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＜ 世界に誇る新幹線技術 ＞ 
 1964年、世界に先駆けて初めて高速鉄道を走

らせた日本は、その後もスピード、安全性、正確

性、快適性、騒音や環境により優れた新幹線の

技術開発に向けてたゆみない努力を続けてき

ている。新幹線開業当時、東京－大阪間到達

時間は3時間であったのが、今日では2時間25
分にまで短縮。日本の新幹線は開業以来一度

も死亡事故がない極めて安全な高速鉄道であ

る。また、発着時間もヨーロッパでは10分程度単

位で遅れを測定するのに対し日本では1分以上

が「遅れ」と見なし、その厳しい基準においても、

日本の新幹線の遅れは列車1本につき平均0.5
分と高い正確性を誇る。このような安全性、正確

性は高い技術も然ることながら、高度な教育と訓

練を受けた運転士の経験とプライドに因るところ

も大きい。この他、日本の新幹線をヨーロッパの

高速鉄道先進国であるフランス（TGV）やドイツ

（ICE）と比べてみると、駅間平均速度、加速度、

車体重量、輸送力、エネルギー消費量、騒音レ

ベルのいずれをとっても両国より優れていること

が歴然。専用路線を走る新幹線は衝突の心配

がなく、また地震や悪天候への対応にも秀で

る。これらを可能にするのは車両や線路などの

ハード面とメンテナンス、オペレーション、社員

教育などのソフト面が一体となった「トータル・シ

ステム・アプローチ」と呼ばれる一体型の運営方

法であり、米国にもシステムとして採用してもらう

ことが重要。 

＜米国の高速鉄道プロジェクト＞ 
 2009年4月にオバマ政権が掲げた高速鉄道計

画により、総額80億ドルの連邦政府補助金が高

速鉄道計画を有する32の州に分配された（図参

照）。この中でフロリダ州とカリフォルニア州のプ

ロジェクトが他州に比べると先行している。テキ
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サス州は残念ながら州レベルでの具体化した計

画はなく連邦補助金もほとんど得られなかった

が、裏を返せば白紙の状態に日本の新幹線を

PRできる利点があるとも言える。テキサスで最も

利用可能性が高いと考えられるのは、ダラス－

ヒューストン間の約240マイルの路線。現在、両

都市間の飛行機の利用者が1日約4,000人で、

この条件下で高速鉄道が採算をとるには最低で

も1日1万人以上の利用者が必要とされるので、

飛行機利用者が全て高速鉄道にシフトしたとし

てもすぐに採算をとることは難しい。しかし、高速

鉄道の利点は長期的な観点で見据える必要が

あり、快適性、正確性、環境への負担軽減に加

えて、地域の発展など総合的な面での外部経

済効果も含めて考えるべきである。またローカル

な公共交通網整備が利用者を増やすキーポイ

ントのひとつでもある。ダラス－ヒューストン間は

車で運転すると約4時間。新幹線で結んだ場合

の90分と比較した場合の様々なメリットを車社会

に慣れたテキサスの米国人に今後丁寧に説明

していく必要があるであろう。 

 米国に高速鉄道を輸出する意義は大きく分け

て二つある。一つは広大な国土、巨大なインフ

ラ投資を行う経済力、そして日米同盟に裏付け

される価値観を共有する国、アメリカとしての魅

力。もう一つは衝突理念のない専用路線や欧米

に比べて圧倒的に軽い車両など優れた日本の

高速鉄道技術をグローバルスタンダード化するこ

とへの意義である。米国における高速鉄道プロ

ジェクトは、昨年11月の中間選挙の結果が影響

し、潮目が少し変わりつつある。連邦、州レベル

で共和党が圧勝し、今までのような多額の高速鉄

道予算は今後見込まれない。高速鉄道の絶大な

支持者であったオバスター元下院運輸委員長が

落選し、フロリダ、オハイオ、ウィスコンシンなどで

は高速鉄道に反対或いは慎重派の知事が選出

され、連邦政府に補助金を返却した州もある。高

速鉄道プロジェクトには若干厳しい風が吹いてい

ると言わざるを得ない。一方、新しく下院運輸委

員長となるマイカ議員は北東回廊に資源を集中

させるべきとの意見を持つ合理派で北東回廊へ

のリニアの売り込みには優位に働くと見られる。  

＜超電導リニア 

              ～次世代の高速鉄道に向けて～＞ 
 高速鉄道にとって今後もスピードは無視できな

い重要な要素。現在2時間25分の東京－大阪間

の所要時間をこれ以上縮めるには従来型鉄道で

は難しく、また東海道新幹線の輸送量が 
上限に達していること、開業から46年を経てトン

ネル・橋・高架橋等の構造物がいずれ寿命を迎

えることなどから、超電導磁気浮上式鉄道（超電

導リニア）の実現に向けた準備が進められてい

る。巡航速度500キロの速度で走れる超電導リニ

アは、文字通り世界最速、高加減速の次世代大

量高速輸送機関であり、磁気で線路上を浮上す

るリニアには脱線の概念がないため地震によるリ

スクもない。現在進行中の「中央新幹線計画」

は、首都圏と中京圏を直線（約290km）で結び、

超電導リニアを走らせる計画。飛行機での移動と

比較しCo2排出量は3分の１になり、移動時間も

大幅に短縮（90分から40分）される。超電導リニア

はすでに国交省の技術評価委員会により「営業

運転に支障のないレベルに到達している」とのお

墨付きを受けており、2027年の開業を目指して現

在着々と準備が進められている。     

ヒューストン日本商工会は1月19日（水）、JR東海旅客鉄道株式

会社ワシントン事務所長の市川勝彦氏を招き、「米国における高

速鉄道プロジェクト」と題する講演会を開催しました。 
2009年4月にオバマ大統領が高速鉄道網建設計画を発表し、

初年度に80億ドルその後5年間で計130億ドルの投資を約束して

以来ブームに火が付いた米国の高速鉄道プロジェクト－今回は日

本の新幹線セールスの現場に立つ市川所長に、世界に誇る日本

の高速鉄道技術、米国高速鉄道プロジェクトの現状、また日本で

開通に向けて期待の高まる超電導リニアについてなど興味深いお

話を披露して頂きました。 以下、講演の概要をご紹介します。 
市川勝彦氏 

－ ヒューストン日本商工会講演会 － 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編  集  後  記 

高速鉄道プロジェクトの意義は、広大な国土

と巨大なインフラ投資を行う経済力を有する

米国でこそ成立するものです。広大なドッグ

パークでのオフリーシュ。師匠送別の舞始め

の会in オースティンと和風小物。ジャパンフェ

スティバルのボランティアで大いに汗をかき、

楽しみましょう。当地の夏が近いです。 

在ヒューストン日本総領事館日本語ホーム

ページの「新着情報＞3月11日東北地方太平

洋沖地震」にて「安否確認サイト」を紹介して

います。それらは「首相官邸ホームページ」と

日本国内の「災害用伝言版」等です。  

（中水 勝） 
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 1 月 23 日（日）、私 達

Showing  Japan  踊 り 子

チームの師匠として長き

に亘りご指導下さった花柳禄美鶴こと松本智津子先

生の舞初め会がオースティンで開催されました。先

生は、2003年ヒューストンからオースティンに引っ越さ

れ、この2月に今度はサンタフェに移られました。オー

スティンでの最後の舞初め会ということで、Showing 
Japanのメンバーも大挙して駆けつけました。オース

ティンのお弟子さん達による美しい踊りや、子ども達

の愉快な踊りに感動すると共に、先生の観客を魅了

する素晴らしい踊りに私達は釘付けになりました。ま

た、私達にも特別出演の機会を与えて頂き、いつもと

は違う緊張感の中で踊ることができました。先生には

踊りをご指導頂くと共に、お衣装をお借りし沢山の着

物や小道具等をお譲り頂き、Showing Japanの活動を

いつも支えて頂きました。これまでの先生の多大なる

ご協力に感謝すると共に、サンタフェでの益々のご活

躍とご健康をお祈り致します。少し遠くなりますが、こ

れからもご指導宜しくお願い致します。 

Showing Japan 

舞初め会  

in オースティン 

Showing Japanより～ジャパンフェ

スティバルに向けて寄付のお願い 

 Showing Japanでは、今年もジャ

パンフェスティバルで和風小物等

を販売します。これは私達のボラン

ティア活動の大きな資金源となりま

す。ご家庭でご不要になりました和

風の小物や雑貨、和食器、文具、

布地、絵葉書等ございましたら、三

水会センターに箱を用意していま

すのでご寄付頂ければ助かりま

す。宜しくお願い致します。 

あらすじ：愛車リンカーン・タウンカーの後部座 

 席で仕事をこなす弁護士ミッキー・ハラー（マ 

 コノヒー）は、もっぱらバイカーやドラッグ・ 

 ディーラー達の弁護をして生活費を稼いでい 

 た。そんな彼のもとに、ビバリーヒルズの不動 

 産業者でプレイボーイのルイス・ルーレイ（フィ 

 リップ）の母親から息子にかけられた売春婦 

 暴行容疑の弁護依頼が入る。金に糸目をつ 

 けないという母親の依頼に飛びついたミッ 

 キーは、裁判の勝利を確証していた。しかし、 

 探偵のレビン（メイシー）と調査をするうちにル 

 イスの隠された秘密が少しずつ明らかにな 

 り･･･。 

ひとこと：マイケル・コネリーの法廷サスペンス

小説を映画化した作品。ブラッド・ファーマン

監督のたっての願いで、作者のマイケル・コ

ネリーがこの映画に出演しています。さてさ

てどんな役で登場しているか分かりますか？ 

 

