatre (615 Texas) 713-220-5700 
www.alleytheatre.org  

A Christmas Carol—A Ghost Story of Christmas 
(~Dec. 27) 

 
Hobby Center—Zilkha Hall (800 Bagby) 713-868
-9696 www.masqueradetheatre.com  

My Fair Lady (~Nov. 27) 
 
Houston Family Arts Center (10760 Grant Rd) 
281-685-6374 www.houstonfac.com  

The Sound of Music (~Dec. 18) 

NFL/Houston Texans @ Reliant Stadium  
(http://www.houstontexans.com/ ) 
Dec.4(Sun) 12:00pm Atlanta Falcons 
Dec.18(Sun) 12:00pm Carolina Panthers 

スポーツスポーツ  

November 24 @ 9:00am  62th Annual H-E-B 
Holiday Parade @ Downtown Houston 
General Admission to the parade is open and free to the 
public. パレードは無料ですが、ベストポジションを狙っ

てる方は特別席を前もって購入することをお勧めしま

すhttp://www.holidayparadehouston.org/ 
 
November 26 @ 11am Chuy's Christmas Parade 
starts at the State Capitol at 11th & Congress in Austin. 
1989年よりこのパレードは子供たちが子供たちを助け

るというテーマから始まりました。大きな風船などが

オースティンのダウンタウンを行進します。是非いらな

いおもちゃを恵まれない子供たちに寄付しませんか？
http://www.chuysparade.com 

  

編  集  後  記 

 

山本条太総領事がご着任されました。「拠

点と祭り」商工会を核としたコミュニティが重要

です。総領事公邸での4行合同セミナー「北

米インフラプロジェクトの現状とファイナンス」

では官民一体、オールJAPANとして米国で

のインフラ等プロジェクトを推し進めていく上

での資金調達の検討の一助となった。他の外

科系診療科と違う小児心臓外科医。移植手

術の過程を含め無事終えて家路につく頃に

は疲れ切っているというのは想像に難くない。

当地で出会う犬の多くが「アニマルシェル

ター」というのには驚きます。絵葉書のような

写真。アメリカは国立公園だけでなく春夏秋

冬を問わず、ヒストリー・ハンティングに出かけ

てみたいそんな気にさせる州が多いと思う。

歴史だけではなくスピリッチュアルに感化さ

れ、枕元にdream catcherを忘れない。 

 

（中水 勝) 

劇劇  場場  

その他その他  

November 20 Annual Houston Champion-
ship Chili Cookoff@Traders Village毎年恒

例になったテキサスの代表的料理のチリ煮込み

の料理を競いあう大会がトレーダービレッジで行

われます。詳しくは www.tradersvillage.com の
イベントセクションまで。 
 
November 26 より December 18 8th Annual 
Holiday  Market  with  サ ン タ ク ロ ー ス

@Traders Village トレーダービレッジにサンタ

クロースがやってきます。お子さんと写真をとるこ

とができますので是非訪れてみてはいかがで

しょうか？ 
http://tradersvillage.com/houston/events/10th-
annual-holiday-market-with-santa-claus 
 
December 3 Hometown Christmas Festival 
and tree lighting Ceremony at Pearland 
Town Center. Hometown Christmas Parade 
on December 4@5:30 p.m. Location: FM 518 & 
Pearland Parkway to FM 518 and Old Alvin 
Road See the website at  
http://www.pearlandparks.com/
christmasparade.html 
 
December 10 @ 6pm  Christmas Boat Lane 
Parade on Clear Lake クリアレイク上で行わ

れるボートのクリスマスパレード。100以上に上る

クリスマスで飾られたパワーボートがNassau Bay 
Lagoon to Galveston Bay間をパレードします。詳

し く は http://www.visithoustontexas.com/event-
details?id=13113 

 東日本大震災の影響で順延されたピクニックとソフトボール大会が

9月下旬に無事終了してから1週間後、商工会の新年度が開始しま

した。その直後に山本条太新総領事がパキスタンから当地へご着

任となり、約1年振りに名誉会長をお迎えし商工会新体制での10月

度常任委員会・総会が10月26日（水）の午後5時から開催されまし

た。 
 Four Seasons HotelのFairfield Room で行われた常任委員会で

は、山本総領事と上野新会長のご挨拶のあと、竹田新幹事より新理

事委員の紹介があり、加藤新会計幹事からの旧年度決算・新年度

予算案が承認され、事務局連絡で終了しました。続いて、6時からの

年次総会では、正会員、準会員、また会員配偶者の皆様の参加を

いただき、旧年度役員・特命理事・委員長・部会長による年次報告、

新理事委員の紹介、常任委員の選出が行われ終了となりました。 

 7時15分から、総領事夫人をお迎えし、別室Highlandで総領事歓迎

会・懇親会となりました。上野会長のご挨拶と乾杯音頭のあと、参加者

一同は立食スタイルの食事とワインなどを味わいながらしばらく歓談。

その後、特別ゲストとしてJAXAの若田光一宇宙飛行士からご挨拶をい

ただきました。会場では、若田宇宙飛行士との写真撮影をするグルー

プや、初顔合わせの会員の方々による名刺交換、顔なじみの方々の

歓談が続き、予定より30分延長の午後9時に土光辰夫新副会長による

一本締め音頭で全ての会が無事終了しました。 

 上野新会長がご挨拶の中で触れられていたように、商工会が日本へ

元気を発信できるような活発で有意義な活動・行事が実施できますよ

う、今期一年間の会員並びに関係者各位のご支援・ご協力を賜ります

よう宜しくお願い致します。 

→上段写真 

   常任委員会 

 

↓中・下段写真 

   年次総会 
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レ ス ト ラ ン 紹 介 

気取ったお店に、お気に

入りのドレスと靴を組み合わ

せてマニュキュアを塗りなおし

て、予約の時間に間に合うよ

うに慌ただしく出掛ける時間も

素敵ですが、思い立った時に

家にいるそのままの格好にサ

ンダルを引っ掛けて、安くて

美味しいものが食べられる気軽な時間もいいも

のです。今回は、Tシャツに短パンで出掛けられ

る美味しいアメリカンダイナーを紹介します。この

お店は、私が一時期日本でハンバーガー屋さん

をやるのもいいなあと考えていた時、ハンサムな

アメリカ人のクラスメートが連れて行ってくれたお

店です。 
 ダウンタウンの西側にある「Lankford Grocery 
& Market」。70年ほど前にお店を開いた時に

は、名前の通り果物などを売る食料品店だった

のですが、お店の一角でサンドイッチなどを売る

ようになってから評判になり、約40年前からアメリ

カンダイナーとなったそうです。朝7時から店開き

し、朝はフレンチトーストやオムレツなど、昼には

ハンバーガーや日替わりランチなど、そして3時

には閉まってしまいます。高価な食材を使った

料理はありませんが、40年前からほとんどレシピ

を変えていないというどこか懐かしい味と、作り置

きをしない出来たての料理が自慢です。私のお

              Vol. 24 

   Lankford Grocery & Market Lankford Grocery & Market Lankford Grocery & Market    

 ◆住所 ： 88 Dennis St., Houston, TX 77006  

 ◆電話 ： 713-522-9555  
 ◆営業時間 ： 月－土 7am ～3pm 日曜は定休日  

 ◆価格帯 ：$10未満～（現金のみ、クレジットカードは使えません）  

勧めは、断然ハンバーガーで

す。ハンバーガーにも使われる

挽肉は、そのままでは硬すぎる

から挽いて柔らかくしてよく焼い

て頂きましょう、とお肉を挽いた

のがはじまり。このお店のウェル

ダンに焼かれたお肉は、今の流

行りの和牛やブランド肉のもとも

と良い部位を挽いた高級バーガーとは一線を画

し、そんなお肉の事情から挽肉にしたのだろうな

と想像されるスネ肉やスジ肉がぎっしり入った男

前なお肉です。もちろん、中がちょっと赤みを帯

びて、上質の旨味のある汁が染み出てくる高級

バーガーも美味しいのですが、この店の噛みご

たえのある、しっかりした旨味のあるお肉は無骨

な飾らないアメリカの味といった感じです。ハン

バーガーでは、アボカド入りのSouth  Of The 
Border、ハバネロソー

ス入りのとびきり辛い

Firehouse  Burgerが人

気だそうです。サイドを

つけるなら、オニオンリ

ングがお勧めです。 
 ガレージを改造した

お店のドアを開けると、

大抵レジの前に列が

出来ていますが、ここに

はお会計を待つ人たちと、テーブルが空くのを

待つ人たちとがいますので、周りの様子を見な

がら順番にテーブルに着いてウェイトレスに注

文をします。お会計の紙は持ってきてくれない

ので、自分のテーブル番号を覚え、帰りにレジ

まで出向いて支払いをします。駐車場がないの

で、周辺に適当に停めるのが流儀のようです。

今まで私はレッカーされた事はありませんが、

心配な方は、目の届く範囲に停めて見守りなが

ら外のテーブルで頂くのがいいでしょう。ちなみ

に、この店を紹介してくれたハンサムな友人

は、ずいぶん年下なのに支払いも済ませてく

れ、完璧なエスコートだったのですが、女性に

は興味がない男性で、2人きりのデート中は花

の活け方やスキンケアについて指導を頂いて

いたのでした。とほほ。美味しいお料理で幸せ

な時間を過ごして下さい。 （Ikuko Murakami） 

South Of The Border BLTサンドイッチ  

開催日時：2011年10月26日（水） 
開催場所：Four Seasons Hotel (1300 Lamar Street)  

 

【常任委員会】 (17:00～17:55) ＜Room: FAIRFIELD＞ 

１．開会の辞（竹田直樹幹事） 

２．商工会会長挨拶（上野真吾会長） 

上野会長より新年度開始にあたっての年頭の挨拶があった。 

３．総領事館連絡 （山本条太総領事） 

10月7日（金）に着任された山本条太新総領事より下記3点の

連絡があった。 

①着任挨拶と自己紹介 

②東日本大震災への義援金活動への謝意表明 

商工会からの10万ドル強の義援金を含め、当地日系四団体

（日米協会、日本人会、日系人連盟）の義援金総額約29万
ドルをいただき、感謝。 

③今後の開催行事予定 

＊12月開催予定の天皇陛下誕生日レセプションでの日本ブラン 

    ド啓発・宣伝行事実施について 

＊来年3月の震災関連行事実施予定について 

各国の在外公館において毎年1月開催の新年祝賀会にかえ

て、来年3月頃に震災に対する支援に謝意を表すためのレセ

プションの開催を予定。 

４．理事委員の紹介 （竹田直樹幹事） 

竹田幹事より理事委員会を構成するメンバーとして、名誉会

長（総領事）、役員（7名）、特命理事（4名）、常設委員長

（7名）、常設部会長（5名）、事務局長の紹介があった。 

（詳細は商工会ホームページ掲載の組織図参照。 

  http://www.jbahouston.org/image/2011_2012ORG_final.pdf ） 

５．会計報告 【承認事項】 （加藤信之会計幹事） 

＊2011年9月期決算案の報告及び承認、2012年9月期予算案の 

承認について 

2011年9月期の$2,600の黒字予算に対し、実績が約$9,000の
黒字決算となった。その主な要因としては、婦人部委員会

とショーイング ･ジャパンによる活動収益金増と、

Committee経費のコストダウンによる経費削減による。新

年度予算については、全体的に昨年度と同水準に予算を組

み、$2,500の黒字予算とした。以上の報告を受け、決算

案・予算案が異議なく承認された。 

６．事務局連絡 （ライブロック祐子事務局長） 

①2011-2012版 商工会会員名簿改訂作業進捗報告 

例年より早めの12月初旬発刊を目処に作業を進めている。 

②年間行事・会議予定のお知らせ 

年間行事は商工会ホームページに掲載。今後各種行事の日

程など詳細の変更・決定内容は随時修正のうえ、ホーム

ページにアップデートしていく。 

（いずれも詳細については商工会ホームページを参照。   

  http://www.jbahouston.org/image/20111001event.pdf ） 

③会員消息連絡 

＊会員消息（10月26日現在）（別紙） 

＊正会員企業入会申請 ＜11月度理事委員会承認事項＞ 

申請社名：Development Bank of Japan Inc. 
                     （日本政策投資銀行） 

申請者：三浦理寛様 

登録希望会員数：1名 

登録希望部会：運輸・サービス・金融・貿易部会 

＊準会員企業入会申請 ＜11月度理事委員会承認事項＞ 

申請社名：Annoura Realty Group, LLC 
申請者：案浦スーザン様 

 