PAUL   （全国：上映中）★★☆ （コメディー） 

出演：サイモン・ペッグ、ニック･フロスト、セス・ 

 ローガン、他 

あらすじ：SFオタクのグレアム（ペッグ）とクライ

ブ（フロスト）は、サンディエゴのコミコン・コン

ベンションに参加するためイギリスからやって

くる。RVをレンタルしてサンディエゴに向かう

中、砂漠の真ん中で危うく交通事故に巻き込

まれそうになる。車から降りた二人の前に、何

とポールと名乗るエイリアン（声：ローガン）が

出現！ ポールは地球に不時着してから救出

してくれた人間と一緒に60年間生活を共にし

てきたが、実はそこが最高機密軍事基地で

ずっと閉じ込められていたことを知った途端、

基地を逃げ出してきたらしい。FBIの追跡を潜

り抜けながらポールと一緒に旅をするうち、グ

レアムとクライブはポールを宇宙母船へ連れ

て行こうと決心するが･･･。 

THE ADJUSTMENT BUREAU   ★★★  
（全国：上映中）（サイファイ／スリラー） 

出演：マット・デイモン、エミリー・ブラント、トレン 

 ス・スタンプ、他 

あらすじ：政界で有望視される若手政治家のデ 

 イビッド（デイモン）とモダンバレーダンサーの 

 エリース（ブラント）が出逢い恋に落ちる。する 

 と突然、“運命操作局”という謎の組織がデイ 

 ビッドの前に現われ、エリースと二度と逢わな 

 いようにと忠告する。操作員のトンプソン（スタ 

 ンプ）という男が、全ての運命は操作局が決定 

 する「運命の書」の記録どおりに進むよう常に 

 操作局にモニターされていると怖ろしい事実 

 を打ち明ける。デイビッド達の恋愛がその「運 

 命の書」に記録されていないため、操作局が 

 彼らの運命の軌道修正を図ろうとしていること 

 を知ったデイビッドは･･･。 

ひとこと：“Bｌade Runner”や“Minority Report” 

 などの原作者フィリップ・K・ディックの小説を、 

 “Borne Ultimatum”などで脚本を担当した 

 ジョージ・ノルフィが映画化。自分たちの運命 

 をコントロールする「第3者」から未来を奪い返 

 せるか？ 

 
THE LINCOLN LAWYER    

（全国：上映中） ★★★ （スリラー） 

出演：マシュー・マコノヒー、ライアン・フィリップ、 

 ウィリアム・H・メイシー、他 

■今月の新作紹介 

★★★＝絶対面白そ～  ★★☆＝面白そ～  

★☆☆＝いいかも         ☆☆☆＝とりあえず 

ひとこと：映画の中で、ポールが電話でスピル 

 バーグ監督と E.T. について話をする場面 

  で、電話の声はスピルバーグ本人だそうで 

 す。テレビの“Saturday Night Live （コメディ 

 ーショー）”の常連スタッフ、ジェーン・リンチ 

 も出演し、かなり笑える内容です。何故かシ 

 ガーニー・ウィーヴァーも出ています。  

 

HANNA   4月8日（全国） ★☆☆ （ドラマ） 

出演：シアーシャ・ローナン、エリック・バナ、ケ 

 イト・ブランシェット、他 

あらすじ：フィンランドの山奥で父エリック（バ 

 ナ）と暮らすハンナ（ローナン）。元CIAエー 

 ジェントの父はハンナに銃やナイフの使い方 

 を仕込み、どんな状況でも生き残れるよう心 

 身共に鍛える厳しいトレーニングを課してき 

 た。外界との接触を絶ち、エリックは自分と百 

 科事典の知識だけでハンナを育てながら、 

 完璧な暗殺者として育ててきた。ある日、自 

 分のもとから離れていった父を追ってベルリ 

 ンに向かう途中、ハンナはCIAエージェント 

 のマリッサ（ブランシェット）に捕まりモロッコの 

 砂漠に連れて行かれるが、これまで父に教 

 わってきたサバイバル手段を使いながら逃 

 走を図る。 

 ひとこと：“Lovely Bones”で高い評価を得た 

 シアーシャ・ローナンが、今回は全く違う役ど 

 ころを好演する。 

   

 

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震につきましては、皆様の日本のご家族、ご親族のご無事を心より

お祈り申し上げます。また、被災された日本の企業、ご家族、ご親族に対して心よりお見舞い申し上げます。 

ヒューストン日本商工会会長 秋葉慎一郎  
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 劇劇  場場  

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

*Eye on Third Ward: Jack Yates High School 
Photography –  May 30, 2011  

*Romancing the West: Alfred Jacob Miller in 
the Bank of America Collection  -May 8, 2011  

*Impressionist  and Post-Impressionist  Master-
pieces from the National Gallery of Art   -May 
23, 2011  

@Caroline Weiss Law Building  
*Carlos Cruz-Diez: Color in Space and Time. – 

July 4, 2011  
*Pasted  Papers:  The  Art  of  Collage-  May 

15,2011 *Circa 1900:Decorative Arts  at  the 
Turn of the Century     Feb. 26 - July 31, 2011  

◆Contemporary Arts Museum Houston 
(5216 Montrose Blvd, 713-284-8250, 
 www.camh.org 入場無料) 
*Perspectives 173: Cllfford Owens   – April 3, 

2011 *Answers to Questions: John Wood & 
Paul Harrison - April 24, 2011  

◆Houston Museum of Natural Science 
(One Hermann Circle  Drive,  713-639-4629, 
www.hmns.org) 
*Texas! Making History Since 1519  From -

Sep.5, 2011  
◆The Menil Collection 
(1515 Sul Ross 713-525-9400, www.menil.org 
入場無料 Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm) 
*Tony Smith: Drawings  – Apr. 3, 2011 *The 

Whole World Was Watching: Civil Rights-Era 
Photographs from Edmund Carpenter and Ade-
laide de Menil   From Mar. 5-Sep.25,2011 

*Upside  Down:  Arctic  Realities  –  1000 
B.C.～1400 A.D.の北極圏の工遺物 Apr. 15 
– Jul. 17 

美美  術術  等等  

３月３月３月---666月イベント月イベント月イベント   

ミュージックミュージック  

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

Apr 22, 8pm: James Taylor 
Apr 29, 8pm: The Moody Blues 

House of Blues Houston 888-402-5837 
Mar 26, 9pm: G. Love & Special Sauce 
Mar 29, 9pm: Scott Stapp 
Apr 6, 9pm: Guster 
Apr 26, 8pm: George Thorogood & The De-
stroyers 

Jones Hall, Tickets 713-224-7575 
Apr 15, 7:30pm: The Music of Led Zeppelin 

Toyota Center 713-758-7200 
Mar 30, 8pm: Juanes 
Apr 8, 8pm: Lady Gaga 
May 17, 7:30pm: Bon Jovi 
May 18, 7:30pm: Celtic Woman 
Jun 25, 7:30pm: New Kids On the Block & 
Backstreet Boys 
Jul 9, 7:30pm: Rihanna 
Jul 29, 7:30pm: Katy Perry  

Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Mar  20,  8pm:  The  Pink  Floyd Experience 
Tickets 
Mar 26, 8pm: Michael McDonald  
Apr 29, 8pm: Ke$ha 
May 6, 8pm: Wilco 

(Soul, R&B & Jazz) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Mar 20, 9pm: Raphael Saadiq 
Mar 23, 9pm: Apocalyptica 

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

Mar 18 & 19, 8pm and Mar 20, 7:30pm: Pops 
Knockouts 
Mar 24 & 26, 8pm and Mar 27, 2:30pm: Rich-
ard Strauss' Don Quixote 
Apr 2, 10am & 11:30am 
Apr 8 & 9, 8pm and Apr 10, 2:30pm: Sche-
herazade 
Apr 14 & 16, 8pm and Apr 17, 2:30pm: Men-
delssohn's Scottish 
Apr 21-23, 8pm: Rodgers & Hammerstein & 
More 
Apr 26, 7:30pm and Apr 29 & 30, 8pm: Tony 
Bennett 

Stude Concert Hall (Rice Univ) 713-348-5400 
Apr 5, 8pm: Eroica Trio 

(Latin) 
Toyota Center 713-758-7200 

Apr 23, 8pm: Ricky Martin 
(Rap & Hip Hop) 
Toyota Center 713-758-7200 

Apr 16, 7pm: Lil' Wayne 
(Country) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  

May  5,  8pm:  Jimmy  Buffett  &  the  Coral 
Reefer Band 

House of Blues Houston 888-402-5837 
Mar 25, 8pm: Arlo Guthrie 

Miller Outdoor Theatre 
Mar 26, 8pm: Noche Caliente 

NBA / Houston Rockets @ Toyota Center 
(www.nba.com/rockets) 

Apr.3(Sun) 6:00pm vs. Atlanta 
Apr.5(Tue) 7:30pm vs. Sacramento 
 

AHL / Houston Aeros @ Toyota Center 
(www.aeros.com) 

Mar.19(Sat) 7:35pm vs. San Antonio 
Mar.25(Fri) 7:35pm vs. Oklahoma City 
Mar.26(Sat) 7:35pm vs. Oklahoma City 
Mar.27(Sun) 4:05pm vs. Oklahoma City 
Mar.31(Thu) 7:05pm vs. Chicago Wolves 
Apr.10(Sun) 4:05pm vs. Oklahoma City 

スポーツスポーツ  

その他その他  

Tomball German Heritage Festival   
March 25-27, 2011.@ Old Town Tomball Texas  

Three stages of live Music, Folk Dancers, Arts 
Crafts, Food, Beer, Carnival, Fireworks, and 
much more.  Free Festival, No admission or 
parking fees. More information is available at 
http://www.tomballsistercity.org/festival.htm 

 
Children’s’ Festival 
April 9 & 10, 2011 10:30 am - 6:30 pm @ Down 
Town Houston.   

Admission $10; under 3y/o free.  $8.00 per 
person  with  one  McDonald’s  receipt  per 
EACH ticket presented at any Admission Gate.  
Parking is available at $8 Price will be avail-
able at their website 
http://www.houstonchildrensfestival.com/ 

 
International Festival 
April 30 - May 1 & May 7&8 Saturdays 12pm to 
10pm and Sundays 12pm to 8pm @ Downtown, 
Houston   

International Tickets: $10 early bird (now until 
February 9), $12 advance (expires April 26), 
$18 regular price (after April 26),  $3 kids 
(ages 3-12).  May 8 (Mother's Day!) is FREE 
Kids Sunday - presented by ConocoPhillips 
(ages 12-under),  $9.50 group (minimum of 20 
required). You can buy ONLINE too! See the 
general info. @ http://www.ifest.org/ 

 
Texas Crawfish & Music Festival   
May 13-15 and May 20-22 @ Historic Old Town 
in  Spring   (130 Spring  School  Road Spring, 
Texas 77373) 

 TICKETS: $12.  Parking is $7.  For all infor-
mation including parking, tickets for food and 
carnival rides, please call 800-OLD TOWN 
(8696). http://www.texascrawfishfestival.com/ 

 
Annual WorldFest-Houston International 
Film Festival  April 8- 17.    

Film Festival showcases an independent film 
competition  for  emerging cinematic  talents. 
Ticket price is $20 and up. Festival schedule 
will  be available soon on their  website @ 
http://www.worldfest.org/ 

Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Apr 6, 7pm: Dierks Bentley  
Apr 14, 8pm: The Avett Brothers  
Apr 28, 8pm: Willie Nelson 

The Grand 1894 Opera House  
(2020 Postoffice St., Galveston) 800-821-1894 
www.thegrand.com 

•Bus Stop (Mar 18) 
•Madeline and the Bad Hat (Mar 22) 
•King Arthur’s Quest (Mar 28) 
•The Ugly Duckling (Mar 31) 
•Ferdinand the Bull (Apr 7) 

Opera in the Heights at Lambert Hall  
(1703 Heights Blvd.) 713-861-5303 
www.operaintheheights.org  

•Pearl Fishers (Mar 24, 25, 26, 31, Apr 1, 2) 
Hobby Center—Sarofim Hall  

(800 Bagby) 713-558-8887 www.tuts.com  
•Curtains (Mar 29~Apr 10) 
•Cats (Apr 12~17) 

Alley Theatre  
(615 Texas) 713-220-5700 www.alleytheatre.org  

•Amadeus (Apr 1~May 1) 
Wortham Theater Center—Brown Theater  

(501 Texas) 713-228-6737 
www.houstongrandopera.org  

•The Marriage of Figaro (Apr 15~30) 

日時：平成23年2月16日（水）11：30～13：30  
場所：住友商事社 会議室（10階） 

出席者：名誉会員2名、理事委員14名、正会員1名、婦人部委員長 

    事務局長 

欠席者：理事委員5名（会長一任5名） 

司 会：竹田直樹幹事 

 