【年次総会】（18:00～21:00）＜Room: FAIRFIELD＞ 

１．開会の辞（竹田直樹幹事） 

２．総領事ご挨拶（山本条太総領事） 

山本条太新総領事より下記3点の連絡があった。（詳細は常任

委員会議事録第3項参照） 

①着任挨拶と自己紹介 

②東日本大震災に対する義援金活動への謝意表明 

③今後の開催行事予定について 

３．商工会会長挨拶 （上野真吾会長） 

ほぼ一年間のブランクの後、商工会新年度開始に併せて新総領

事を迎えることができ、総領事館には改めてフランクなお付き

合いとご指導をいただきたい。昨年度は中東地域民主化やギリ

シャ財政危機など難しい世界情勢の中で、震災と原発の復旧に

追われる日本へ元気を発信するため、会員また関係者には多大

な協力をいただいたことに謝意を表する。今年度は、日本の将

来を背負う子ども達を育成する補習校の支援と、会員の当地生

活等の手助けを視野にいれながら活動を行っていきたい。 

４．旧年度役員・特命理事・委員長・部会長による年次報告 

（竹田直樹幹事） 

竹田幹事の進行で、旧年度役員・特命理事・委員長・部会長に

よる年次報告が行われた。 

５．新理事委員会のご紹介 （竹田直樹幹事） 

竹田幹事より理事委員会を構成するメンバーとして、名誉会

長、役員（7名）、特命理事（4名）、常設委員長（7名）、常

設部会長（5名）、事務局長の紹介があった。 

（詳細は商工会ホームページ掲載の組織図参照。 

  http://www.jbahouston.org/image/2011_2012ORG_final.pdf） 

６．常任委員の選任について 【承認事項】 （竹田直樹幹事） 

商工会定款第四条第一項（2010年8月度において変更承認項

目）に基づき、正団体会員の企業責任者84名を常任委員として

選任することが報告され、異議なく承認された。 

 

【総領事歓迎会及び懇親会】 
（19:20～21:00）＜Room: Highland（2階）＞ 

１．開会の辞 （竹田直樹幹事） 

２．商工会会長挨拶・乾杯 （上野真吾会長） 

３．総領事挨拶 （山本条太総領事） 

４．閉会の辞 （土光辰夫副会長） 

平成平成2323（（20112011）年）年1010月度月度    商工会常任委員会・総会 議事録商工会常任委員会・総会 議事録  
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 このたび在ヒューストン総領事として着任

いたしました。これからテキサス・オクラホ

マ各州各都市を訪問し、各地の皆様にご

挨拶申し上げてまいりたく思います。まず

は本拠地のヒューストンです。商工会、日

本人会、補習校運営委員会の皆様にお

尋ねばかりの日々が続くと思いますが、ど

うぞよろしくお願いいたします。 
 
 着任に先立ち、東京に立ち寄りヒュースト

ン関係者のお話をうかがう機会がありまし

た。ビジネスチャンスが狙えること、安全便

利な生活を送れることなど、元気な話題が

多かったと思います。当地に来てまだ数日

ですが、あって欲しい物が、あって欲しい

場所にある街だと実感しています。快適さ

ということへの心配りに徹していなければ、

中々こうはいきません。 
 
 そういう街だからこそ、仕事や日々の生

活に、却って様々な、一括りにできないご

苦労があると思います。企業活動のお手

伝いをすること、皆様や御家族の不安解

消のために行動すること、共

に、私ども総領事館の役割で

す。情報のスイッチボードであ

り続けたいとも思います。人数

の少なさはチームワークで補

いますので、どうぞ総領事館

の機能をご活用願います。 
 
 ヒューストンには、日本や日

本人との友好的な関係が大

切にされていると思います。

皆様や先人のご尽力の賜で

す。行事や文化活動を通じ

て、そのような雰囲気を更に目に見える形

にしていきたく、一翼を担ってまいります。

お知恵とご支援を仰ぐことの連続となりま

しょうが、御無理ない範囲で是非ともお力

添え願いたく、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 
 
 私の前任地はパキスタンです。テキサス

在留邦人の十分の一の規模ですが、老

若男女の暮らす日本人社会があり、「祭

り」に励んできました。日本人には祭りが必

要で、祭りには拠点が必要で、それはどこ

でも同じであるかもしれません。この15日は

ヒューストン日本語補習校の運動会、補習

校生・ご父兄の勇姿を拝見できますことを、

楽しみにしております。 

  

2011年10月14日 

 山本条太（在ヒューストン日本国総領事） 

 

コネチカット州のニックネームは「CONSTITUTION 

STATE（憲法州）」。1663年、この地で米国初の州憲

法が制定され、それを参考に合衆国憲法が起草され

たとも言われている。アメリカ合衆国の始まりに深い関

わりを持つ歴史あるこの州の見どころを、いくつかご

紹介したい。 
まずは、州都ハートフォード。ニューヨークからなら

車や、バス、アムトラックなどで東北に約3時間で到着

する。町の中心部にある州議事堂は、建国の歴史と

誇りを物語るかのように、威風堂々とした風情。ハート

フォードはアメリカ保険産業の首都とも言われ、目抜

き通りにはTRAVELER、IMGなど保険会社の本社ビ

ルの数々が聳え立つ。この町の一番の見どころは、

アメリカ文学史上もっとも重要な人物の一人である

マーク・トウェインの家だ。1874年から約17年間、既に

人気作家であったトウェインが最も精力的に仕事をし

た時期に住んだ邸宅である。約1時間のガイドツアー

で、代表作である「トム・ソーヤーの冒険」、「ハックル

ベリー・フィンの冒険」などが執筆された書斎などを見

学することができる。天使の彫刻が美しいベッドなどこ

だわりの家具や数々の絵画などトウェインの暮らしを

しのばせる場所であるとともに、当時の最先端だった

であろう、ハートフォード初の電話やシャワーなどもあ

り、歴史博物館的な一面も持つ。併設のミュージアム

ショップはトウェインの小説をはじめ充実した品揃え。

久々にアメリカの有名作家の作品を読み直してみる

のも一興かもしれない。 
州の真ん中の東西を

通るI-84で車を走らせて

いると、ウォーターベリー

という町の、荘厳な教会と

古い街並みが見える。す

ると突然目に飛び込んで

くるのが、歴史を感じさせ

る町に似つかわしくない

巨大なモアイ像だ。そこ

は、アメリカの時計の歴

史 を 今 に 語 り 継 ぐ、

TIMEXミュージアム。マ

ラソンランナーの必需品であるスポーツウォッチで有

名なTIMEX社は1854年創業、今では腕時計の生産

では唯一のアメリカブランドである。ミュージアムで

は、懐中時計が主流であった時代の商品や、第一次

大戦を機に腕時計が取って代わったこと、そしてロブ

スターを使ってユニークな防水試験をしたことなど、

時計や時間の歴史に触れることができる。「モアイ像

はなぜここにあるのでしょう？」この質問の答えを知り

たければ、是非このミュージアムを訪ねてほしい。 
そして、ハーバードやプリンストンと並んで最高権

威の教育機関イエール大学があるのは、州の南部の

町 ニ ュ ー・ヘ イ ブ ン。

ニューヨークからは車

や電車で東へおよそ１

時間半の距離である。

1701年創設の厳かで

美しいキャンパスや併

設の博物館の数々など、見どころが多い。しかし

それだけではなく、アメリカの国民食ともいえるハ

ンバーガーの発祥地であるとも言われている。レ

ストランの名前は1895年創業のLouis’Lunch。19
世紀後半のニュー・ヘイブンには多くの工場があ

り、ヨーロッパ系の移民が職を求めて押し寄せ、

町の人口が倍増するほど活気が溢れていた。そ

して1900年のある日、「急いでいるので走りながら

食べられるものを作って」という客の求めに応じ

て、ルイスさんが作ったのは、”A broiled  beef 
patty between two slices of bread”（直火で焼いた

牛肉のパティを薄切りパンに挟んだもの）。これ

が、アメリカで最初に作られたハンバーガーだと

言われている。現在でも、その時と変わらないス

タイルのハンバーガーが、お店の看板商品だ。

当時ハンバーガー用のバンズは存在しなかった

ので、使用するのは、トーストした薄切り食パン。

そして、鉄製のグリルで焼いた分厚い牛肉パティ

と、一緒に挟んでいいのはトマト、オニオン、チー

ズだけ。店内にはケチャップ、マスタードなどの調

味料は一切置かれていない。お店の人曰く、「そ

んなものをかけると昔ながらの味が損なわれてし

まう。新鮮で良い材料だけを使っているから、必

要ないんだ」とのこと。スタッフのTシャツには‘No 
Ketchup’の文字。ハンバーガー発祥の地を名乗

り出ている町は他にもいくつかあり、どこが米国初

なのか定かではないが、Louis’Lunchの素朴で肉

厚な姿は、限りなくアメリカ食の原点に近いような

気がした。 
州の南側、ニューヨークのロング・アイランド半

島を対岸に見据えながら続くコネチカットの海岸

線。そう、この州は海とも縁が深い。

特に州の東には昔からの港町が多

くある。中でもお隣のロードアイラン

ド州にほど近いミスティックという町

には、昔の港町をテーマにした巨

大なアミューズメントパークがあり、

建国当時の庶民の生活に触れるこ

とができる。 
行くたびに奥深さを感じるこの州

で、次はどんな歴史に出会えるの

か。春夏秋冬を問わず、ヒストリー・

ハンティングに出かけてみたい、そ

んな気にさせる州である。 

ConnecticutConnecticutConnecticut   
石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 

コネチカット州でコネチカット州でコネチカット州で   

                                                      様々な歴史を探訪様々な歴史を探訪様々な歴史を探訪      

（今月は会員名簿改訂作業に伴

い、多数の登録・交替連絡等をい

ただいたため、ガルフ紙面への掲

載ではなく別紙折込みと致しまし

た。ご了承下さい。） 

 

＜１１月中旬以降の予定＞ 

 20日（日）：第541回テキサス会ゴルフ大会「商工会会長杯」 

     於 Houston National Gulf Club 

 24日（木）： 商工会事務局・三水会センター・図書館閉所（感謝祭休暇） 

＜１２月の予定＞ 

 14日（水）：婦人部委員会                  10：00～ 於三水会センター 

 16日（金）：ガルフストリーム編集会議    12：00～ 於ＪＯＧＭＥＣ 

 21日（水）：理事委員会                   11：30～ 於住友商事社 

＜２０１２年 １月の予定＞ 

 11日（水）：婦人部委員会 

        10:00～ 於三水会センター 

 18日（水）： 常任委員会 

            11:30～  於Four Seasons Hotel 

                        ビジネスセミナー（TBS） 

 20日（金）： ガルフ編集委員会 

         12:00～ 於ＪＯＧＭＥＣ 

  

 ＜詳しくは商工会ホームページ  

http://www.jbahouston.org で＞ 

 

       

   

         

会会  員員  消消  息息    



米国経済が未だ景気低迷から脱

却できない中、内需拡大に資す

るインフラ開発が着目される現況

を踏まえ、北米でのインフラ関連

プロジェクトに係るファイナンスを

主テーマに講演がなされました。

また、本年5月の法令改正に伴い

拡張された国際協力銀行の投融

資対象分野について説明があり、当地で各種プロジェ

クトに取組まれる日系企業を金融面から支える施策と

して活用いただきたい旨言及がありました。さらに、昨

今の円高への対応として本年8月に発表された「円高

対応緊急ファシリティ」の内容－M&A促進、資源・エ

ネルギーの確保・開発促進、中小企業の輸出等支援

の各施策－についても解説がありました。官民一体、

オールJAPANとして、米国でのインフラ等プロジェクト

を推し進めていく上での資金調達の検討の一助にな

る内容でした。 

Gulf    Stream 4 

て使い分けます（図1）。多くのデ

バイスは、弱った心臓を“補助”

するタイプのものです。埋め込

み型の補助人工心臓であれば、

退院することも出来ます。さらに

は、患者の心臓を全て取り出し

てから埋め込む“全置換型”人

工心臓もあります。当科は今年、

小児病院としては世界で初めて

この“全置換型”タイプの埋め込

みに成功し、マスコミでも大きく取り上げられました。 

人工心臓によるサポートで全身の状態が改善すれば、心臓移植の待機リスト

に登録されます。当科は，全米有数の小児心臓移植数を誇ります（肺移植は

全米1位）。ほぼ全例において、ドナーからの臓器摘出およびレシピエントへ

の移植手術を担当しているので、世界で最も小児胸部臓器移植に手洗いし

ている外科医かもしれません。最近、日本で初めて小児ドナーから脳死臓器

提供が行われたことは記憶に新しいかもしれません。（レシピエント側の）移植

手術と異なり、（ドナー側の）臓器摘出手術が脚光を浴びることはあまりないた

め、少し紹介したいと思います。ドナー手術は、心臓、肺、肝臓、膵・腎臓グ

ループなど複数の（しかも初対面の）外科医が同時に手術をするという点で、

非常に特殊です。臓器の“取り分”を巡って、口論になることも珍しくありませ

ん。「船頭多くして船山に上る」を避けるため、心臓外科医が全体を統括し、他

臓器の外科医が従うという暗黙の了解があります。しかし、（なぜか移植外科

医には）ガキ大将みたいな感じの人が多く、常に事が上手く運ぶとは限りませ

ん。礼儀正しく、冷静に、だけ

ど常に毅然とした態度で指示

することを心がけています。 

実際の臓器摘出が始まると、

次は時間との戦いです。心臓

の虚血許容時間（ドナーの心

臓を停止させた瞬間から、

ヒューストンに戻ってレシピエ

ントの体内で心拍動を再開す

るまでに許される時間）は4時

間しかありません（肺・肝・腎

はそれぞれ8，12，>24時間）。

少しの遅れが致命的になり得るため、救急車は待機しているか、飛行機は

readyか、常に次のステップに気を払わなければなりません（図2）。飛行機が

離陸した後も気が休まることはなく、心臓は期待通り動くだろうか、埋め込み手

術のプランは、あと何時間以内に心拍動を再開させねば、などと考えている内

にホビー空港に到着してしまう、というのが通常です。ですから、移植が無事

に終わって家路につく頃には、疲れ切っています。しかし、手術の成功を伝え

た時の家族の感謝は、想像を絶するものがあります。「Dr. Adachiが新しい心

臓を取りに行って、あなたに埋め込んでくれたのよ。」こういうご家族の言葉が

あるから、この体力的にも精神的にも少し大変な仕事を続けられるのだと思い

ます。 

最後に 

我が家のヒューストン暮らしにあたり、本当に多くの方々に支えて頂きました。

既に帰国された狩野、石山ファミリー、今も支えて下さっている本村、山田ファ

ミリーをはじめ、数えきれないほど多くの方のお世話になってきました。本当に

有り難うございました。そして何より、可愛い娘たちと妻へ内助の功を感謝し

て、この文章を締めたいと思います。 
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 ヒューストン在住の皆様、初めまして。