１．商工会会長連絡（秋葉慎一郎会長） 

 秋葉会長より、下記2点のお話があった。 

 ①2月3日の寒波で当地の道路凍結等による事故が発生したが、 

  会員やその家族が事故に遭ったという知らせもなく幸いで 

  あった。また、安全管理委員会では注意喚起のメール発信や 

  三水会センター一時閉鎖など会員や図書館利用者の安全確保 

  に迅速に対応いただき感謝申し上げる。 

 ②毎年春には一連の行事が開催される中、今年は新しく宇宙セ 

  ミナーが企画され既に第2回婦人部主催のセミナーも成功裏 

  に終了。残る4回の宇宙セミナーのほか、4月には南部地域最 

  大規模のジャパン・フェスティバル、及び商工会ソフトボー 

  ルの予選が、また5月にはピクニック・ソフトボール準決 

  勝・決勝、及びテキサス会が開催されるため、今後も会員各 

  位の協力支援をお願いしたい。 

２．総領事館連絡（渡部隆彦首席領事） 

 ジャパン・フェスティバルは当地での日本人コミュニティーの 

 存在意識向上に大きく貢献する行事であるため、関係団体の協 

 力のもと、総領事館としても協力していきたい。 

３．Space Seminar 2011について（三宅正純副会長） 

 ＊第2回宇宙セミナー実施報告 

  2月15日（火）に行われた婦人部委員会主催の第2回宇宙セミ 

  ナーでは50名を超える参加があり、講演と試食のほか、ISS 
  管制室や宇宙飛行士訓練施設の視察等を実施。参加者のアン 

  ケートからも専門部分の説明が分かりやすく良かったなどの 

  コメントをいただき、概ね好評であった。 

 ＊第3回宇宙セミナー実施要領の説明 

第3回宇宙セミナーを3月20日（日）の午前10時から開催予

定。特に会員の家族や子ども達の参加を考慮し日曜日に実施

するほか、講演内容にクイズを取り入れるなどの工夫をす

る。今回は80名の参加を予定。（別紙「第3回宇宙セミナー

しおり」にて説明）。 

  ●開催日時：2011年3月20日（日）10:00～15:00  

  ●開催場所：講演－Space Center Houston   

        施設見学－NASA Johnson Space Center 

４．ヒューストン美術館からの寄付依頼について 

（秋葉慎一郎会長・渡辺龍二副会長） 

【秋葉会長による寄付依頼に係る全体説明】 

 同美術館本館にこれまでインド、インドネシア、韓国、中国 

 ギャラリーが開設され、最後に2012年2月に日本ギャラリーが 

 新設されることになった。現在、その建設資金が目標額にはま 

 だ十分達していない状況であるため、1月度商工会常任委員会 

 で美術館関係者による日本ギャラリー関連のプレゼンテーショ 

 ン実施の申し出を受入れ、正式に寄付協力依頼を受けた。 

【渡辺副会長による諸点補足説明】  

 ①寄付金額について 

  同美術館としては、日本ギャラリー開設時に東京美術館から 

  45点の美術品を借り受け展示することを目標とし、建設費及 

  び美術品Acquisitionに充当する100～150万ドルの募金活動を 

  展開中。2月半ば時点の寄付額が45万ドルとまだ目標額に達 

  していないため、商工会に対し具体的に15万ドル（30社ほど× 

  5,000ドル）の資金援助の依頼があった。美術館側としては2011 
  年5月までに援助を希望。 

 ②参加企業・個人寄付者のネームプレートついて 

 ＊商工会が15万ドル寄付をした場合、同ギャラリーの壁に永久プ 

  レートが設置され、寄付者15万ドルラインに“Japan Business 
   Association of Houston 2011”と掲載。 

 ＊上記プレートの下にJBA Houston Foundation and friends（仮称） 

  が括弧書きで掲載のうえ、5,000ドルを寄付した企業・個人名が 

  その下（またはその横）にSubsetとして小さめな字で掲載 

 ③支払い方法 

  寄付金の支払いは一括払いのほか、2,500ドルずつ2年払いのい 

  ずれかを選択できる。 

 ④その他 

  本件における寄付依頼は日本ギャラリー開設という特別イベン 

  トのためであり、今後定期的または継続的な依頼は発生しな 

  い。また、最終的に寄付額が上記目的額に達しない場合でも、 

  スケールの調整はあるものの、2012年2月開設は実現したいとい 

  う美術館の意向を同美術館から確認済み。 

５．ジャパン・フェスティバル2011について（水澤伸治特命理事） 

水澤特命理事より同フェスティバルに関する5点の説明があった。 

①実施時期・場所－2011年4月9日（土）・10日（日）  

         Hermann Parkにて開催予定 

②協力内容 

＊Kids’Activityの企画参画 

＊ボランティアの派遣－昨年度程度の人数希望（昨年度は両日で 

  商工会から118名、別枠として浴衣トライオン担当婦人部で75 
  名、Showing Japanの41名、あわせて238名派遣）。今年度 

  Kids’Activity担当は運輸・サービス・金融・貿易部会に依頼。 

＊寄付協力依頼－日米協会から正式な依頼があり次第、具体的に 

  会員企業へ依頼予定。ちなみに昨年度は16社から$13,100の寄 

  付があった。 

③ボランティアの概要－Kids’ ActivityやFood & Beverage、チケット 

 ブースなどの接客、指導、準備等 

④ボランティア人数－両日ともそれぞれ午前30名、午後30名の計 

 120名を予定 

⑤募集手順－所定の「ボランティア登録シート」を3月11日（月） 

 までに吉松氏（Kaneka Texas Corp.）へ提出いただく。 

６．委員会・部会関連事項 

●婦人部委員会（秋葉涼子婦人部委員長） 

＊1月28日（金）：坂本吉弘先生によるプリザーブドフラワー講 

         習会 参加者30名 

＊2月15日（火）：第2回宇宙セミナー 参加者 大人61名、乳幼 

         児3名 

＊2月26日（土）：古本市 於補習校校舎 

＊3月はジャパンフェスティバルの「浴衣トライオン」関連の各 

 種準備 

＊4月23日（土）：西元洋子先生による教育講演会  

         於補習校図書館（予定） 

７．日本庭園関連報告（渡辺龍二副会長） 

2月20日から中井氏が当地に来訪され、日本庭園の視察とHermann 
Park Conservancy との庭園維持に関する打合せを行い、27日に日本 

へ帰国される予定。今回は打合せのみで前回のような改修作業は



Gulf    Stream 3 Gulf    Stream 10 

 1 月 28 日、今 年 も

昨年に引き続き、私

たち茶道チーム4名

と助っ人2名は、翌日に控えたショーイング・ジャ

パンのお初釜で出すお菓子“花びら餅”作りに励

んでおりました。 
 花びら餅は、甘く煮たごぼうと白味噌餡を白とピ

ンクの求肥で包み、中からほんのりとピンクが透け

て花びらのように見えるお正月のお菓子です。 
 日本では、お初釜で何度もいただいた花びら餅

も作るのは昨年が初めて。昨年は、試行錯誤の

上、やっと出来た花びら餅でしたが、2年目となる

今年は、昨年より手際よく出来るはずと思いきや、

求肥がやわらかすぎたり、薄く延ばしすぎたりと何

度もやり直し、今年も試行錯誤の上、出来上がり

ました。作り終えた時には、私たちの顔には白い

粉が・・・そしてメンバー一同口をそろえて

「和菓子屋さんって大変ね」と一言。でも、

皆さんに喜んでいただける顔を思い浮かべ

ると、苦労も喜びに変わります。 
 翌日の29日、26名のショーイング・ジャパ

ンのメンバーは、各々着物に身を包み、6畳

の畳が敷かれた三水会センターの会議室

に集合。床の間には、西部文浄老師の大黒

天 画賛「福以徳招」（福は徳を以って招く）

の書のお軸と木瓜と椿が飾られ、すっかり日

本のお正月です。 
 初めに、茶道経験者によるお濃茶のお席

があり、静けさの中、お湯の沸く音と程よい

緊張感に包まれ、前日に手塩にかけて作っ

た花びら餅とおいしく練られたお濃茶をいた

だきました。 
 その後、全員でお濃茶体験。緊張の中、

普段なかなかいただく機会のない、お薄と

は違った独特な風味とほんのり甘いお濃茶

を楽しまれたことでしょう。 
 少し場も和んだところで、次に皆さんおな

じみのお薄をいただきました。こちらは、普

段ショーイング・ジャパンの茶道部でもお稽

古をしており、皆さんお茶を楽しむ余裕も出

てきて、コスター先生からお借りしたお正月

らしいお茶碗と甲の上には鶴、胴には松と

亀が描かれた曙棗、そしてかわいいお正月

の御干菓子と共に楽しみました。 

 日ごろデモなどで茶道に触れる機会の

多いメンバーではありますが、お初釜で

は、デモやお稽古と違いゆっくりと日本

文化に浸ることができ、この異国の地で

改めて日本の良さを再確認できたので

はないでしょうか。 

SSShowinghowinghowing   JJJapanapanapan   
http://showingjapan.wordpress.com/ 

レ ス ト ラ ン 紹 介 

 今回は、今は日本へ戻られてしまいました

が、お話ししていると一緒に居る人を元気にし

てくれる、美味しいもの大好き、ゴルフもお上手

なYさんお勧めのタイ料理「Vieng Thai」をご紹

介します。家具店の IKEAから少し北上した

Long Point沿いにある、小さな個人経営のレス

トランです。一度、タイ出身の女性とご一緒しま

したが、彼女曰く、本場タイの味に近いのだそ

うです。このお店は大きく「Thai Food」という看

板を表に出していますが、「Vieng Thai」が正式

名称です。でも、お店を探す時には、「Thai 
Food」を目印にした方がいいと思います。 
 Yさんにお勧め頂いてから、タイ料理特有の

辛さと、フィッシュソースやレモングラスの独特

の香りに誘われ、時折無性に食べたくなり、

足を運んでいます。このお店のトムヤムクン

は、甘味は控えめ、辛味がちょっと強く、酸味

とのバランスが絶妙です。ヤムンセンという春

雨を使ったサラダは、注文してから春雨を茹

でてくれ、トマトや香菜の入ったほんのり温か

いサラダです。また、ココナツやタイバジルが

香るグリーンカレーははずせません。アジア

系スーパーなどで見かける、緑や白の丸っこ

くて可愛い小さなタイナスが存在感を残した

まま入っていて、煮るとクタッとしてしまう日本

のナスでは出せない触感も魅力です。このお

店にはSukiyakiというメニューがあり、ランチ

時に覗くと、沢山のお客さんがそれをオー

ダーしている光景に出くわします。好奇心か

ら一度だけ頼んだことがありますが、ドンブリ

で出てくる酸味の効いた不思議なモノです。

スキヤキをタイ風にアレンジすると、こんな進

              Vol. 17   Vieng Thai Vieng Thai Vieng Thai       

◆住所： 6929 Long Point Rd., Houston, TX, 77055  
◆電話： 713-688-9910  
◆営業時間：月～日11:00～22:00  
◆予算：昼 $10～、夜 $20~ 

化を遂げるのでしょうか。 
このお店は、酒類を扱っていないので、

お酒とともに楽しみたい方は、ご自身でお

持ちください。簡素なお店の外観に、入る

のを少々ためらいますが、食べ終わる頃に

は、満足感にそんなことは気にならなくなる

はずです。カジュアルなお店なので、お子

さん連れでも、ご家族皆さんで楽しめると思

います。美味しいお料理で幸せな時間を過

ごして下さい。 

(Ikuko Murakami) 
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ないため、直木特命理事と渡辺副会長のほか数名によるボ

ランティアで中井氏の滞在中の世話をする。 

８．事務局関連事項（ライブロック祐子事務局長） 

 ●会員消息 

 正個人会員入会6名（6社）、正個人会員退会2名（2社）、 

 常任委員交代1社の連絡報告。 

★ようこそ ～ 新規入会です 

  正個人会員入会 

  ＊Japex (U.S.) Corp.   渡部克哉     

  ＊Kuraray America, Inc. 田井伸二（久美）  

  ＊MC tubular Products, Inc.  坂本亮太（奈々）     

  ＊Nippan Daido U.S.A., Inc.   河村富夫     

  ＊Sumitomo Corp. of America  一ノ瀬浩司  

  ＊Toshiba International Corp.   角屋暁史  

●替わりました  ～ メモのお願い  
  常任委員新旧交代連絡 

  ＊Japex (U.S.) Corp.  

   （旧）島崎和興 →（新）渡部克哉 ＜2月15日付＞ 

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 
  正個人会員退会 

   ＊Kuraray America, Inc.      大片久雄 

  ＊Sumitomo Corp. of America     山本圭一（順子） 

  
 
    

→ 議事録 2ページからの続き 

会会  員員  消消  息息  ＜敬称略・＜敬称略・( ) ( ) 内配偶者名＞内配偶者名＞  

 ＜３月後半の予定＞ 

 3月20日（日）：第3回宇宙セミナー  

           10:00～15:00 於 Space Center Houston 

 3月22日（火）：婦人部委員会主催「浴衣着付講習会」10:00～ 
    （ジャパンフェスイティバル・ボランティア向け） 

 3月28日（月）：ヒューストン美術館プライベートツアー 

           16:00～17:00 於 HFAH Beck Building 

 3月29日（火）：婦人部委員会主催「浴衣着付講習会」10:00～ 
    （ジャパンフェスイティバル・ボランティア向け） 

＜４月の予定＞ 
 4月  9日（土）：Japan Festival     於 Hermann Park（～10日） 

 4月20日（水）： 商工会主催ビジネス講演会（詳細TBA）  

 4月23日（土）：婦人部委員会主催「教育講演会」（詳細TBA） 

           12:30～14:30 於補習校借用校舎図書室 

 4月24日（日）：商工会ソフトボール予選  

          於 Houston Sportsplex（雨天 5月1日順延） 

＜５月の予定＞ 
 5月  8日（日）：ピクニック・ソフトボール準決勝・決勝 

              於 The Gordon Ranch 

 5月22日（日）：第541回テキサス会「商工会会長杯」（詳細TBA） 

  ＜詳しくは商工会ホームページ http://www.jbahouston.org で＞ 

お初釜 



になくしてしまい、正常の造血能(血液を作る機能)をドナーの細胞

によって補う、という考えで行われ始めました。よって、抗がん剤治

療や放射線療法自体が治療効果を上げるために重要と考えられ、

これらの治療の強化が試みられてきましたが、どんなに強い治療を

しても再発してしまう患者さんを思うように減らすことはできませんで

した。 

 

さて、ヒトの免疫システムでは、自分由来ではない細胞やタンパク

質などは異物として認識します。日頃、私たちの体はこうした免疫反

応によって感染したウイルスなども排除しているわけですが、ドナー

由来の血液細胞中にも免疫反応に関わる細胞が含まれているた

め、当然、移植されたドナー由来の免疫細胞による患者細胞への

攻撃(移植片対宿主病)が起こります。こうした免疫反応が強く起こる

と患者さんの命に関わる合併症が起こることから、造血幹細胞移植

では、当初この免疫反応を強く抑える治療の工夫がなされてきまし

た。しかし、移植症例を重ねていくうちに、移植片対宿主病が強く

起こった患者さんでは白血病の再発が少ないことがわかってきまし

た。これは、ドナー由来の免疫細胞が、患者の正常な細胞だけでは

なく、大量抗がん剤治療後にも残存している患者の白血病細胞をも

攻撃するためと考えられています。こうしたことから、現在では造血

幹細胞移植は大量抗がん剤治療よりも、むしろその後のドナー由

来の免疫細胞による白血病細胞の排除、つまり“免疫療法”の側面

が治療の根幹であると考えられるようになりました。今後の造血幹細

胞移植による白血病の治療の発展は、いかにして正常細胞への免

疫反応を抑え、白血病細胞への攻撃だけを上手く引き出していく

か、ということにかかっていると考えられます。 

 

最近、骨髄や臍帯血中には血液細胞の元になる造血幹細胞以

外にも、様々な細胞の元となる細胞が存在する事がわかってきまし

た。既に患者さんに行われている治療としては、糖尿病が原因の血

管障害で壊死してしまった部位に自分の骨髄細胞あるいは末梢血

幹細胞を直接注射する事で新たな血管の新生が見られ、血管障害

を改善させるというものがあります。また、実験室レベルでは、骨髄

や臍帯血中に含まれる細胞が神経の細胞や筋肉の細胞などにも

変化することが観察されています。こうしたことから、脊髄損傷や心

筋梗塞などの治療にこれらの細胞を応用することも考えられていま

す。 

 

ニュースなどで話題の胚性幹細胞(ES細胞)やiPS細胞などの研

究が盛んに行われるようになり、こうした細胞を用いた再生医療も現

実味をおびてきていますが、血液の元となる造血幹細胞移植は約

半世紀前から既に開始され、現在では血液疾患に対する標準的な

治療法の一つとして幅広く定着しています。こうしたことから、血液

疾患に対する造血幹細胞移植は、まさに再生医療の先駆けであっ

たと言えるのではないでしょうか。 

皆様初めましてMD Anderson Cancer Centerの小児部門で免疫

細胞を用いた癌に対する細胞療法の研究をしております鳥飼宏基

と申します。日本では血液内科、特に白血病やリンパ腫などに対す

る造血幹細胞移植を中心とした臨床、研究に従事しておりました。

今回は、造血細胞移植のこれまでの流れと今後の治療に関してご

紹介させていただきます。 

 

まず始めに、私達の血液中にある赤血球(＝体中の組織に酸素

を運搬する)や白血球(＝細菌やウイルスなどから体を守る)、血小板

(＝怪我をした時などに出血を止める)などの血液細胞は、主に骨髄

に存在する造血幹細胞という特別な細胞が元になって作られてい

ます。成熟した血液細胞の寿命は、赤血球で約120日、白血球で

約1週間、血小板では2日程ですが、造血幹細胞は自らの複製を作

ることも出来るため、血液の細胞が枯渇することはありません。最近

では骨髄だけではなく、末梢の血管の中にもごく微量の造血幹細

胞が含まれていることがわかりました。これらは末梢血幹細胞と呼ば

れ、特に強い抗がん剤の治療後や白血球の産生を刺激する薬剤

によってその量が増えることがわかりました。また、へその緒から採

取される臍帯血中にも造血幹細胞が多く含まれることから、臍帯血

移植が90年代後半からまずは小児に対して始まり、続いて成人に

対する移植としても行われるようになりました。このように、造血幹細

胞の採取元が多様化してきたため、最近では骨髄移植ではなく、

造血幹細胞移植と総称で呼ばれるようになりました。 

 

骨髄移植は、放射線障害で減少してしまったマウスの血液細胞

が他のマウスから取り出した骨髄液を輸注すると回復する、という動

物の実験モデルでの観察から始まりました。このため、ヒトの白血病

治療に応用される際にも、通常では行えない大量の抗がん剤治療

や放射線療法によって白血病細胞を正常の造血細胞もろとも完全

     

究極の免疫療法、造血幹細胞移植究極の免疫療法、造血幹細胞移植究極の免疫療法、造血幹細胞移植   

  （MD Anderson Cancer Center研究員）鳥飼宏基 

第７８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。 

鈴木仁士先生から血液内科ご専門の鳥飼宏基先生にバトンが移りました。  

次回は、同じ血液内科ご専門の酒巻一平先生です。MD Anderson
でリンパ腫に対する治療の研究をされています。ラボは異なります

が、私が職場で最もよく顔を合わせる日本人の先生で、同じ専門と

いうことで話が合うことも多く、日頃から親しくさせていただいていま

す。今回のバトンタッチの依頼も快く引き受けてくださいました。  

Gulf    Stream 9 

 申込み時に、参加者の皆様にピンクや

ブルー系の6色の中からメインとなるバラ

の色をお選びいただきました。そして、

先生が事前に3種類の大きさの異なる濃

淡のバラの花、リボンやその他のアレン

ジをご用意くださいました。 

 初めに、グリーンの茎の部分に巻く

テーピングを教えていただきました。ほと

んど先生が下準備をしてくださっていた

ので、私たちは少しだけ自分たちでテー

ピングをすればよいだけとなりました。 

 次に、メインとなるバラの花を3つ挿すこ

とから始めました。器を回しながら、3つ

の花全てが自分の方を「私を見て！」と

向くように挿していきます。それからバラ

の周りにアイビーの葉を控えめにあしら

い、後はリボンやグリーンなどをふんだん

に使って仕上げていきました。 

プリザーブドフラワー講習会を終えてプリザーブドフラワー講習会を終えてプリザーブドフラワー講習会を終えて   

 1月28日（金）の10時から12時まで、三水会センター会

議室にて、プリザーブドフラワー講習会が行われました。

講師はフラワーデザイナーの坂本吉弘先生です。大変

人気のあるヨッシー先生の講習会ということで、2週間程

度の申込期間があったにもかかわらず、僅か2日で定員

に達し、参加者21名にて大好評の講習会となりました。 

 自分の感性を信じてどんどん挿してい

く方、先生のヘルプを待つ方など様々で

したが、先生が全員のところを回り、丁寧

に見てくださったので、それぞれが自分

の気に入った作品に仕上げられたので

はないかと思います。 

 参加者の約半数が坂本先生の講習を

受けるのが初めての方で、その中には、

先生の教室に興味はあったけれど遠方

の為なかなか御自宅まで伺うことが出来

なかったという方もおいでになり、皆さん

大変喜んでおられました。このように多く

の方々に喜んでいただける講習会となり

ましたことを主催者として嬉しく思いま

す。講習会の講師を務めてくださった坂

本先生をはじめ、ご参加下さった皆様に

婦人部より感謝申し上げます。 

      

4月9日（土）、10日（日）に開催される恒

例のジャパンフェスティバルを楽しみにし

ておられる方も沢山いらっしゃることでしょ

う。婦人部は今年も日本庭園に於いて「浴

衣トライオン」を行います。来場者に日本

の浴衣を着せてさし上げる催しです。昨

年は230名の来場者がありました。今年は

ビッグサイズのカラフルな浴衣を7着新調

し、白地浴衣には赤や黄色に染色を施

し、より彩りもサイズも充実させました。  

そこで皆様に着付けのお手伝いをお願い

したいと思います。いずれかの日の数時

間で構いませんので、日本庭園内でボラ

ンティアを宜しくお願い致します。また、そ

れに伴い古川恵子先生による着付け講習

会を開催致します。3月に2回程、以下の

日時で予定しておりますので、ご都合の

良い日にいらして下さい。詳しいことは以

下のイーメールアドレスまでお問い合わせ

下さい。併せてボランティアも随時受け付

けておりますので宜しくお願い致します。 

Gulf    Stream 4 

＜着付け講習会＞ 

  日時 ： 3月22日(火）、29日(火） 10：00～12：00 
  場所 ： 三水会センター 会議室 

  講師 ： 古川恵子先生 

  お問い合わせ、お申し込み： yukatatoraion@yahoo.co.jp 
 
＊ご寄付のお願い 

 ご家庭でご不要になりました浴衣、帯、下駄、髪飾り、ホテルや飛行機で

頂く未使用の櫛やブラシなどございましたら三水会センターに設置のド

ネーションボックスまでご持参下さい。宜しくお願い致します。 

婦人部だより 

＝ 着付け講習会も行います ＝  



Congressman Bill Archer Bark Park 

Gulf    Stream 8 

 犬が泳げる池があるのは、1、2、4、5、6。

小型犬エリアと全犬エリアが分かれているの

は、1、2、4、5。ドッグパークの外に犬用シャ

ワーが用意されているのは、1、2、4、5。アジ

リティ器具が置いてあるのは、2。ウンチ袋が

設置されているのは、1〜6全て。どこもやは

り平日夕方や土日には訪れる人が多くてに

ぎわいます。 

 お出かけ前には、各ドッグパークのルール

をご確認ください。例えば、次のようなルー

ルが見られます。狂犬病の予防注射と混合

ワクチンを接種していること、有効なライセン

スタグを身につけていること、ヒート中（発情

中）のメス犬は利用しないこと、食べ物は持

ち込まないこと、大人1人につき同伴できる

犬は2頭まで、攻撃性を見せる犬は速やか

に退場すること、4ヶ月未満の犬や12歳未満

の子供は同伴しないこと。 

 ドッグパークでは、時としてトラブルが起こ

ることもあります。未然にトラブルが防げるよ

うに、こんなことに注意してみてください。ま

ず、犬から目を離さないこと。他の飼主さん

と犬談義で盛り上がっている間に、自分の

犬を見失ったという状況は避けましょう。よそ

の人に飛びついてしまう、他の人が出入りす

るときにゲートから出てしまう、よその犬にし

つこくチョッカイを出して犬同士のケンカに

発 展 し そ う に な る、と

いったことは、目を離さ

なければ止めることが

できます。二つ目は、

「オイデ」で飼主の所

に戻るというしつけが

できていること。犬同

士のケンカに巻き込ま

れる前に呼び戻して難

を逃れることもできるの

で、「オ イ デ」は と て も

大事です。 
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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.３ ドッグパーク活用術 