2010年6月よりテキサスチルドレン病院に

勤務している安達です。テキサスチルドレ

ン病院は米国最大の小児病院であり、そ

の小児心臓外科部門は全米トップ3にラン

クされています。子どもの心臓手術の概要

と、当科の特徴である人工心臓埋め込み・

心臓移植手術について述べます。 

 

子どもの心臓手術 

 心臓手術を必要とする大多数の子ども

は、“先天性心疾患”と呼ばれる“生まれつ

きの心臓形成不全”を患っています。疾患

の種類により重症度は様々ですが、生後数日以内に手術を行わないと命を

失う疾患も多数あります。小児心臓外科手術とは、心臓形態異常を“正常な

形に修復する”もしくは（正常に出来ない場合には）“生命維持が可能な状態

に造り変える”ものです。 

正常に修復しうる疾患の代表は“完全大血管転移”です。大動脈（通常は左

心室から）と肺動脈（通常は右心室から）という心臓から起始する二つの大血

管が“完全にひっくり返った状態”で本来とは反対の心室に接続しています。

このため、大動脈には（酸素の少ない）黒い血が、肺動脈には（酸素の多い）

赤い血が流れ、放置すれば1歳の誕生日を迎える可能性はほぼ皆無です。

大動脈スイッチと呼ばれる手術の概念はとてもシンプルです。大血管を心臓

から切り離して、“逆方向へひっくり返し”、正常な形で心臓と接続します。手

術の成否を分けるポイントは、大動脈から起始する冠動脈という心臓自体を栄

養にしている血管も、“新”大動脈（元の肺動脈）に移動させなければならない

点です。冠動脈移植が不成功であれば、心臓に十分な血液が供給されず、

心臓は二度と動き出しません。新生児の心臓はイチゴくらいの大きさで、大血

管は5~6mm、冠動脈は1~2mm程度の太さでしかありません。極めて難易度の

高い手術ですが、当科における成功率は100％であり、新生児期にベストの

手術を受けた患者は、健常児と変わらない生涯を終えることができます。 

“生命維持が可能な状態に造り変える”疾患の代表は“左心低形成症候群”

です。この疾患では生命維持に最も重要な“左”心室が小さすぎて、全身に血

液を送り出すことが出来ません。そのため、本来は肺に血液を送る“右”心室

を全身ポンプとして代用させるためのノーウッド手術を行います。この手術の

成功率は外科医・施設の経験に大きく左右されますが、当科を含め米国の大

施設の成功率は90％を超えます。残念ながら日本では、50%以上の成功率

を誇る施設は非常に限られ、非常に低い成功率を理由に、この手術を中止し

た施設が（大学病院を含め）多数存在します。 

心臓手術の多くは、人工心肺という装置を用いた上で、心臓・肺を停止させ

て行います。心肺の停止は、“人の死”の定義そのものです。他人のお子様を

預かって、人為的に患児を“心臓死”の状態に置き、限られた時間で心臓を

修復し、“生きた状態”に戻して、ご両親に返す。それが、小児心臓外科医の

仕事です。そして外科医個人の力量が、患者の生死という極めて明白な形で

現れるのが、他の外科系診療科との違いです。 

子どもの心不全に対する外科治療 

 心臓は血液を送り出すポンプです。ポンプが充分に働かなくなった状態を

“心不全”と呼びます。様々な理由により、近年小児の心不全が急増していま

す。ポンプ不全が内科的治療の限界に近づき、放置すれば死を免れないと

判断されたとき、外科治療の適応となります。具体的には人工心臓の埋め込

み、もしくは心臓移植です。 

 当科は、小児患者への人工心臓埋め込み治療を世界で最も積極的に

行っている施設です。人工心臓には様々なタイプがあり、患児の特性に応じ

     

子どもの心臓手術子どもの心臓手術  
  テキサスチルドレン病院 小児心臓外科 安達偉器先生 

第８６回  

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。 

前回の西尾信博先生から小児心臓血管外科ご専門の安達偉器先生にバトンが移りました。  

次回は、神経内科ご専門の浦部博志先生です。浦部先生は同じア

パートに住んでいるという事のみならず、三人娘の父親という共通点か

らか、最初から親近感の湧く方でした。家族ぐるみのおつきあいをさせ

て頂いています。 

 

 

Seminar Report 

「北米インフラプロジェクトの現状とファイナンス」「北米インフラプロジェクトの現状とファイナンス」  講演会講演会  

 9月19日、在ヒューストン日本国総領事公邸にて、国際

協力銀行、三井住友銀行、みずほコーポレート銀行、三

菱東京UFJ銀行の4行合同セミナー「北米インフラプロ

ジェクトの現状とファイナンス」が開催されました。米国で

のインフラ関連のプロジェクトに携わる会員企業を中心

に19社29名の方が参加されました。 
 
セミナーでは、 
(1)「米国マクロ経済の当面の見方について」 

                        （三井住友銀行） 
(2)「北米でのリニューアブルプロジェクトについて」 

                  （みずほコーポレート銀行） 
(3)「北米のインフラに係るプロジェクトファイナンスについ

て」                  （三菱東京UFJ銀行） 
(4)「新国際協力銀行法に基づく業務の見直しについて」                          

                        （国際協力銀行） 
の4テーマにつき、講演が行われました。 
 

 

ワンワンワン!!!ダフル  ヒューストンダフル  ヒューストンダフル  ヒューストン   
Vol.7  アニマル・シェルターでの ボランティア  

川原志津香（家庭犬しつけインストラクター）  

 ヒューストンで犬を連れてドッグパークやイベントに出かけるようにな

ると、同じように犬を連れている人と話をする機会も増えました。そう

いった人々との会話の中で、ヒューストンで出会う犬は、アニマル・シェ

ルター（動物保護施設）から引き取られた犬が多いことに気が付きまし

た。日本では犬をブリーダーやペットショップから迎えたという人が多

いので、シェルターから引き取られた犬がとても多いのに驚きました。 

 米国ペット製品製造者協会の2011年～2012年全米ペットオーナー

調査によると、アメリカの家庭で暮らしている犬の21% はアニマル・

シェルターから引き取られた犬なのだそうです。アメリカの他の多くの

都市と同様に、ヒューストンでもペットショップチェーン店も含めほとん

どのペットショップでは、子犬を販売していません。犬を飼うには、ブ

リーダーから迎えるか、アニマル・シェルターから迎えるかという二択

に近い状況ですが、一般家庭で飼う犬であれば、血統書にこだわるこ

ともないから、と、新しい家族を待っているアニマル・シェルターの犬の

中からお気に入りの１頭を迎える人が多いようです。 

 引っ越し後、生活が少し落ち着いたら、犬に関わるボランティア活動

をしたいと思っていたので、多くの犬が新しい家族と出会っているアニ

マル・シェルターに興味を持ち、実際に見学に行くことにしました。  

 ヒューストンには、BARC（ヒューストン市の動物管理局）、Humane 

Society（動物愛護協会）、CAP（市民動物保護団体）などのアニマル・

シェルターが存在していますが、その中でも、自宅からのアクセスも良

いヒューストンSPCA（動物虐待防止協会）を訪ねてみました。 

 ヒューストンSPCAは、1924年に設立された、ヒューストン近郊では最も

歴史の古い動物保護施設です。SPCAの活動は、動物の引き取り、虐

待を受けた動物の保護、負傷動物の保護、動物の譲渡、去勢避妊手

術、迷子動物の保護、しつけ教室や子供のための動物教室の開催等、

多岐に渡り、年間3万9千頭もの動物が様々な理由でヒューストンSPCA
にやってくるそうです。 

ヒューストンSPCA  譲渡対象の子犬・小型犬エリア  

三菱東京UFJ銀行 酒井孝樹氏  国際協力銀行 安間匡明氏 国際協力銀行 藤田豊明氏 みずほコーポレート銀行  

長谷川淳二氏 
三井住友銀行 森谷享氏   

総領事館 渡部隆彦首席領事 
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婦人部だより 

“あそぼーかい” 活動報告 

10月21日、22日の両日、体育の日と秋の食べ物をテーマに

“あそぼーかい”が開催され、元気いっぱいのちびっ子たちが集

まってくれました。 

みんなで“おいものたいそう”で体を動かした後、“さるかに合

戦”のパペットショー。今月の歌“はしるのだいすき”で歌ったり

走ったり、“玉いれ”でミニ運動会。そして10月のお誕生会と今

回も盛りだくさんの“あそぼーかい”でした。 

活動報告活動報告活動報告   

●今後の開催予定 
「絵本読み聞かせの会」     

 12月10日（土）  

  いずれも、10：00～ 3歳以上／10：30～ 3歳未満 

「あそぼーかい」～小さいお子様向け～ 

    11月19日（土）9:30～  

   12月 3日（土）9:30～ 

   12月 6日（金）14:00～  

※変更がある場合もございます。 

三水会センター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。ご興味をお持ちの方やお問い合わせは下記ア

ドレスまでご連絡下さい。お待ちしています！！ 

  あそぼーかい mama_asobokai@yahoo.co.jp      

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

ワン！ダフル ヒューストン 

Animal Cops Houston” を通じてその活動を広く一般に紹介したり、メ

ディアにも多く登場しています。 

 新しい家族と動物の出会いをサポートしたいという方は、是非ボラン

ティアのためにオリエンテーションに参加してみてください。SPCAの

ホームページで、ボランティア活動の詳細やオリエンテーションの申し

込 み 方 法 につ い て（http://www.houstonspca.org/site/PageNavigator/
getinvolved_volunteer）に詳しく紹介されています。アメリカの良いとこ

ろのひとつは、何か役に立ちたい、と思ったときに、それを発揮できる

場所が数多く存在することだと思います。自分の得意分野で少しでも

社会に貢献できるのは本当に嬉しいものです。わたしも、ボランティア

活動を通じて、今後も保護された動物が安心して暮らせる新しい家を

見つけるサポートをして行きたいと思っています。 

 

譲渡が決まった犬のプロフィール用紙には
「譲渡済み」のスタンプが押されます。 

新しい家族の迎えを待つ犬たち。  ヒューストンSPCA広報マネージャーのミーラ・ナンドラルさんと。  

（右上） ヒューストンSPCA外観。 
（左上） 開放的なロビー。週末には家族連れで賑わう。 
（左下） 譲渡対象の大型犬エリア。  

  日本では、アニマル・シェルターという

と、不幸な犬猫が収容されている場所とし

て暗いイメージを抱く人が多いものです

が、清潔で明るいロビーに入ればすぐ、そ

のようなイメージは吹き飛んでしまいます。

週末には犬や猫を選びにやってくる親子

連れで賑わい、1日に20頭もの大型犬が

新しい家族としてもらわれて行くこともある

ほどです。ヒューストンの人々にとっては、

アニマル・シェルターは不幸な犬猫の収

容場所ではなく、新しい家族と出会う場所

という位置づけなのでしょう。 

 アニマル・シェルターを訪れるのは、犬

や猫を見に来る人ばかりではありません。

ヒューストンSPCAでは、約600人のボラン

ティアが譲渡の対象となっている犬、猫、

ウサギ・フェレット等の小動物、馬などの世

話、犬のしつけクラスの開催、施設外で開

催される譲渡イベントの手伝いで活躍して

います。 

 わたしもそんなボランティアの1人になっ

て、アニマル・シェルターの活動をサポー

トしたいと思い、昨年10月に、ヒューストン

SPCAのボランティアのためのオリエン

テーションに参加しました。その後、大型犬エリア担当になり、大型犬を

散歩に連れ出したり、犬舎の掃除を行ったり、譲渡対象の大型犬の世

話をする一方で、譲渡希望者の応対をしたり、より早く引き取り手がつく

ように性格テストを実施して犬を評価するという作業にも携わりました。

また、基本的なマナーを身に付けるための、犬のしつけ教室のアシスタ

ントをしながら、ヒューストンの人々のしつけのニーズを学ぶ機会を得

て、わたし自身大変貴重な経験をすることができました。 

 まだ、アニマル・シェルターに行ったことがないという方は、是非一

度、足を運んでみて頂きたいと思います。 ヒューストンSPCAの広報担

当のミーラ・ナンドラルさんは、「少しでも多くの人にヒューストンSPCAを

知ってもらい、まずは足を運んで欲しい。新しい出会いをここで見つけ

て欲しい」と話していました。存在を知られなければ、新しい家族との出

会いも増えない、と、ヒューストンSPCAは、アニマルプラネットの番組”

大きい子も小さい子もみんなあつまれ！! 