川原志津香（家庭犬しつけインストラクター）  

 ドッグパークに出かけるよりも、普段のお

散歩やお庭で遊ぶ方が好き、という犬もい

ますね。例えば初対面の人や犬を怖がっ

てしまう犬は、ドッグパークで犬に近づかれ

るとストレスに感じて、楽しめないかもしれま

せん。我が家のシャーリは、他の犬が得意

ではありません。これまで2回、試しにドッグ

パークに連れて行きましたが、他の犬が近

づいてくると避けて歩き、楽しんで走り回る

どころではない様子でした。シャーリのよう

な犬がドッグパークを利用する場合は、で

きるだけすいている時間帯に出かけ、犬に

取り囲まれないように、飼主さんと一緒に

ドッグパーク内を散歩して短時間で帰ると

いう利用法が良いでしょう。不安なあまり他

の人や犬に噛み付いてしまうおそれがある

場合には、他の人や犬を怖がらないような

しつけを行ってからドッグパークにチャレン

ジを！  

 暑さの厳しい夏は人も犬も熱中症になら

ないように、朝か夕方の時間帯に利用しま

しょう。我が家のヒューゴは昨年ヒューストン

に来てからドッグパークに通う間に泳ぐこと

を覚え、暑くなると池でクールダウンしてい

ました。池の水は浄水器できれいにされて

いますが、ドッグパーク外のシャワーで洗

い流して帰るのがお勧め。シャンプーとタ

オルを持参して、青空シャンプーしてから

ドッグパークを後にしています。 

 ルールを守り、目を離さず、楽しくドッグ

パークを活用してみてください！ 

第78回 浅野 裕美 さん 

 「サンタさん、大好きなゲームも止め、兄弟

仲 良 く、き ち ん と お 世 話 し ま す！ど う か、

PUPPYを届けてください！」3人の子供たち

は、誓いの言葉を手紙にまとめ、暖炉の中に

置き（イブの夜は旅行中で、年が明けてのお

願いだったので）眠りにつきました。そして翌

日ついに我が家にTOY POODLEの桃太

郎こと、“モモちゃん”はやって来ました。 
 きっかけは、昨年の11月頃、幼稚園のバス

から降りた息子と家へ帰ろうとした時、道の反

対側から小さな茶色いダックスフンドがしっぽ

を振りながらこちらに走ってくるではありませ

んか！「危ない！」再び道路に出ないようとっ

さに犬の首輪をつかみ事なきを得ましたが、

周りに飼い主らしき人は見当たらず、首輪の

タグの電話番号を頼りに電話をしました。結

局その日は飼い主との連絡が取れず、我が

家に泊まることになりました。 
 このワンちゃんはとても人懐っこい上にお

行儀がよく、おまけに言うことをよく聞いてく

れる素晴らしい犬でした。幸い、体内チップ

から飼い主の方も見つかり一件落着、かと思

いきや、犬と過ごした楽しい時間が忘れら

れず、子供たちも大泣き。家族全員とても

寂しい気持ちになりました。それからというも

の、犬を飼いたいという気持ちが日に日に

強くなる一方で、子供のアレルギー、旅行

時のお世話等いろいろと心配も出てきてな

かなか踏み切れませんでした。 
 そんなある日、川原さん（家庭犬しつけイ

ンストラクター）から、室内での飼い方、帰国

の際の対応など具体的に確認することがで

き、またヒューストンに来てから息子のアレ

ルギー症状がほとんど無くなっていたことも

あって、遂に犬を飼う決心をしました。 
 モモが来てはじめの数日は、生後2カ月

で親元から引き離され、突然家族も家も変

わってしまったことから、時には小さな体を

ビクビク震わせていることもありました。しか

し、負けることなく与えられた環境で必死に

頑張るモモの姿は、渡航してきて1年経た

ない私達家族にとって大きな励みとなりまし

た。特にそれを常に肌で感じている子供た

ちは大きく勇気づけられ、自立心を育てら

 

れたようにも感じられます。また、モモを踏

まないようケガをさせないようにと常に気遣

う心、家での行儀も少し良くなりました。朝

はペロリと頬をなめられるとみんな笑顔です

ぐに起きてくれます。さらに、モモと少しでも

早く遊びたいので、宿題も素早く取り組める

ようになりました。予想外だったのは、“俺は

お世話しないよ”と言っていた主人が、“モ

モは俺の事が結構好きなんだよ”と言って

話しかけている姿です。実際には、もともと

誰にでも人懐っこい性格のモモちゃん。今

では大勢のお客様にも元気に小さな前足と

しっぽを振って歩み寄りお出迎え。只今生

後3カ月、お座り・お手・待てを披露し、ご褒

美のえさをいただくと、遊び疲れる間もなく

お客様の膝の上で熟睡してしまいます。そ

んな我が家の四男坊に一番癒されている

のは他でもない私自身かも？！ 

活動報告活動報告活動報告   

2月の「読み聞かせの会」はバレンタ

イン・デーにちなんで、“大好き”を

テーマに絵本を選びました。日本と

はちょっと違い、ここアメリカでは男女

関係なく大切な大好きな人にその気持ちを伝えま

す。子ども達にはそのような様々な“大好き“を絵本か

ら感じてもらえたらと思います。どうぞ、皆様もお子様

を膝に乗せてこれらの絵本を楽しんでみては如何で

すか？ 

 
婦人部だより 

お知らせ 

ジャパン・フェスティバルへの 

ご協力について 

 4月9日(土)・10日(日)にHermann Park
日本庭園付近でジャパン・フェスティバ

ルが開催されます。商工会では、会員企

業の皆様にボランティア協力と寄付支援

をお願いしております。北米南部地域で

最大規模といわれる当フェスティバルが

今年も盛大なものとなるよう、皆様方のご

協力・ご参加を宜しくお願い致します。 

○ ○ ○ 

商工会及び日本人会共催ピクニック・ソ

フトボール準決勝／決勝大会開催につ

いて 

 商工会と日本人会の共催による恒例

のピクニック・ソフトボール準決勝／決勝

大会が、今年5月8日（日）にThe Gordon 
Ranchで開催されることになりました。ソフ

トボール担当のスポーツ委員会では既

に4月24日（日）の予選大会に向けての

準備、ピクニック担当の文化委員会は会

員企業と日本人会の担当者による会議

を進めるなどしています。4月初旬に改

めてピクニック開催案内のほかラッフル

抽選会用賞品寄付依頼などをご連絡致

しますので、宜しくお願い致します。 

●今後の開催予定 
「絵本読み聞かせの会」     

  3月5日（土） 4月16日（土）  10：30 ～ 3歳以上／11：00～ 3歳未満 

「あそぼーかい」～小さいお子様向け～ 
3月 11日（金）10時30分～ 3月12日（土）9時30分～ 4月16日（土）9時30分～ 

 4月 19日（火）10時30分～ 5月3日 （火）10時30分～     5月7日 （土）9時30分～ 
（全て“小さい子向けあそぼーかい“です。） 

※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 

「絵本読み聞かせの会」   

     2月12日（土） 三水会センターにて    

（3歳以上）おふろだいすき 

           ふゆめがっしょうだん 

           こぶじいさま（いずれも福音館書店）  

（3才未満）うずらちゃんのかくれんぼ／   

   ちゅっちゅっ（福音館書店） 

 すりすりももんちゃん（童心社） 

 ちびゴリラのちびちび（ほるぷ出版） 

Millie Bush Bark Park Danny Jackson Bark Park 

 「ドッグパーク」をご存知でしょうか？ 

 ドッグパークは、日本では「ドッグラン」として

知られているものですが、フェンスなどで囲ま

れた、犬をオフリーシュにできる場所のことで

す。ヒューストン市条例は、公の場所で犬をオ

フリーシュにすることを禁止しているので、公

園等で犬を放すことはできませんが、ヒュース

トン市内及び近郊にある20以上のドッグパー

クではこれが認められています。 

 ヒューストンのドッグパークの魅力は、なんと

いっても、その広さです。東京やニューヨーク

で見かけた「ドッグラン」は都会サイズで狭いス

ペース、集まる犬も小・中型犬が多いのが特

徴です。一方でヒューストンのドッグパークで

一番大きなCongressman  Bill  Archer  Bark 
Parkは20エーカーという広さ。甲子園球場6個

分ちょっとというサイズでご想像頂けるでしょう

か。 

 ヒ ュ ー ス ト ン の ド ッ グ パ ー ク の 検 索 は、

Houston Dog Park Associationのホームページ

（http://www.houstondogpark.org/）が便利です

が、三水会センターからアクセスの良いドッグ

パークをご紹介します。 

1)  Millie Bush Bark Park 
 (16756 Westheimer Pkwy, Houston 77082)  

三水会センターから南西へ6.5マイル 
2) Congressman Bill Archer Bark Park 
（3201 Hwy 6, Houston 77084）  

三水会センターから北西へ6.7マイル 
3) Tanglewood Bark Park 
 (5801 Woodway Dr, Houston 77057)  

三水会センターから南東へ8.2マイル 
4)  Pawn Springs Bark Park  
(15300 University Blvd, Sugar Land 77478) 
 三水会センターから南西へ13.2マイル 

5) Danny Jackson Bark Park  
(4700 Westpark Dr, Houston 77027)  
三水会センターから南東へ15.3マイル 

6) Katy Dog Park  
(5414 Franz Road, Katy 77493)  
三水会センターから北西へ16.2マイル 

 

Tanglewood Bark Park 

ウンチ袋は各ドッグパークに設置。 

ウンチは片付けましょう。  

犬用シャワーを利用して汚れを洗い流します。 

犬用水飲み場、人用水飲み場を備えている所も。 



 

からは想像も出来ない、まるで別人かと見

間違えるような生き生きとした顔で友達と

話している姿に衝撃を受けたことがありま

す。そして、言葉をよく理解できないまま、学

校生活を送る事が子供達にとってどんな

に過酷なことか、教師として理解していた

つもりではいたものの、その現実を再認識

させられたものでした。実際、ネガティブな

自己評価の期間が長引けば、子供の人格

形成にも影響が出ないとも言えない事を

考えれば、「英語にそのうち慣れる。」等と悠

長に構えるべきではないと思います。既に、

英語の家庭教師をつけているご家庭も大

勢いらっしゃるでしょうが、もし、まだであれ

ば、親として、多少の経済的な無理も子供

への先行投資と考え、全力を挙げて有能

な英語の家庭教師をお子さんにつけてあ

げて下さい。その

際、相性もあるの

で、何人か試して

みるのも決して

悪い事ではあり

ません。 

 

子供が現地校生活を速やかに送るため

に、先生とのコミュニケーションが如何に重

要かと言う事については何度か書いてき

ましたが、ここで、先生達との交渉の仕方に

ついて少し触れてみたいと思います。ご存

知のように、アメリカの社会では、黙ってい

ると誰も何もやってくれないのが殆どです。

日本のように、こちらの要望を言わなくても、

相手が察してくれることは、まず、ありません。

基本的には、何らかのニーズのある方が当

然、先にアクションを起こす必要があると見

なされています。例えば、お子さんがある科

目の成績が悪く、先生から何らかのサポー

トが欲しい時、まずその先生が授業以外の

補習授業を始業前か、放課後に行ってい

ないか、“Do you offer tutoring ?” と聞いて

みましょう。あるいは、中にはプライベートの

tutoring を有料（$30 ～$45/時間）でやって

いる先生もいるので、“Do you do private 
tutoring ?” と尋ねることも出来ます。もし、そ

の先生がプライベートではやっていない

場合、“Do you know anyone who is teach-
ing privately ?” と聞いてみても失礼にはな

りません。また、tutoring 以外にも家庭で問

題集やドリルを練習させたいのであれば、

先生達が授業での補助教材が必要な時

に使う、Teacher's Supply Store に行く事を

お 勧 め し ま す。学 年、科 目 に よ っ て

Supplemental  materials（補 助 教 材）や

workbook が色々揃えてあります。ヒュース

トンで一番大きいのは、Teacher Heaven で、

「子供は大人よりも柔軟だから、違う環境

にも早く順応できるし、そのうち英語にも慣

れて話せるようになるわよ。」と言う、超楽観

的で無責任な話を時々、耳にすることがあ

ります。そして、そんな話を真に受け、未だ

に現地校に馴染めず、英語もさっぱり上達

しない我が子に苛立ち、かといって親自身

もどうしたら良いか分からない。最悪の場

合、親子でストレスの渦に巻きこまれて、出

口を探す気力も失ってしまうようなことにな

る場合も決して少なくありません。新しい事

を学習するとき、それを習得できる期間や

その方法は人によって違いがあります。た

とえ同じ兄弟でも、英語が上達するスピー

ドが違うように、家庭環境が同じでも、性格

によってもアメリカの生活に早く順応できる

子と時間がかかる子がいます。 

完璧主義で生真面目、慎重で優等生タ

イプは、大人でもそうですが、特に子供は

人生経験が少ない分、失敗したときの対処

の仕方のファイルがないため、恐怖心が先

に立ってしまい、新しい事（現地校の環境

や英語）に積極的になれないことが多いよ

うに思われます。そういう時、親として何をし

てあげられるかと考えた場合、子供の為に

出来る事がいくつかあります。まず、他の子

と比較する事を止め、その子が自分なりに

出来る事の体験を、一つずつ積み重ねて

いき「自分だって、できる、やれる！」という、

自信を少しずつでもつけてあげる事です。

例えそれが、単語一つの意味が分かった

事でも、あるいは先生に挨拶できた事にし

ろ、子供を大袈裟なくらい誉めてあげて下

さい。もう一つ大事な事は、誰でも慣れるの

に時間がかかること、失敗しても大丈夫、大

人だって間違えながら英語を覚えていくも

のだと何度でも繰り返し言って安心させる

事で、子供の緊張を少しでも緩和してあげ

ることだと思います。 

こういったメンタル面でのサポートと同時

に、現地校生活をスムーズに送る為に必

要な情報として、日本とは違う学校のルー

ルや先生に話す時の言い方、困った時に

はどうすれば良いのか等について何度も、

良く話し合い、根気よく理解させることも大

切です。 

子供達は一旦学校に登校すると、一日 7
時間ちかく英語だけに囲まれた逃げ場の

ない環境の中でサバイブしていかなくては

なりません。これは、以前あった事ですが、

教えていた現地校の中学校に通っていた

日本人の男子生徒を、たまたま補習校で

見かけた時、現地校での能面のような表情

 

新連載 もっと知りたい現地校情報もっと知りたい現地校情報 (最終回) 

西元 洋子  
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それ以外には Crystal Teacher's Supply 等が

あります。店のスタッフに、“I'm looking for 
workbooks for 6th grade reading. Can you tell 
me where I can find them ?” と聞けば、そのセ

クションまで案内してくれ、場合によっては詳

しい説明もしてくれます。または、担任の先生

にどの workbook が良いか、教えてもらう為に

は, “We would like to help our son/daughter to 
improve his/her reading at  home. Do you 
have  any  suggestion  which  workbook  we 
should get for him?” と聞けば、情報を得る事

も出来ます。E-mail で相談してみるのも良い

でしょう。   

アメリカの生徒達の中には、大人社会の真

似をして“成績も先生との交渉次第”と思って

いるような節のある、かなり厚かましい要求を

してくる子もたまにいます。しかし、極端な例は

ともかく、実際、教室の中でも先生と生徒の間

で、多少の交渉は可能で、普通に行われてい

ます。例えば、授業のテスト以外で少しでも点

数を稼ぎたい場合、“How can I earn extra 
credit ?”、又は、“Are there any ways I can earn 
extra credit ?” と言えば、先生にもよりますが、

じゃ、2 ページのレポートを提出すれば最高

30 点挙げましょう、とか言う交渉がクラス全員

と新たに成立したりします。但し、高校の上級

クラスでは、この手の交渉は殆ど受け付けら

れないかもしれません。英語がまだ十分に理

解できないため、宿題やプロジェクトに時間が

かかり、提出日の延期をお願いしたい時に

は、“Can I turn this in on Friday? I really tried 
my best to finish it but I have been having a 
hard time to understand English. I really need 
more time.” という様な内容で交渉すれば、先

生は、じゃ、この日以降の提出だとマイナス 10
点です、という風に具体的な条件を言います。 

現地校で問題がある場合、問題解決の交

渉する際には、出来るだけ具体的に状況を

説明し、どうして欲しいか（どうしたいか）を明

確に伝える事が必要です。そうしなければ、問

題を抱えたまま、誰も何もしてくれないと誤解

し、親子ともストレスを溜めてしまう原因にもな

りかねません。口頭では難しいと言うのであれ

ば、先に文章を作成し、E-mail で送るなり、場

合によっては面談してその文章を読み上げ

ても構わないのです。何かを変えたり、問題を

解決する必要性のある時

は、こちらから懸命に働き

掛けなければ、何も起こら

ないという事は、アメリカ

で生活する上での忘れ

てはならない原則でもあ

ると言えるかも知れませ

ん。 

今回の講演会のテーマ

は「知っておきたい私たち

の宇宙開発」で、JAXAの広

報リエゾンである相良久美

子さんが、解かり易く今日の

宇宙開発の現状について

お話をしてくださいました。 

まず宇宙とは、地上から

100キロメートルより上空を

指し、空気がほとんどない

世界で、日なたでプラス120
度、日陰ではマイナス150度にもなる過酷な環境

であるという説明がありました。その過酷な環境

下で国際宇宙ステーション（ISS）は、90分で地球

を一周できる速さ（秒速8キロメートル）で地球を

回り続けているそうです。大切な空気は、ISS内

で作られるほか、地球から持っていくこともあると

のこと。ISSは、サッカーコートほどの広さを持ち、

地上の住宅に例えて言うならば、7LDK、2つの

キッチン、インターネット完備、眺め最高、という

高級マンションに例えたユーモアあふれる説明

に、ところどころでクイズも交えながら、単なる宇

宙に関する知識だけでなく、私たちの生活の中

に宇宙開発の恩恵が入ってきているというお話

がありました。例えば、生活用品に欠かせなく

なったマジックテープやチリの鉱山事故で救援

物資となった匂わないシャツなどです。空を飛び

たいと願って作られた飛行機がこのように私たち

の生活の中に当たり前に浸透するまでにかかっ

た100年という年月を宇宙開発に当てはめれば、

100年後は簡単に人が宇宙に行ける身近なもの

になっているのではないかという大きな希望を

語ってくださいました。 

それから、宇宙飛行士の皆さんが実際にISS
でどのような生活をされているのかを沢山の写真

やビデオを使いながら説明してくださいました。

行われている訓練について説明していただき

ました。ニュースなどでよく耳にするロボット

アームの大きさに驚くとともに、今年5月末に

古川宇宙飛行士が乗り込むソユーズの小ささ

に沢山の参加者の方が驚かれた様子でし

た。 

今回のツアーは婦人部委員会主催という

ことで、運転が苦手な方も参加できるようにと

三水会センターから往復のバスを用意致しま

した。バスを利用された参加者からは、ス

ペースセンターまで運転するのは心配だった

ので助かったという声とともに、子供たちが

乗っているスクールバスに乗車するのは初め

てで良い経験になったという感想が聞かれま

した。時間が足りなくなってしまい、ロケット

パークでの見学とお買い物の時間をとること

が出来なくなったことは大変残念ですが、参

加された皆さんから「楽しかった、日本語の説

明が解かり易かった」という感想をいただき

ホッと致しました。 

今後、商工会ではあと4回（今期）の宇宙

セミナーを開催する予定でおります。回を重

ねる毎に皆様に宇宙を身近

に感じていただけたらとても

嬉しく思います。今回の宇宙

セ ミ ナ ー の 開 催 に あ た り、

JAXAの皆様のご協力に感

謝すると共に、ご参加くださ

いました皆様に宇宙への理

解を深め楽しんでいただけま

したのなら幸いです。婦人部

一同感謝申し上げます。 

 また、次回の宇宙セミナー

でお目にかかれることを楽し

みにしております。   

 2月15日（火）、ヒューストン日本商工会婦人部委員会主催の第2回宇宙セミ

ナー「宇宙を語るカフェテリア」が開催されました。JAXAヒューストン駐在員事

務所のご協力の下、大人57名、乳幼児3名にご参加いただき、先週までの寒さ

が信じられないほどの穏やかな天候の中、講演会とトラムツアーによる有意義

なセミナーを開催する事が出来ました。 

会場には、実際に山崎直子宇宙飛行士が着

用された衣服や宇宙食が展示され、嬉しいこと

に私達も宇宙食のカレー、わかめスープ、羊

羹を試食させていただきました。現在の宇宙食

は300品目程あり（そのうちJAXAが認証してい

る宇宙日本食は28品目）、宇宙飛行士は自分

で試食して選んでいるそうです。時には新鮮な

フルーツや野菜が届けられることもあるそうで

すが、基本的には常温で12ヶ月保存できるも

のだそうです。味の方はどれも大変美味しく、

加えて宇宙飛行士の方が長期でISSに滞在さ

れる際の健康管理に役立っていることも実感し

ました。講演会の会場ではお店で販売された

らきっと人気商品になるのでは、という主婦なら

ではの感想も聞かれました。 

 講演会の後は貸切りのトラムに乗ってISS
の管制室に移動し、通常のツアーでは公開さ

れていない場所をJAXAの三宅正純所長の説

明を聞きながら見学しました。専門的な機械が

多く理解が難しく思われましたが、日本語で聞

く説明は大変解かり易く私達でも十分に理解

することが出来ました。目の前にリアルタイムで

表示されるISSの軌道が表示さ

れる大画面があり、皆さん食い入

るようにその画面をご覧になって

いました。 

 その後トラムでISSの実物大

模型（モックアップ）を一望できる

キャットウォークへ移動しました。

トラムが建物の前に到着すると、

若田宇宙飛行士が出迎えてくだ

さりご一緒に記念撮影、嬉しいサ

プライズに参加者の皆さんも思

わず笑顔になりました。ここは宇

宙飛行士訓練施設で、ISSのモ

ジュールの位置関係や、ここで

第二回 

～～  宇宙を語るカフェテリア宇宙を語るカフェテリア  ～～  
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目の成績が悪く、先生から何らかのサポー