クリスマスバージョン 

 所恐怖症の私にはとても写真をとったりす

る余裕など無かった。 

さらに足を延ばしてモニュメントバレー。

ハリウッド映画のロケ地としても有名な場所

を実際に見られたことは嬉しかった。またバ

レーの目の前のホテルの予約がとれ、その

部屋から間近にバレーの朝日、夕日を見る

ことができたのはとても幸運だった。 

最後にブライスキャニオン。この頃になる

とちょっと赤茶けた土色の大地に飽きも感

じだしてくるが、ブライスキャニオンはそこに

立ち並ぶ形様々な尖塔群がとても美しく、 

またトレイルがいくつかあって、尖塔群内を

歩くことができた。トレイルから見上げた景

色はとても幻想的で、この世のものとは思

えず、私には三途の川を想像させた。また

ブライスキャニオンは全米で最も空気が澄

んでいる場所として有名で、夜空の美しさ

は格別だった。夜空に広がる星の数はあま

りに多く、唯一知っているカシオペア座さ

え、その無数の星の中に埋もれて判別がで

きない程だった。 

最終日はラスベガスでショウを見たり、カ

ジノに行ったりして楽しんだが、前日までの

大自然の偉大さとのギャップが面白かっ

た。 

来年の夏休みはどこに行こうかな、と今

から思いめぐらせているが、今年のヒュース

トンも国立公園巡りもとても暑かったので、

もう少し涼しいところに行きたいなと思う今

日この頃である。 

 ヒューストンに来てまだ１年満たないが、早くも

駐妻日記が回ってきた。それゆえまだそれ程面

白い話も無いのが残念だが、赴任してきて最初

の夏休みの旅行について書いてみたい。 

 アメリカ駐在になった方が一度は行くであろう

国立公園めぐり、我が家は、ラスベガスから車で

グランドキャニオン、セドナ、アンテロープキャニ

オン、モニュメントバレー、ブライスキャニオンを

まわった。日本から来た友人夫妻とラスベガスで

落ち合い、レンタカーを借り、夫を含む4人で一

路グランドキャニオンへ。友人夫妻が予約してく

れたレンタカーはGMCのSUVで車内は広く走り

も良かった。また4人とも運転できたので4交代制

にでき、長時間の走行が必要な旅においてはと

ても良かった。 

私達はサウスリムに宿をとり、そこから壮大な、

とにかく、今まで見たことのな

い渓谷を目の当たりにした。渓

谷はコロラド川による土壌の侵

食に始まり長い年月をかけ浸

食を深めていき、現在見える

最下層の地層は17億年前のも

のというから驚きだ。  

 次なる場所はセドナ。スピリ

チュアルの聖地と呼ばれてい

るようであり、私達もパワース

ポットで何かを感じられることを

密かに期待し2日間かけて要

所を巡ったが、結局誰も何も

感じることはできなかった。ハリ

ウッドスターなど著名人の別荘

があることでも有名な街だけあ

り、食事は美味しく、特に野菜が美味しかった

のは、パワースポットで栽培されているからな

のか、とその秘密についてしばらく考えてし

まった。 

そしてアンテロープキャニオン。レイクパウ

エルへ流れる河川の一つが刻んだ小さな渓

谷であるが、幻想的な造形で知られている。

場所はナバホ族居留地内にあり、ナバホ族の

ガイドに案内され訪れた。渓谷は確かに幻想

的で美しかったが、内部は狭く、にもかかわら

ず観光客が沢山いるため騒々しく、かつガイ

ドに追い立てられ見学しなければならないの

が残念だった。近くにあるホースシューベンド

にも立ち寄った。高所から覗くコロラド川の急

カーブで、川の色は深いグリーンでとても美し

かった。がしかし、手すりも何もないので、高

第86回 中村 佳美 さん 
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 毎年4月に予選大会、5月のピクニック時に決

勝トーナメントが開催されるのが通例である

が、今年は3月11日の東北地方太平洋沖地震

による震災の影響で自粛順延が決まり、9月5
日の予選大会に続き、9月25日に決勝トーナメ

ントを開催する運びとなった。先ず、今回の大

会の運営に尽力して下さったヒューストン日本

商工会、運営幹事会社の方々に御礼を申し上

げたい。 

 イーグルスの成年プレーヤー（合法的にお

酒が飲める）5人のうちの3人が補習校ソフトの

監督とコーチをしているため、9月3日夜の懇

親会、4日のダラス戦、5日の予選と、中年の

オッサンには体力的に大変こたえる予選で

あった（他の数チームも同じ状況であったと思

う）。2005年に荻島さん、一尾さん、古川飛行

士、ゲッチュさん、村上さんを中心に補習校の

父兄が中心になって発足したイーグルス。発

足当時のメンバーは子供達を残してアメリカを

後にし世界で活躍中。ということで浅野、岡

崎、原のシニア枠以外のまともな選手は牛嶋

君と浅野社長のご令嬢、晴美先生のみでその

ほかは発足時前後のメンバーの子供達が主

要なメンバーに。ここでチームの紹介を。 

1番、サード、優作（外崎） 
  子供枠出場、体力、技術ともに大人以上で

他チームから多大なヒンシュクを買う。でも正

真正銘の13歳。打率たぶん 9割以上、本塁打

3本？ 
2番、キャッチャー、晴美先生 
  女性枠出場の紅一点、浅野家ご令嬢で親

父とのバッテリー。巧みなリードで父をサポー

ト。打っても打率5割の強打者2番。 
3番、レフト、村上長男（ヨシ） 
  イーグルスオリジナルメンバーで今はドイツ

勤務の村上さんの長男坊。レフトへのライ

ナー、フライは全部キャッチでMVP。打っても

メトンズ戦の一番欲しいところでホームラン。 
4番、ピッチャー、浅野社長 
  シルバー枠、補習校ソフト男子Aチームの

監督。メチャいけてるとても若い50歳。上手い

ピッチングとフォアボールは全試合で数個の

コントロール。特に準決勝で見せたボール球

をストライクにする魔球は圧巻。いつもお弁当

ご馳走様でした。 
5番、ショート、牛嶋君 
  イーグルスで唯一の真っ当な野球選手で

カッコイイエリート商社マン。予選では期待に

反してエラーするも打撃でお返し。決勝トーナ

メントでの準決勝で先制のホームランはお見

事。  
6番、ファースト、ゲッチュ カルビン 
  イーグルスオリジナルメンバーで今はナイ

ジェリア出張中のゲッチュさんの長男坊、靴の

サイズは30cm。ダラス戦から打率は降下で予

選もそのまま。しかし威圧感は十二分。でも守

備で内野手の荒れた送球を何度も好補。

ホームへ好送球しアウトを稼ぎチームに貢

献。 
7番、センター、荻島次男（アキ） 
  イーグルスオリジナルメンバーで今は日本

の荻島さんの次男坊。外野の要のセンターの

守備は、レフト村上と一緒に何度チームを

救った事か。補習校戦に異常な情熱で挑み

祈念のホームラン1本。 
8番、ローバー、荻島長男（トシ） 
  イーグルスオリジナルメンバーで今は日本

の荻島さんのとても紳士な長男坊、エラーあり

ヒットあり。そつなくチームに貢献。決勝戦は

大学の授業の予習で残念ながら不参加。 
8番、DH、ゲッチュさん 

  イーグルスオリジナルメンバーで予選中は

ナイジェリアに出張中。決勝戦はタイミングよく

帰国休暇中で参戦。DHで出場。50歳を過ぎ

ているにも拘わらず凡打でも1塁まで全力疾

走する姿には脱帽です。 
9番、ライト、古川長男（健吾） 
  イーグルスオリジナルメンバーで現在宇宙

に出張中の古川さんの長男。打率は6割強の

最強の9番打者。でも決勝トーナメントで2回も

ホームプレートを間違えて踏み中年オジサン

3人に雷を落とされる。が、守っては俊足を活

かしノーエラー。 
10番、セカンド、原 
  シニア枠、いたって不真面目な中年オヤ

ジ。予選はメトンズ線でエラー、トンネルのひ

んしゅくプレー。周りの野次にも耐えてしっか

りとヒットを積み重ねるのは年の功か。 
11番、DH、ローバー、岡崎監督 
  シニア枠、実は真面目でシャイな補習校ソ

フト男子Bチーム監督。予選の打率は9割5分

以上を上げる。普段ばらばらなチームの正に

まとめ役。 
そして控え選手は岡崎家次男公士朗12歳 
  （抑えのキャッチャーとフォアボールのスペ

シャリスト）と原家三男海聖10歳（出塁率9割

以上、中年お父さんの代走専門のスペシャリ

スト）のオミソのみ。ベンチで静かにDSゲーム

で遊びながら、大人に迷惑をかけない心配り

に感謝。 

 

 といっても、こんな状態で怪我人が出たらそ

の時点で試合放棄??という過酷な状況でも笑

いあり、叱責あり、冗談ありの楽しいソフトの試

合を作り上げる戦略に、応援していただいた

御家族も楽しめた試合であったと思う。ひたす

ら自己反省はしつつも、家族に支えられなが

らいつも楽しく笑ってプレーがイーグルスの

チームカラー。 

 イーグルスのモットーは、岡崎監督の下”勉

強と仕事が最優先”。今年の酷暑で練習時間

も短くし効率よく、メチャ若い中年3人組は補

習校のソフトの練習に混ぜてもらいながら何と

か体力維持を心がけ、それでもオリジナルメン

バーの子供達の加入で若返りを果たしたイー

グルス。強制練習の無いイーグルスは、全員

が揃って練習したのは一回だけ。普段は一切

まとまらないチームだが、試合になると奇数コ

ンビ（10代優作、30代牛嶋君、50代のメチャ

若い浅野社長）を中心の打線が爆発。守って

もサードと外野は脚力自慢のSecond Genera-
tionで固め、強い打球も鋭い外野のライナー

もほとんどキャッチ。特に優作－カルビンの

ホットライン、村上長男、古川長男と荻島兄弟

の守備に何度チームは助けられたことか。守

備がいいと試合に程よい緊張感が増すことを

再度実感。予選でエラーが若干見られたが、

随所に好プレーあり大きなミスも無くといった

感じであった。 
 
予選からの各試合を振り返ると； 
 前日、久し振りに降った雨の影響か、風が

非常に強い日の朝一番に予選第一戦が開
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始。相手は補習校。3人が監督、コーチをやっ

ていたのでデーターはほとんど承知済み。こ

の試合、シニアは全員打率が10割と、ヤング

パワーに頼らずに失点も6と快勝。第2戦は東

芝戦。第一試合大量得点を良くしてそのまま

波に乗り14x4。そして第3戦は前評判の高い

強豪メトンズ。くじ運がかなり影響した試合では

なかっただろうか。先方は2試合連続の試合。

こちらは1試合分休めたのも大きかった。それ

でも前日のダラス戦からの運動量で、若い出

場者も含めてかなり体力を消耗し始め、打線も

2回を除いて大量得点が取れない。最終回、4
点差はあっても何が起こるかわからないのがソ

フト。最終回には村上長男が打球を目にぶつ

けて打撲退場というアクシデント。晴美先生を

セカンドに、原をローバー、キャッチャーに岡

崎家次男のシフトに変更。メチャ若い浅野社

長の好投で何とか無得点に抑え決勝トーナメ

ントに出場したが、緊張と体力の消耗で家に

帰って晩飯後すぐに寝たのは私だけではない

はず。 

 その週に決勝トーナメントの組合せ発表。準

決勝はお互いの練習に参加しあって手の内を

知り尽くしているロードランナーズ。しかも、昨

年の予選で同点にされ決勝トーナメント進出を

阻んだあの宿敵。と思いきや、監督から24日

（決勝トーナメント前日）だけチョロっと練習しま

すとのメール。一回だけの練習?? そこに、メ

チャ若い浅野社長が練習決行のメール。でも

集まった人数は6名だけで、何とロードラン

ナーズの練習に混ぜてもらいました（ロードラ

ンナーズの皆さん、本当に有難うございまし

た）。18日には古川家の御招待を与り、宇宙に

いる古川さんにテレビ電話で結果報告もしっ

かりいたしました（決勝トーナメントに日帰り出

張頼みましたが、無理（当り前））。前日の練習

も最後まで全員が揃う事無く、仕事と勉強が最

優先のイーグルスでした。 

 そして、決勝トーナメント。先ずはロードラン

ナーズ戦。昨年の同点引き分けの悔しさをバ

ネに、初回表この試合に執念を燃やしていた

牛嶋君のホームランで3点先取するも、その後

が続かず5回終了時で3-0と試合はこう着状

態。6回に下位打線からの連続安打で3点を追

加し6点差。でも最後まで何が起こるかわから

ないのがソフト。最終回1点取られるも、ここで

もメチャ若い浅野社長の好投で完勝。決勝戦

の相手はこれまた強豪のComets。3回を終

わって3点リードされる。3回に点を取ったかと

思いきや、古川長男のホームベース踏み忘れ

事件が発覚。空気が淀み始めたところで若い

選手に喝をいれ、4回から6回まで怒涛の攻撃

で24点をもぎ取り、見事念願の初優勝。決勝

トーナメントは好投と好守備が光った試合で

あった（2試合で失点４、予選を含めて失点は

19点のみ。得点は75）。来年への課題は子供

枠をきちんと確保する事？連覇めざしてまた

頑張らせていただきやす。 
 

 最後に2006年の3位、2008年の2位それから

毎年優勝を目指してできなかったイーグルス。

昨年と今年、ドイツ、日本、そして宇宙へと転

勤又は長期出張になりながらもイーグルスを陰

ながらいつも盛上げて頂いていた村上さん、

森田さん、荻島さん、古川さん、そしてイーグ

ルス創設時のメンバーへの優勝報告とさせて

頂きます。 
 
GO EAGLES!!! 
乱筆失礼、 

Eagles総務課の原 (Pisco Group, LLC) 

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会  

試
合
結
果

試
合
結
果  



6 Gulf   Stream 7 Gulf    Stream 

 毎年4月に予選大会、5月のピクニック時に決

勝トーナメントが開催されるのが通例である
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日の予選大会に続き、9月25日に決勝トーナメ
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げたい。 
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  シニア枠、実は真面目でシャイな補習校ソ

フト男子Bチーム監督。予選の打率は9割5分

以上を上げる。普段ばらばらなチームの正に

まとめ役。 
そして控え選手は岡崎家次男公士朗12歳 
  （抑えのキャッチャーとフォアボールのスペ

シャリスト）と原家三男海聖10歳（出塁率9割

以上、中年お父さんの代走専門のスペシャリ

スト）のオミソのみ。ベンチで静かにDSゲーム

で遊びながら、大人に迷惑をかけない心配り

に感謝。 
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ていたのでデーターはほとんど承知済み。こ
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強豪メトンズ。くじ運がかなり影響した試合では

なかっただろうか。先方は2試合連続の試合。
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点差はあっても何が起こるかわからないのがソ
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ントに出場したが、緊張と体力の消耗で家に

帰って晩飯後すぐに寝たのは私だけではない
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た）。18日には古川家の御招待を与り、宇宙に
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思いきや、古川長男のホームベース踏み忘れ

事件が発覚。空気が淀み始めたところで若い

選手に喝をいれ、4回から6回まで怒涛の攻撃

で24点をもぎ取り、見事念願の初優勝。決勝

トーナメントは好投と好守備が光った試合で

あった（2試合で失点４、予選を含めて失点は

19点のみ。得点は75）。来年への課題は子供
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婦人部だより 

“あそぼーかい” 活動報告 

10月21日、22日の両日、体育の日と秋の食べ物をテーマに

“あそぼーかい”が開催され、元気いっぱいのちびっ子たちが集

まってくれました。 

みんなで“おいものたいそう”で体を動かした後、“さるかに合

戦”のパペットショー。今月の歌“はしるのだいすき”で歌ったり

走ったり、“玉いれ”でミニ運動会。そして10月のお誕生会と今

回も盛りだくさんの“あそぼーかい”でした。 

活動報告活動報告活動報告   

●今後の開催予定 
「絵本読み聞かせの会」     

 12月10日（土）  

  いずれも、10：00～ 3歳以上／10：30～ 3歳未満 

「あそぼーかい」～小さいお子様向け～ 

    11月19日（土）9:30～  

   12月 3日（土）9:30～ 

   12月 6日（金）14:00～  

※変更がある場合もございます。 

三水会センター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。ご興味をお持ちの方やお問い合わせは下記ア

ドレスまでご連絡下さい。お待ちしています！！ 

  あそぼーかい mama_asobokai@yahoo.co.jp      

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

ワン！ダフル ヒューストン 

Animal Cops Houston” を通じてその活動を広く一般に紹介したり、メ

ディアにも多く登場しています。 

 新しい家族と動物の出会いをサポートしたいという方は、是非ボラン

ティアのためにオリエンテーションに参加してみてください。SPCAの

ホームページで、ボランティア活動の詳細やオリエンテーションの申し

込 み 方 法 につ い て（http://www.houstonspca.org/site/PageNavigator/
getinvolved_volunteer）に詳しく紹介されています。アメリカの良いとこ

ろのひとつは、何か役に立ちたい、と思ったときに、それを発揮できる

場所が数多く存在することだと思います。自分の得意分野で少しでも

社会に貢献できるのは本当に嬉しいものです。わたしも、ボランティア

活動を通じて、今後も保護された動物が安心して暮らせる新しい家を

見つけるサポートをして行きたいと思っています。 

 

譲渡が決まった犬のプロフィール用紙には
「譲渡済み」のスタンプが押されます。 

新しい家族の迎えを待つ犬たち。  ヒューストンSPCA広報マネージャーのミーラ・ナンドラルさんと。  

（右上） ヒューストンSPCA外観。 
（左上） 開放的なロビー。週末には家族連れで賑わう。 
（左下） 譲渡対象の大型犬エリア。  

  日本では、アニマル・シェルターという

と、不幸な犬猫が収容されている場所とし

て暗いイメージを抱く人が多いものです

が、清潔で明るいロビーに入ればすぐ、そ

のようなイメージは吹き飛んでしまいます。

週末には犬や猫を選びにやってくる親子

連れで賑わい、1日に20頭もの大型犬が

新しい家族としてもらわれて行くこともある

ほどです。ヒューストンの人々にとっては、

アニマル・シェルターは不幸な犬猫の収

容場所ではなく、新しい家族と出会う場所

という位置づけなのでしょう。 

 アニマル・シェルターを訪れるのは、犬

や猫を見に来る人ばかりではありません。

ヒューストンSPCAでは、約600人のボラン

ティアが譲渡の対象となっている犬、猫、

ウサギ・フェレット等の小動物、馬などの世

話、犬のしつけクラスの開催、施設外で開

催される譲渡イベントの手伝いで活躍して

います。 

 わたしもそんなボランティアの1人になっ

て、アニマル・シェルターの活動をサポー

トしたいと思い、昨年10月に、ヒューストン

SPCAのボランティアのためのオリエン

テーションに参加しました。その後、大型犬エリア担当になり、大型犬を

散歩に連れ出したり、犬舎の掃除を行ったり、譲渡対象の大型犬の世

話をする一方で、譲渡希望者の応対をしたり、より早く引き取り手がつく

ように性格テストを実施して犬を評価するという作業にも携わりました。

また、基本的なマナーを身に付けるための、犬のしつけ教室のアシスタ

ントをしながら、ヒューストンの人々のしつけのニーズを学ぶ機会を得

て、わたし自身大変貴重な経験をすることができました。 

 まだ、アニマル・シェルターに行ったことがないという方は、是非一

度、足を運んでみて頂きたいと思います。 ヒューストンSPCAの広報担

当のミーラ・ナンドラルさんは、「少しでも多くの人にヒューストンSPCAを

知ってもらい、まずは足を運んで欲しい。新しい出会いをここで見つけ

て欲しい」と話していました。存在を知られなければ、新しい家族との出

会いも増えない、と、ヒューストンSPCAは、アニマルプラネットの番組”

大きい子も小さい子もみんなあつまれ！! 

クリスマスバージョン 

 所恐怖症の私にはとても写真をとったりす

る余裕など無かった。 

さらに足を延ばしてモニュメントバレー。

ハリウッド映画のロケ地としても有名な場所

を実際に見られたことは嬉しかった。またバ

レーの目の前のホテルの予約がとれ、その

部屋から間近にバレーの朝日、夕日を見る

ことができたのはとても幸運だった。 

最後にブライスキャニオン。この頃になる

とちょっと赤茶けた土色の大地に飽きも感

じだしてくるが、ブライスキャニオンはそこに

立ち並ぶ形様々な尖塔群がとても美しく、 

またトレイルがいくつかあって、尖塔群内を

歩くことができた。トレイルから見上げた景

色はとても幻想的で、この世のものとは思

えず、私には三途の川を想像させた。また

ブライスキャニオンは全米で最も空気が澄

んでいる場所として有名で、夜空の美しさ

は格別だった。夜空に広がる星の数はあま

りに多く、唯一知っているカシオペア座さ

え、その無数の星の中に埋もれて判別がで

きない程だった。 

最終日はラスベガスでショウを見たり、カ

ジノに行ったりして楽しんだが、前日までの

大自然の偉大さとのギャップが面白かっ

た。 

来年の夏休みはどこに行こうかな、と今

から思いめぐらせているが、今年のヒュース

トンも国立公園巡りもとても暑かったので、

もう少し涼しいところに行きたいなと思う今

日この頃である。 

 ヒューストンに来てまだ１年満たないが、早くも

駐妻日記が回ってきた。それゆえまだそれ程面

白い話も無いのが残念だが、赴任してきて最初

の夏休みの旅行について書いてみたい。 

 アメリカ駐在になった方が一度は行くであろう

国立公園めぐり、我が家は、ラスベガスから車で

グランドキャニオン、セドナ、アンテロープキャニ

オン、モニュメントバレー、ブライスキャニオンを

まわった。日本から来た友人夫妻とラスベガスで

落ち合い、レンタカーを借り、夫を含む4人で一

路グランドキャニオンへ。友人夫妻が予約してく

れたレンタカーはGMCのSUVで車内は広く走り

も良かった。また4人とも運転できたので4交代制

にでき、長時間の走行が必要な旅においてはと

ても良かった。 

私達はサウスリムに宿をとり、そこから壮大な、

とにかく、今まで見たことのな

い渓谷を目の当たりにした。渓

谷はコロラド川による土壌の侵

食に始まり長い年月をかけ浸

食を深めていき、現在見える

最下層の地層は17億年前のも

のというから驚きだ。  

 次なる場所はセドナ。スピリ

チュアルの聖地と呼ばれてい

るようであり、私達もパワース

ポットで何かを感じられることを

密かに期待し2日間かけて要

所を巡ったが、結局誰も何も

感じることはできなかった。ハリ

ウッドスターなど著名人の別荘

があることでも有名な街だけあ

り、食事は美味しく、特に野菜が美味しかった

のは、パワースポットで栽培されているからな

のか、とその秘密についてしばらく考えてし

まった。 

そしてアンテロープキャニオン。レイクパウ

エルへ流れる河川の一つが刻んだ小さな渓

谷であるが、幻想的な造形で知られている。

場所はナバホ族居留地内にあり、ナバホ族の

ガイドに案内され訪れた。渓谷は確かに幻想

的で美しかったが、内部は狭く、にもかかわら

ず観光客が沢山いるため騒々しく、かつガイ

ドに追い立てられ見学しなければならないの

が残念だった。近くにあるホースシューベンド

にも立ち寄った。高所から覗くコロラド川の急

カーブで、川の色は深いグリーンでとても美し

かった。がしかし、手すりも何もないので、高

第86回 中村 佳美 さん 

 



米国経済が未だ景気低迷から脱

却できない中、内需拡大に資す

るインフラ開発が着目される現況

を踏まえ、北米でのインフラ関連

プロジェクトに係るファイナンスを

主テーマに講演がなされました。

また、本年5月の法令改正に伴い

拡張された国際協力銀行の投融

資対象分野について説明があり、当地で各種プロジェ

クトに取組まれる日系企業を金融面から支える施策と

して活用いただきたい旨言及がありました。さらに、昨

今の円高への対応として本年8月に発表された「円高

対応緊急ファシリティ」の内容－M&A促進、資源・エ

ネルギーの確保・開発促進、中小企業の輸出等支援

の各施策－についても解説がありました。官民一体、

オールJAPANとして、米国でのインフラ等プロジェクト

を推し進めていく上での資金調達の検討の一助にな

る内容でした。 

Gulf    Stream 4 

て使い分けます（図1）。多くのデ

バイスは、弱った心臓を“補助”

するタイプのものです。埋め込

み型の補助人工心臓であれば、

退院することも出来ます。さらに

は、患者の心臓を全て取り出し

てから埋め込む“全置換型”人

工心臓もあります。当科は今年、

小児病院としては世界で初めて

この“全置換型”タイプの埋め込

みに成功し、マスコミでも大きく取り上げられました。 

人工心臓によるサポートで全身の状態が改善すれば、心臓移植の待機リスト

に登録されます。当科は，全米有数の小児心臓移植数を誇ります（肺移植は

全米1位）。ほぼ全例において、ドナーからの臓器摘出およびレシピエントへ

の移植手術を担当しているので、世界で最も小児胸部臓器移植に手洗いし

ている外科医かもしれません。最近、日本で初めて小児ドナーから脳死臓器

提供が行われたことは記憶に新しいかもしれません。（レシピエント側の）移植

手術と異なり、（ドナー側の）臓器摘出手術が脚光を浴びることはあまりないた

め、少し紹介したいと思います。ドナー手術は、心臓、肺、肝臓、膵・腎臓グ

ループなど複数の（しかも初対面の）外科医が同時に手術をするという点で、

非常に特殊です。臓器の“取り分”を巡って、口論になることも珍しくありませ

ん。「船頭多くして船山に上る」を避けるため、心臓外科医が全体を統括し、他

臓器の外科医が従うという暗黙の了解があります。しかし、（なぜか移植外科

医には）ガキ大将みたいな感じの人が多く、常に事が上手く運ぶとは限りませ

ん。礼儀正しく、冷静に、だけ

ど常に毅然とした態度で指示

することを心がけています。 

実際の臓器摘出が始まると、

次は時間との戦いです。心臓

の虚血許容時間（ドナーの心

臓を停止させた瞬間から、

ヒューストンに戻ってレシピエ

ントの体内で心拍動を再開す

るまでに許される時間）は4時

間しかありません（肺・肝・腎

はそれぞれ8，12，>24時間）。

少しの遅れが致命的になり得るため、救急車は待機しているか、飛行機は

readyか、常に次のステップに気を払わなければなりません（図2）。飛行機が

離陸した後も気が休まることはなく、心臓は期待通り動くだろうか、埋め込み手

術のプランは、あと何時間以内に心拍動を再開させねば、などと考えている内

にホビー空港に到着してしまう、というのが通常です。ですから、移植が無事

に終わって家路につく頃には、疲れ切っています。しかし、手術の成功を伝え

た時の家族の感謝は、想像を絶するものがあります。「Dr. Adachiが新しい心

臓を取りに行って、あなたに埋め込んでくれたのよ。」こういうご家族の言葉が

あるから、この体力的にも精神的にも少し大変な仕事を続けられるのだと思い

ます。 

最後に 

我が家のヒューストン暮らしにあたり、本当に多くの方々に支えて頂きました。

既に帰国された狩野、石山ファミリー、今も支えて下さっている本村、山田ファ

ミリーをはじめ、数えきれないほど多くの方のお世話になってきました。本当に

有り難うございました。そして何より、可愛い娘たちと妻へ内助の功を感謝し

て、この文章を締めたいと思います。 
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 ヒューストン在住の皆様、初めまして。

2010年6月よりテキサスチルドレン病院に

勤務している安達です。テキサスチルドレ

ン病院は米国最大の小児病院であり、そ

の小児心臓外科部門は全米トップ3にラン

クされています。子どもの心臓手術の概要

と、当科の特徴である人工心臓埋め込み・

心臓移植手術について述べます。 

 

子どもの心臓手術 

 心臓手術を必要とする大多数の子ども

は、“先天性心疾患”と呼ばれる“生まれつ

きの心臓形成不全”を患っています。疾患

の種類により重症度は様々ですが、生後数日以内に手術を行わないと命を

失う疾患も多数あります。小児心臓外科手術とは、心臓形態異常を“正常な

形に修復する”もしくは（正常に出来ない場合には）“生命維持が可能な状態

に造り変える”ものです。 

正常に修復しうる疾患の代表は“完全大血管転移”です。大動脈（通常は左

心室から）と肺動脈（通常は右心室から）という心臓から起始する二つの大血

管が“完全にひっくり返った状態”で本来とは反対の心室に接続しています。

このため、大動脈には（酸素の少ない）黒い血が、肺動脈には（酸素の多い）

赤い血が流れ、放置すれば1歳の誕生日を迎える可能性はほぼ皆無です。

大動脈スイッチと呼ばれる手術の概念はとてもシンプルです。大血管を心臓

から切り離して、“逆方向へひっくり返し”、正常な形で心臓と接続します。手

術の成否を分けるポイントは、大動脈から起始する冠動脈という心臓自体を栄

養にしている血管も、“新”大動脈（元の肺動脈）に移動させなければならない

点です。冠動脈移植が不成功であれば、心臓に十分な血液が供給されず、

心臓は二度と動き出しません。新生児の心臓はイチゴくらいの大きさで、大血

管は5~6mm、冠動脈は1~2mm程度の太さでしかありません。極めて難易度の

高い手術ですが、当科における成功率は100％であり、新生児期にベストの

手術を受けた患者は、健常児と変わらない生涯を終えることができます。 

“生命維持が可能な状態に造り変える”疾患の代表は“左心低形成症候群”

です。この疾患では生命維持に最も重要な“左”心室が小さすぎて、全身に血

液を送り出すことが出来ません。そのため、本来は肺に血液を送る“右”心室

を全身ポンプとして代用させるためのノーウッド手術を行います。この手術の

成功率は外科医・施設の経験に大きく左右されますが、当科を含め米国の大

施設の成功率は90％を超えます。残念ながら日本では、50%以上の成功率

を誇る施設は非常に限られ、非常に低い成功率を理由に、この手術を中止し

た施設が（大学病院を含め）多数存在します。 

心臓手術の多くは、人工心肺という装置を用いた上で、心臓・肺を停止させ

て行います。心肺の停止は、“人の死”の定義そのものです。他人のお子様を

預かって、人為的に患児を“心臓死”の状態に置き、限られた時間で心臓を

修復し、“生きた状態”に戻して、ご両親に返す。それが、小児心臓外科医の

仕事です。そして外科医個人の力量が、患者の生死という極めて明白な形で

現れるのが、他の外科系診療科との違いです。 

子どもの心不全に対する外科治療 

 心臓は血液を送り出すポンプです。ポンプが充分に働かなくなった状態を

“心不全”と呼びます。様々な理由により、近年小児の心不全が急増していま

す。ポンプ不全が内科的治療の限界に近づき、放置すれば死を免れないと

判断されたとき、外科治療の適応となります。具体的には人工心臓の埋め込

み、もしくは心臓移植です。 

 当科は、小児患者への人工心臓埋め込み治療を世界で最も積極的に

行っている施設です。人工心臓には様々なタイプがあり、患児の特性に応じ

     

子どもの心臓手術子どもの心臓手術  
  テキサスチルドレン病院 小児心臓外科 安達偉器先生 

第８６回  

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。 

前回の西尾信博先生から小児心臓血管外科ご専門の安達偉器先生にバトンが移りました。  

次回は、神経内科ご専門の浦部博志先生です。浦部先生は同じア

パートに住んでいるという事のみならず、三人娘の父親という共通点か

らか、最初から親近感の湧く方でした。家族ぐるみのおつきあいをさせ

て頂いています。 

 

 

Seminar Report 

「北米インフラプロジェクトの現状とファイナンス」「北米インフラプロジェクトの現状とファイナンス」  講演会講演会  

 9月19日、在ヒューストン日本国総領事公邸にて、国際

協力銀行、三井住友銀行、みずほコーポレート銀行、三

菱東京UFJ銀行の4行合同セミナー「北米インフラプロ

ジェクトの現状とファイナンス」が開催されました。米国で

のインフラ関連のプロジェクトに携わる会員企業を中心

に19社29名の方が参加されました。 
 
セミナーでは、 
(1)「米国マクロ経済の当面の見方について」 

                        （三井住友銀行） 
(2)「北米でのリニューアブルプロジェクトについて」 

                  （みずほコーポレート銀行） 
(3)「北米のインフラに係るプロジェクトファイナンスについ

て」                  （三菱東京UFJ銀行） 
(4)「新国際協力銀行法に基づく業務の見直しについて」                          

                        （国際協力銀行） 
の4テーマにつき、講演が行われました。 
 

 

ワンワンワン!!!ダフル  ヒューストンダフル  ヒューストンダフル  ヒューストン   
Vol.7  アニマル・シェルターでの ボランティア  

川原志津香（家庭犬しつけインストラクター）  

 ヒューストンで犬を連れてドッグパークやイベントに出かけるようにな

ると、同じように犬を連れている人と話をする機会も増えました。そう

いった人々との会話の中で、ヒューストンで出会う犬は、アニマル・シェ

ルター（動物保護施設）から引き取られた犬が多いことに気が付きまし

た。日本では犬をブリーダーやペットショップから迎えたという人が多

いので、シェルターから引き取られた犬がとても多いのに驚きました。 

 米国ペット製品製造者協会の2011年～2012年全米ペットオーナー

調査によると、アメリカの家庭で暮らしている犬の21% はアニマル・

シェルターから引き取られた犬なのだそうです。アメリカの他の多くの

都市と同様に、ヒューストンでもペットショップチェーン店も含めほとん

どのペットショップでは、子犬を販売していません。犬を飼うには、ブ

リーダーから迎えるか、アニマル・シェルターから迎えるかという二択

に近い状況ですが、一般家庭で飼う犬であれば、血統書にこだわるこ

ともないから、と、新しい家族を待っているアニマル・シェルターの犬の

中からお気に入りの１頭を迎える人が多いようです。 

 引っ越し後、生活が少し落ち着いたら、犬に関わるボランティア活動

をしたいと思っていたので、多くの犬が新しい家族と出会っているアニ

マル・シェルターに興味を持ち、実際に見学に行くことにしました。  

 ヒューストンには、BARC（ヒューストン市の動物管理局）、Humane 

Society（動物愛護協会）、CAP（市民動物保護団体）などのアニマル・

シェルターが存在していますが、その中でも、自宅からのアクセスも良

いヒューストンSPCA（動物虐待防止協会）を訪ねてみました。 

 ヒューストンSPCAは、1924年に設立された、ヒューストン近郊では最も

歴史の古い動物保護施設です。SPCAの活動は、動物の引き取り、虐

待を受けた動物の保護、負傷動物の保護、動物の譲渡、去勢避妊手

術、迷子動物の保護、しつけ教室や子供のための動物教室の開催等、

多岐に渡り、年間3万9千頭もの動物が様々な理由でヒューストンSPCA
にやってくるそうです。 

ヒューストンSPCA  譲渡対象の子犬・小型犬エリア  

三菱東京UFJ銀行 酒井孝樹氏  国際協力銀行 安間匡明氏 国際協力銀行 藤田豊明氏 みずほコーポレート銀行  

長谷川淳二氏 
三井住友銀行 森谷享氏   

総領事館 渡部隆彦首席領事 
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 このたび在ヒューストン総領事として着任

いたしました。これからテキサス・オクラホ

マ各州各都市を訪問し、各地の皆様にご

挨拶申し上げてまいりたく思います。まず

は本拠地のヒューストンです。商工会、日

本人会、補習校運営委員会の皆様にお

尋ねばかりの日々が続くと思いますが、ど

うぞよろしくお願いいたします。 
 
 着任に先立ち、東京に立ち寄りヒュースト

ン関係者のお話をうかがう機会がありまし

た。ビジネスチャンスが狙えること、安全便

利な生活を送れることなど、元気な話題が

多かったと思います。当地に来てまだ数日

ですが、あって欲しい物が、あって欲しい

場所にある街だと実感しています。快適さ

ということへの心配りに徹していなければ、

中々こうはいきません。 
 
 そういう街だからこそ、仕事や日々の生

活に、却って様々な、一括りにできないご

苦労があると思います。企業活動のお手

伝いをすること、皆様や御家族の不安解

消のために行動すること、共

に、私ども総領事館の役割で

す。情報のスイッチボードであ

り続けたいとも思います。人数

の少なさはチームワークで補

いますので、どうぞ総領事館

の機能をご活用願います。 
 
 ヒューストンには、日本や日

本人との友好的な関係が大

切にされていると思います。

皆様や先人のご尽力の賜で

す。行事や文化活動を通じ

て、そのような雰囲気を更に目に見える形

にしていきたく、一翼を担ってまいります。

お知恵とご支援を仰ぐことの連続となりま

しょうが、御無理ない範囲で是非ともお力

添え願いたく、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 
 
 私の前任地はパキスタンです。テキサス

在留邦人の十分の一の規模ですが、老

若男女の暮らす日本人社会があり、「祭

り」に励んできました。日本人には祭りが必

要で、祭りには拠点が必要で、それはどこ

でも同じであるかもしれません。この15日は

ヒューストン日本語補習校の運動会、補習

校生・ご父兄の勇姿を拝見できますことを、

楽しみにしております。 

  

2011年10月14日 

 山本条太（在ヒューストン日本国総領事） 

 

コネチカット州のニックネームは「CONSTITUTION 

STATE（憲法州）」。1663年、この地で米国初の州憲

法が制定され、それを参考に合衆国憲法が起草され

たとも言われている。アメリカ合衆国の始まりに深い関

わりを持つ歴史あるこの州の見どころを、いくつかご

紹介したい。 
まずは、州都ハートフォード。ニューヨークからなら

車や、バス、アムトラックなどで東北に約3時間で到着

する。町の中心部にある州議事堂は、建国の歴史と

誇りを物語るかのように、威風堂々とした風情。ハート

フォードはアメリカ保険産業の首都とも言われ、目抜

き通りにはTRAVELER、IMGなど保険会社の本社ビ

ルの数々が聳え立つ。この町の一番の見どころは、

アメリカ文学史上もっとも重要な人物の一人である

マーク・トウェインの家だ。1874年から約17年間、既に

人気作家であったトウェインが最も精力的に仕事をし

た時期に住んだ邸宅である。約1時間のガイドツアー

で、代表作である「トム・ソーヤーの冒険」、「ハックル

ベリー・フィンの冒険」などが執筆された書斎などを見

学することができる。天使の彫刻が美しいベッドなどこ

だわりの家具や数々の絵画などトウェインの暮らしを

しのばせる場所であるとともに、当時の最先端だった

であろう、ハートフォード初の電話やシャワーなどもあ

り、歴史博物館的な一面も持つ。併設のミュージアム

ショップはトウェインの小説をはじめ充実した品揃え。

久々にアメリカの有名作家の作品を読み直してみる

のも一興かもしれない。 
州の真ん中の東西を

通るI-84で車を走らせて

いると、ウォーターベリー

という町の、荘厳な教会と

古い街並みが見える。す

ると突然目に飛び込んで

くるのが、歴史を感じさせ

る町に似つかわしくない

巨大なモアイ像だ。そこ

は、アメリカの時計の歴

史 を 今 に 語 り 継 ぐ、

TIMEXミュージアム。マ

ラソンランナーの必需品であるスポーツウォッチで有

名なTIMEX社は1854年創業、今では腕時計の生産

では唯一のアメリカブランドである。ミュージアムで

は、懐中時計が主流であった時代の商品や、第一次

大戦を機に腕時計が取って代わったこと、そしてロブ

スターを使ってユニークな防水試験をしたことなど、

時計や時間の歴史に触れることができる。「モアイ像

はなぜここにあるのでしょう？」この質問の答えを知り

たければ、是非このミュージアムを訪ねてほしい。 
そして、ハーバードやプリンストンと並んで最高権

威の教育機関イエール大学があるのは、州の南部の

町 ニ ュ ー・ヘ イ ブ ン。

ニューヨークからは車

や電車で東へおよそ１

時間半の距離である。

1701年創設の厳かで

美しいキャンパスや併

設の博物館の数々など、見どころが多い。しかし

それだけではなく、アメリカの国民食ともいえるハ

ンバーガーの発祥地であるとも言われている。レ

ストランの名前は1895年創業のLouis’Lunch。19
世紀後半のニュー・ヘイブンには多くの工場があ

り、ヨーロッパ系の移民が職を求めて押し寄せ、

町の人口が倍増するほど活気が溢れていた。そ

して1900年のある日、「急いでいるので走りながら

食べられるものを作って」という客の求めに応じ

て、ルイスさんが作ったのは、”A broiled  beef 
patty between two slices of bread”（直火で焼いた

牛肉のパティを薄切りパンに挟んだもの）。これ

が、アメリカで最初に作られたハンバーガーだと

言われている。現在でも、その時と変わらないス

タイルのハンバーガーが、お店の看板商品だ。

当時ハンバーガー用のバンズは存在しなかった

ので、使用するのは、トーストした薄切り食パン。

そして、鉄製のグリルで焼いた分厚い牛肉パティ

と、一緒に挟んでいいのはトマト、オニオン、チー

ズだけ。店内にはケチャップ、マスタードなどの調

味料は一切置かれていない。お店の人曰く、「そ

んなものをかけると昔ながらの味が損なわれてし

まう。新鮮で良い材料だけを使っているから、必

要ないんだ」とのこと。スタッフのTシャツには‘No 
Ketchup’の文字。ハンバーガー発祥の地を名乗

り出ている町は他にもいくつかあり、どこが米国初

なのか定かではないが、Louis’Lunchの素朴で肉

厚な姿は、限りなくアメリカ食の原点に近いような

気がした。 
州の南側、ニューヨークのロング・アイランド半

島を対岸に見据えながら続くコネチカットの海岸

線。そう、この州は海とも縁が深い。

特に州の東には昔からの港町が多

くある。中でもお隣のロードアイラン

ド州にほど近いミスティックという町

には、昔の港町をテーマにした巨

大なアミューズメントパークがあり、

建国当時の庶民の生活に触れるこ

とができる。 
行くたびに奥深さを感じるこの州

で、次はどんな歴史に出会えるの

か。春夏秋冬を問わず、ヒストリー・

ハンティングに出かけてみたい、そ

んな気にさせる州である。 

ConnecticutConnecticutConnecticut   
石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 

コネチカット州でコネチカット州でコネチカット州で   

                                                      様々な歴史を探訪様々な歴史を探訪様々な歴史を探訪      

（今月は会員名簿改訂作業に伴

い、多数の登録・交替連絡等をい

ただいたため、ガルフ紙面への掲

載ではなく別紙折込みと致しまし

た。ご了承下さい。） 

 

＜１１月中旬以降の予定＞ 

 20日（日）：第541回テキサス会ゴルフ大会「商工会会長杯」 

     於 Houston National Gulf Club 

 24日（木）： 商工会事務局・三水会センター・図書館閉所（感謝祭休暇） 

＜１２月の予定＞ 

 14日（水）：婦人部委員会                  10：00～ 於三水会センター 

 16日（金）：ガルフストリーム編集会議    12：00～ 於ＪＯＧＭＥＣ 

 21日（水）：理事委員会                   11：30～ 於住友商事社 

＜２０１２年 １月の予定＞ 

 11日（水）：婦人部委員会 

        10:00～ 於三水会センター 

 18日（水）： 常任委員会 

            11:30～  於Four Seasons Hotel 

                        ビジネスセミナー（TBS） 

 20日（金）： ガルフ編集委員会 

         12:00～ 於ＪＯＧＭＥＣ 

  

 ＜詳しくは商工会ホームページ  

http://www.jbahouston.org で＞ 

 

       

   

         

会会  員員  消消  息息    
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レ ス ト ラ ン 紹 介 

気取ったお店に、お気に

入りのドレスと靴を組み合わ

せてマニュキュアを塗りなおし

て、予約の時間に間に合うよ

うに慌ただしく出掛ける時間も

素敵ですが、思い立った時に

家にいるそのままの格好にサ

ンダルを引っ掛けて、安くて

美味しいものが食べられる気軽な時間もいいも

のです。今回は、Tシャツに短パンで出掛けられ

る美味しいアメリカンダイナーを紹介します。この

お店は、私が一時期日本でハンバーガー屋さん

をやるのもいいなあと考えていた時、ハンサムな

アメリカ人のクラスメートが連れて行ってくれたお

店です。 
 ダウンタウンの西側にある「Lankford Grocery 
& Market」。70年ほど前にお店を開いた時に

は、名前の通り果物などを売る食料品店だった

のですが、お店の一角でサンドイッチなどを売る

ようになってから評判になり、約40年前からアメリ

カンダイナーとなったそうです。朝7時から店開き

し、朝はフレンチトーストやオムレツなど、昼には

ハンバーガーや日替わりランチなど、そして3時

には閉まってしまいます。高価な食材を使った

料理はありませんが、40年前からほとんどレシピ

を変えていないというどこか懐かしい味と、作り置

きをしない出来たての料理が自慢です。私のお

              Vol. 24 

   Lankford Grocery & Market Lankford Grocery & Market Lankford Grocery & Market    

 ◆住所 ： 88 Dennis St., Houston, TX 77006  

 ◆電話 ： 713-522-9555  
 ◆営業時間 ： 月－土 7am ～3pm 日曜は定休日  

 ◆価格帯 ：$10未満～（現金のみ、クレジットカードは使えません）  

勧めは、断然ハンバーガーで

す。ハンバーガーにも使われる

挽肉は、そのままでは硬すぎる

から挽いて柔らかくしてよく焼い

て頂きましょう、とお肉を挽いた

のがはじまり。このお店のウェル

ダンに焼かれたお肉は、今の流

行りの和牛やブランド肉のもとも

と良い部位を挽いた高級バーガーとは一線を画

し、そんなお肉の事情から挽肉にしたのだろうな

と想像されるスネ肉やスジ肉がぎっしり入った男

前なお肉です。もちろん、中がちょっと赤みを帯

びて、上質の旨味のある汁が染み出てくる高級

バーガーも美味しいのですが、この店の噛みご

たえのある、しっかりした旨味のあるお肉は無骨

な飾らないアメリカの味といった感じです。ハン

バーガーでは、アボカド入りのSouth  Of The 
Border、ハバネロソー

ス入りのとびきり辛い

Firehouse  Burgerが人

気だそうです。サイドを

つけるなら、オニオンリ

ングがお勧めです。 
 ガレージを改造した

お店のドアを開けると、

大抵レジの前に列が

出来ていますが、ここに

はお会計を待つ人たちと、テーブルが空くのを

待つ人たちとがいますので、周りの様子を見な

がら順番にテーブルに着いてウェイトレスに注

文をします。お会計の紙は持ってきてくれない

ので、自分のテーブル番号を覚え、帰りにレジ

まで出向いて支払いをします。駐車場がないの

で、周辺に適当に停めるのが流儀のようです。

今まで私はレッカーされた事はありませんが、

心配な方は、目の届く範囲に停めて見守りなが

ら外のテーブルで頂くのがいいでしょう。ちなみ

に、この店を紹介してくれたハンサムな友人

は、ずいぶん年下なのに支払いも済ませてく

れ、完璧なエスコートだったのですが、女性に

は興味がない男性で、2人きりのデート中は花

の活け方やスキンケアについて指導を頂いて

いたのでした。とほほ。美味しいお料理で幸せ

な時間を過ごして下さい。 （Ikuko Murakami） 

South Of The Border BLTサンドイッチ  

開催日時：2011年10月26日（水） 
開催場所：Four Seasons Hotel (1300 Lamar Street)  

 

【常任委員会】 (17:00～17:55) ＜Room: FAIRFIELD＞ 

１．開会の辞（竹田直樹幹事） 

２．商工会会長挨拶（上野真吾会長） 

上野会長より新年度開始にあたっての年頭の挨拶があった。 

３．総領事館連絡 （山本条太総領事） 

10月7日（金）に着任された山本条太新総領事より下記3点の

連絡があった。 

①着任挨拶と自己紹介 

②東日本大震災への義援金活動への謝意表明 

商工会からの10万ドル強の義援金を含め、当地日系四団体

（日米協会、日本人会、日系人連盟）の義援金総額約29万
ドルをいただき、感謝。 

③今後の開催行事予定 

＊12月開催予定の天皇陛下誕生日レセプションでの日本ブラン 

    ド啓発・宣伝行事実施について 

＊来年3月の震災関連行事実施予定について 

各国の在外公館において毎年1月開催の新年祝賀会にかえ

て、来年3月頃に震災に対する支援に謝意を表すためのレセ

プションの開催を予定。 

４．理事委員の紹介 （竹田直樹幹事） 

竹田幹事より理事委員会を構成するメンバーとして、名誉会

長（総領事）、役員（7名）、特命理事（4名）、常設委員長

（7名）、常設部会長（5名）、事務局長の紹介があった。 

（詳細は商工会ホームページ掲載の組織図参照。 

  http://www.jbahouston.org/image/2011_2012ORG_final.pdf ） 

５．会計報告 【承認事項】 （加藤信之会計幹事） 

＊2011年9月期決算案の報告及び承認、2012年9月期予算案の 

承認について 

2011年9月期の$2,600の黒字予算に対し、実績が約$9,000の
黒字決算となった。その主な要因としては、婦人部委員会

とショーイング ･ジャパンによる活動収益金増と、

Committee経費のコストダウンによる経費削減による。新

年度予算については、全体的に昨年度と同水準に予算を組

み、$2,500の黒字予算とした。以上の報告を受け、決算

案・予算案が異議なく承認された。 

６．事務局連絡 （ライブロック祐子事務局長） 

①2011-2012版 商工会会員名簿改訂作業進捗報告 

例年より早めの12月初旬発刊を目処に作業を進めている。 

②年間行事・会議予定のお知らせ 

年間行事は商工会ホームページに掲載。今後各種行事の日

程など詳細の変更・決定内容は随時修正のうえ、ホーム

ページにアップデートしていく。 

（いずれも詳細については商工会ホームページを参照。   

  http://www.jbahouston.org/image/20111001event.pdf ） 

③会員消息連絡 

＊会員消息（10月26日現在）（別紙） 

＊正会員企業入会申請 ＜11月度理事委員会承認事項＞ 

申請社名：Development Bank of Japan Inc. 
                     （日本政策投資銀行） 

申請者：三浦理寛様 

登録希望会員数：1名 

登録希望部会：運輸・サービス・金融・貿易部会 

＊準会員企業入会申請 ＜11月度理事委員会承認事項＞ 

申請社名：Annoura Realty Group, LLC 
申請者：案浦スーザン様 

 

【年次総会】（18:00～21:00）＜Room: FAIRFIELD＞ 

１．開会の辞（竹田直樹幹事） 

２．総領事ご挨拶（山本条太総領事） 

山本条太新総領事より下記3点の連絡があった。（詳細は常任

委員会議事録第3項参照） 

①着任挨拶と自己紹介 

②東日本大震災に対する義援金活動への謝意表明 

③今後の開催行事予定について 

３．商工会会長挨拶 （上野真吾会長） 

ほぼ一年間のブランクの後、商工会新年度開始に併せて新総領

事を迎えることができ、総領事館には改めてフランクなお付き

合いとご指導をいただきたい。昨年度は中東地域民主化やギリ

シャ財政危機など難しい世界情勢の中で、震災と原発の復旧に

追われる日本へ元気を発信するため、会員また関係者には多大

な協力をいただいたことに謝意を表する。今年度は、日本の将

来を背負う子ども達を育成する補習校の支援と、会員の当地生

活等の手助けを視野にいれながら活動を行っていきたい。 

４．旧年度役員・特命理事・委員長・部会長による年次報告 

（竹田直樹幹事） 

竹田幹事の進行で、旧年度役員・特命理事・委員長・部会長に

よる年次報告が行われた。 

５．新理事委員会のご紹介 （竹田直樹幹事） 

竹田幹事より理事委員会を構成するメンバーとして、名誉会

長、役員（7名）、特命理事（4名）、常設委員長（7名）、常

設部会長（5名）、事務局長の紹介があった。 

（詳細は商工会ホームページ掲載の組織図参照。 

  http://www.jbahouston.org/image/2011_2012ORG_final.pdf） 

６．常任委員の選任について 【承認事項】 （竹田直樹幹事） 

商工会定款第四条第一項（2010年8月度において変更承認項

目）に基づき、正団体会員の企業責任者84名を常任委員として

選任することが報告され、異議なく承認された。 

 

【総領事歓迎会及び懇親会】 
（19:20～21:00）＜Room: Highland（2階）＞ 

１．開会の辞 （竹田直樹幹事） 

２．商工会会長挨拶・乾杯 （上野真吾会長） 

３．総領事挨拶 （山本条太総領事） 

４．閉会の辞 （土光辰夫副会長） 

平成平成2323（（20112011）年）年1010月度月度    商工会常任委員会・総会 議事録商工会常任委員会・総会 議事録  
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◆The Museum of Fine Arts Houston 
(713-639-7300,www.mfah.org 木曜は入場無料) 
@Audrey Jones Beck Building 

*Acid o Metal: The Art of Etching and Aquatint -
Nov.27 2011 

*Selected Prints by Robert Rauschenberg -Dec 11 
*The Art of Living in Eighteenth-Century Paris -Dec 

11 
*The Spirit of Modernism -Jan.29 2012 

@Caroline Weiss Law Building  
*Tutankhamun: The Golden King and the Great 

Pharaohs - Apr15  
@Glassell School of Art   
 *Working in the Abstract : Rethinking the Literal 

-Nov. 28 2011 
◆Contemporary Arts Museum Houston 
(5216 Montrose Blvd, 713-284-8250, 
 www.camh.org 入場無料) 

*Donald Moffett: The Extravagant Vein  -Jan.8  
◆Houston Museum of Natural Science 
(One  Hermann  Circle  Drive,  713-639-4629, 
www.hmns.org) 

*Discovering The Civil War -Apr.29 2012 
*Minerals Transformed Through Vision &Skill -

Spring 2012 
◆ The Menil Collection 
(1515 Sul Ross 713-525-9400, www.menil.org 入場
無料 Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm) 

*Walter De Maria: Trilogies -Jan.8 2012 
*Seeing Stars: Visionary Drawing foam the Collec-

tion -Jan.15 2012 

ミュージックミュージック  

(Metal, Rock & Pop) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-629-3700 

Nov. 15, 7pm: Emanuel Ax Plus Tchaikovsky 3 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Nov. 15, 8:30pm: Manzarek & Robby Krieger of THE 
DOORS 

Nov. 17, 7pm: Saints & Sinners Tour fear. Between 
The Buried And Me 

Nov. 17, 8pm: An Evening With Corey Taylor 
Nov. 18, 8pm: Vince Neil 
Nov. 19, 8pm: The Jayhawks 
Nov. 20, 8pm: GWAR 
Nov. 21, 7pm: Black Veil Brides w/ Falling in Reverse, 

Aiden & Drive A 
Nov. 25, 8pm: Enrique Bunbury & Zoe 
Nov. 30, 8pm: “A Peter White Christmas 2011 Featur-

ing : Mandi Abair & Kirk Whalum” 
Dec. 4, 8pm: Dir En Grey 
Dec. 11, 8pm: Christmas With Aaron Neville 
Dec. 28, 8pm: Robert Earl Keen Ready For Confetti 

From The Fam-O-Lee 
Dec. 29, 8pm: Better Than Ezra 
Dec. 30, 9pm: Hayes Carll 

Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Nov. 17 & 18, 8pm: Sting: Back to Bass 
Nov. 19, 8pm: Korn 
Nov. 25, 7:30pm: Demi Lovato 
Dec. 8, 7:30pm: My Morning Jacket 

Toyota Center 713-758-7200 
 Dec.23, 4:00 and 8:00pm: Trans-Siberian Orchestra- 

Winter Tour 2011 
(Soul, R&B & Jazz) 
Verizon Wireless Theater 713-230-1600 

Dec. 1, 8pm: Joe Bonamassa 
Dec. 23,か 7:30pm: Maze featuring Frankie Beverly 

(Classic) 
Shepherd School of Music, Rice University 713-348-
5400 

Dec. 8, 8pm: American String Quartet with James 
Dunham 

Jones Hall 713-224-7575 
Nov. 18, 7pm: Emanuel Ax Plus Tchaikovsky 3 
Nov. 19, 8pm: Emanuel Ax Plus Tchaikovsky 3 
Nov. 20, 2:30pm: Emanuel Ax Plus Tchaikovsky 3 
Nov. 26, 7:30pm: Vivaldi’s Four Seasons 
Dec. 3, 11:30am: The Night Before Christmas 
Dec. 6, 7:30pm: Christoph Eschenbach Returns 
Dec. 9-10, 9pm: Very Marry Pops 
Dec. 11, 7:30pm: Very Marry Pops 
Dec. 13, 7:30pm: A Linda Eder Christmas 
Dec. 15-17, 8pm: Handel Messiah in Candlelight 
Dec. 18, 2:30pm: Handel Messiah in Candlelight 

(Rap & Hip Hop) 
Toyota Center 713-758-7200 

Dec.5, 7:30pm: “The Throne: JAY-Z and Kanye West” 
Verizon Wireless Theater 713-230-1600 

Nov. 26, 8pm: Scarface 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Nov. 16, 8pm: The Game 

Theatre Suburbia (4106 Way Out West) 713-682-
3525 www.theatresuburbia.org  

Dear Santa (~Dec. 3) 
 
Opera in the Heights at Lambert Hall  (1703 
Heights) 713-861-5303 www.operaintheheights.org  

Cosi Fan Tutte (~Nov. 20) 
 
Company  OnStage  (536  Westbury)  713-726-1219 
www.companyonstage.org  

The Lion in Winter (~Dec. 17) (Friday & Saturday) 

美美  術術  等等  

The Ensemble Theatre (3535 Main Street) 713-
520-0055 www.ensemblehouston.com  

Cinderella (~Dec. 30) 
 
Stages Repertory Theatre (3201 Allen Parkway) 
713-527-0123 www.stagestheatre.com  

Panto Red Riding Hood (~Dec. 31) 
 
Alley Theatre (615 Texas) 713-220-5700 
www.alleytheatre.org  

A Christmas Carol—A Ghost Story of Christmas 
(~Dec. 27) 

 
Hobby Center—Zilkha Hall (800 Bagby) 713-868
-9696 www.masqueradetheatre.com  

My Fair Lady (~Nov. 27) 
 
Houston Family Arts Center (10760 Grant Rd) 
281-685-6374 www.houstonfac.com  

The Sound of Music (~Dec. 18) 

NFL/Houston Texans @ Reliant Stadium  
(http://www.houstontexans.com/ ) 
Dec.4(Sun) 12:00pm Atlanta Falcons 
Dec.18(Sun) 12:00pm Carolina Panthers 

スポーツスポーツ  

November 24 @ 9:00am  62th Annual H-E-B 
Holiday Parade @ Downtown Houston 
General Admission to the parade is open and free to the 
public. パレードは無料ですが、ベストポジションを狙っ

てる方は特別席を前もって購入することをお勧めしま

すhttp://www.holidayparadehouston.org/ 
 
November 26 @ 11am Chuy's Christmas Parade 
starts at the State Capitol at 11th & Congress in Austin. 
1989年よりこのパレードは子供たちが子供たちを助け

るというテーマから始まりました。大きな風船などが

オースティンのダウンタウンを行進します。是非いらな

いおもちゃを恵まれない子供たちに寄付しませんか？
http://www.chuysparade.com 

  

編  集  後  記 

 

山本条太総領事がご着任されました。「拠

点と祭り」商工会を核としたコミュニティが重要

です。総領事公邸での4行合同セミナー「北

米インフラプロジェクトの現状とファイナンス」

では官民一体、オールJAPANとして米国で

のインフラ等プロジェクトを推し進めていく上

での資金調達の検討の一助となった。他の外

科系診療科と違う小児心臓外科医。移植手

術の過程を含め無事終えて家路につく頃に

は疲れ切っているというのは想像に難くない。

当地で出会う犬の多くが「アニマルシェル

ター」というのには驚きます。絵葉書のような

写真。アメリカは国立公園だけでなく春夏秋

冬を問わず、ヒストリー・ハンティングに出かけ

てみたいそんな気にさせる州が多いと思う。

歴史だけではなくスピリッチュアルに感化さ

れ、枕元にdream catcherを忘れない。 

 

（中水 勝) 

劇劇  場場  

その他その他  

November 20 Annual Houston Champion-
ship Chili Cookoff@Traders Village毎年恒

例になったテキサスの代表的料理のチリ煮込み

の料理を競いあう大会がトレーダービレッジで行

われます。詳しくは www.tradersvillage.com の
イベントセクションまで。 
 
November 26 より December 18 8th Annual 
Holiday  Market  with  サ ン タ ク ロ ー ス

@Traders Village トレーダービレッジにサンタ

クロースがやってきます。お子さんと写真をとるこ

とができますので是非訪れてみてはいかがで

しょうか？ 
http://tradersvillage.com/houston/events/10th-
annual-holiday-market-with-santa-claus 
 
December 3 Hometown Christmas Festival 
and tree lighting Ceremony at Pearland 
Town Center. Hometown Christmas Parade 
on December 4@5:30 p.m. Location: FM 518 & 
Pearland Parkway to FM 518 and Old Alvin 
Road See the website at  
http://www.pearlandparks.com/
christmasparade.html 
 
December 10 @ 6pm  Christmas Boat Lane 
Parade on Clear Lake クリアレイク上で行わ

れるボートのクリスマスパレード。100以上に上る

クリスマスで飾られたパワーボートがNassau Bay 
Lagoon to Galveston Bay間をパレードします。詳

し く は http://www.visithoustontexas.com/event-
details?id=13113 

 東日本大震災の影響で順延されたピクニックとソフトボール大会が

9月下旬に無事終了してから1週間後、商工会の新年度が開始しま

した。その直後に山本条太新総領事がパキスタンから当地へご着

任となり、約1年振りに名誉会長をお迎えし商工会新体制での10月

度常任委員会・総会が10月26日（水）の午後5時から開催されまし

た。 
 Four Seasons HotelのFairfield Room で行われた常任委員会で

は、山本総領事と上野新会長のご挨拶のあと、竹田新幹事より新理

事委員の紹介があり、加藤新会計幹事からの旧年度決算・新年度

予算案が承認され、事務局連絡で終了しました。続いて、6時からの

年次総会では、正会員、準会員、また会員配偶者の皆様の参加を

いただき、旧年度役員・特命理事・委員長・部会長による年次報告、

新理事委員の紹介、常任委員の選出が行われ終了となりました。 

 7時15分から、総領事夫人をお迎えし、別室Highlandで総領事歓迎

会・懇親会となりました。上野会長のご挨拶と乾杯音頭のあと、参加者

一同は立食スタイルの食事とワインなどを味わいながらしばらく歓談。

その後、特別ゲストとしてJAXAの若田光一宇宙飛行士からご挨拶をい

ただきました。会場では、若田宇宙飛行士との写真撮影をするグルー

プや、初顔合わせの会員の方々による名刺交換、顔なじみの方々の

歓談が続き、予定より30分延長の午後9時に土光辰夫新副会長による

一本締め音頭で全ての会が無事終了しました。 

 上野新会長がご挨拶の中で触れられていたように、商工会が日本へ

元気を発信できるような活発で有意義な活動・行事が実施できますよ

う、今期一年間の会員並びに関係者各位のご支援・ご協力を賜ります

よう宜しくお願い致します。 

→上段写真 

   常任委員会 

 

↓中・下段写真 

   年次総会 