トが欲しい時、まずその先生が授業以外の

補習授業を始業前か、放課後に行ってい

ないか、“Do you offer tutoring ?” と聞いて

みましょう。あるいは、中にはプライベートの

tutoring を有料（$30 ～$45/時間）でやって

いる先生もいるので、“Do you do private 
tutoring ?” と尋ねることも出来ます。もし、そ

の先生がプライベートではやっていない

場合、“Do you know anyone who is teach-
ing privately ?” と聞いてみても失礼にはな

りません。また、tutoring 以外にも家庭で問

題集やドリルを練習させたいのであれば、

先生達が授業での補助教材が必要な時

に使う、Teacher's Supply Store に行く事を

お 勧 め し ま す。学 年、科 目 に よ っ て

Supplemental  materials（補 助 教 材）や

workbook が色々揃えてあります。ヒュース

トンで一番大きいのは、Teacher Heaven で、

「子供は大人よりも柔軟だから、違う環境

にも早く順応できるし、そのうち英語にも慣

れて話せるようになるわよ。」と言う、超楽観

的で無責任な話を時々、耳にすることがあ

ります。そして、そんな話を真に受け、未だ

に現地校に馴染めず、英語もさっぱり上達

しない我が子に苛立ち、かといって親自身

もどうしたら良いか分からない。最悪の場

合、親子でストレスの渦に巻きこまれて、出

口を探す気力も失ってしまうようなことにな

る場合も決して少なくありません。新しい事

を学習するとき、それを習得できる期間や

その方法は人によって違いがあります。た

とえ同じ兄弟でも、英語が上達するスピー

ドが違うように、家庭環境が同じでも、性格

によってもアメリカの生活に早く順応できる

子と時間がかかる子がいます。 

完璧主義で生真面目、慎重で優等生タ

イプは、大人でもそうですが、特に子供は

人生経験が少ない分、失敗したときの対処

の仕方のファイルがないため、恐怖心が先

に立ってしまい、新しい事（現地校の環境

や英語）に積極的になれないことが多いよ

うに思われます。そういう時、親として何をし

てあげられるかと考えた場合、子供の為に

出来る事がいくつかあります。まず、他の子

と比較する事を止め、その子が自分なりに

出来る事の体験を、一つずつ積み重ねて

いき「自分だって、できる、やれる！」という、

自信を少しずつでもつけてあげる事です。

例えそれが、単語一つの意味が分かった

事でも、あるいは先生に挨拶できた事にし

ろ、子供を大袈裟なくらい誉めてあげて下

さい。もう一つ大事な事は、誰でも慣れるの

に時間がかかること、失敗しても大丈夫、大

人だって間違えながら英語を覚えていくも

のだと何度でも繰り返し言って安心させる

事で、子供の緊張を少しでも緩和してあげ

ることだと思います。 

こういったメンタル面でのサポートと同時

に、現地校生活をスムーズに送る為に必

要な情報として、日本とは違う学校のルー

ルや先生に話す時の言い方、困った時に

はどうすれば良いのか等について何度も、

良く話し合い、根気よく理解させることも大

切です。 

子供達は一旦学校に登校すると、一日 7
時間ちかく英語だけに囲まれた逃げ場の

ない環境の中でサバイブしていかなくては

なりません。これは、以前あった事ですが、

教えていた現地校の中学校に通っていた

日本人の男子生徒を、たまたま補習校で

見かけた時、現地校での能面のような表情

 

新連載 もっと知りたい現地校情報もっと知りたい現地校情報 (最終回) 

西元 洋子  

Gulf    Stream 7 
Gulf    Stream 6 

それ以外には Crystal Teacher's Supply 等が

あります。店のスタッフに、“I'm looking for 
workbooks for 6th grade reading. Can you tell 
me where I can find them ?” と聞けば、そのセ

クションまで案内してくれ、場合によっては詳

しい説明もしてくれます。または、担任の先生

にどの workbook が良いか、教えてもらう為に

は, “We would like to help our son/daughter to 
improve his/her reading at  home. Do you 
have  any  suggestion  which  workbook  we 
should get for him?” と聞けば、情報を得る事

も出来ます。E-mail で相談してみるのも良い

でしょう。   

アメリカの生徒達の中には、大人社会の真

似をして“成績も先生との交渉次第”と思って

いるような節のある、かなり厚かましい要求を

してくる子もたまにいます。しかし、極端な例は

ともかく、実際、教室の中でも先生と生徒の間

で、多少の交渉は可能で、普通に行われてい

ます。例えば、授業のテスト以外で少しでも点

数を稼ぎたい場合、“How can I earn extra 
credit ?”、又は、“Are there any ways I can earn 
extra credit ?” と言えば、先生にもよりますが、

じゃ、2 ページのレポートを提出すれば最高

30 点挙げましょう、とか言う交渉がクラス全員

と新たに成立したりします。但し、高校の上級

クラスでは、この手の交渉は殆ど受け付けら

れないかもしれません。英語がまだ十分に理

解できないため、宿題やプロジェクトに時間が

かかり、提出日の延期をお願いしたい時に

は、“Can I turn this in on Friday? I really tried 
my best to finish it but I have been having a 
hard time to understand English. I really need 
more time.” という様な内容で交渉すれば、先

生は、じゃ、この日以降の提出だとマイナス 10
点です、という風に具体的な条件を言います。 

現地校で問題がある場合、問題解決の交

渉する際には、出来るだけ具体的に状況を

説明し、どうして欲しいか（どうしたいか）を明

確に伝える事が必要です。そうしなければ、問

題を抱えたまま、誰も何もしてくれないと誤解

し、親子ともストレスを溜めてしまう原因にもな

りかねません。口頭では難しいと言うのであれ

ば、先に文章を作成し、E-mail で送るなり、場

合によっては面談してその文章を読み上げ

ても構わないのです。何かを変えたり、問題を

解決する必要性のある時

は、こちらから懸命に働き

掛けなければ、何も起こら

ないという事は、アメリカ

で生活する上での忘れ

てはならない原則でもあ

ると言えるかも知れませ

ん。 

今回の講演会のテーマ

は「知っておきたい私たち

の宇宙開発」で、JAXAの広

報リエゾンである相良久美

子さんが、解かり易く今日の

宇宙開発の現状について

お話をしてくださいました。 

まず宇宙とは、地上から

100キロメートルより上空を

指し、空気がほとんどない

世界で、日なたでプラス120
度、日陰ではマイナス150度にもなる過酷な環境

であるという説明がありました。その過酷な環境

下で国際宇宙ステーション（ISS）は、90分で地球

を一周できる速さ（秒速8キロメートル）で地球を

回り続けているそうです。大切な空気は、ISS内

で作られるほか、地球から持っていくこともあると

のこと。ISSは、サッカーコートほどの広さを持ち、

地上の住宅に例えて言うならば、7LDK、2つの

キッチン、インターネット完備、眺め最高、という

高級マンションに例えたユーモアあふれる説明

に、ところどころでクイズも交えながら、単なる宇

宙に関する知識だけでなく、私たちの生活の中

に宇宙開発の恩恵が入ってきているというお話

がありました。例えば、生活用品に欠かせなく

なったマジックテープやチリの鉱山事故で救援

物資となった匂わないシャツなどです。空を飛び

たいと願って作られた飛行機がこのように私たち

の生活の中に当たり前に浸透するまでにかかっ

た100年という年月を宇宙開発に当てはめれば、

100年後は簡単に人が宇宙に行ける身近なもの

になっているのではないかという大きな希望を

語ってくださいました。 

それから、宇宙飛行士の皆さんが実際にISS
でどのような生活をされているのかを沢山の写真

やビデオを使いながら説明してくださいました。

行われている訓練について説明していただき

ました。ニュースなどでよく耳にするロボット

アームの大きさに驚くとともに、今年5月末に

古川宇宙飛行士が乗り込むソユーズの小ささ

に沢山の参加者の方が驚かれた様子でし

た。 

今回のツアーは婦人部委員会主催という

ことで、運転が苦手な方も参加できるようにと

三水会センターから往復のバスを用意致しま

した。バスを利用された参加者からは、ス

ペースセンターまで運転するのは心配だった

ので助かったという声とともに、子供たちが

乗っているスクールバスに乗車するのは初め

てで良い経験になったという感想が聞かれま

した。時間が足りなくなってしまい、ロケット

パークでの見学とお買い物の時間をとること

が出来なくなったことは大変残念ですが、参

加された皆さんから「楽しかった、日本語の説

明が解かり易かった」という感想をいただき

ホッと致しました。 

今後、商工会ではあと4回（今期）の宇宙

セミナーを開催する予定でおります。回を重

ねる毎に皆様に宇宙を身近

に感じていただけたらとても

嬉しく思います。今回の宇宙

セ ミ ナ ー の 開 催 に あ た り、

JAXAの皆様のご協力に感

謝すると共に、ご参加くださ

いました皆様に宇宙への理

解を深め楽しんでいただけま

したのなら幸いです。婦人部

一同感謝申し上げます。 

 また、次回の宇宙セミナー

でお目にかかれることを楽し

みにしております。   

 2月15日（火）、ヒューストン日本商工会婦人部委員会主催の第2回宇宙セミ

ナー「宇宙を語るカフェテリア」が開催されました。JAXAヒューストン駐在員事

務所のご協力の下、大人57名、乳幼児3名にご参加いただき、先週までの寒さ

が信じられないほどの穏やかな天候の中、講演会とトラムツアーによる有意義

なセミナーを開催する事が出来ました。 

会場には、実際に山崎直子宇宙飛行士が着

用された衣服や宇宙食が展示され、嬉しいこと

に私達も宇宙食のカレー、わかめスープ、羊

羹を試食させていただきました。現在の宇宙食

は300品目程あり（そのうちJAXAが認証してい

る宇宙日本食は28品目）、宇宙飛行士は自分

で試食して選んでいるそうです。時には新鮮な

フルーツや野菜が届けられることもあるそうで

すが、基本的には常温で12ヶ月保存できるも

のだそうです。味の方はどれも大変美味しく、

加えて宇宙飛行士の方が長期でISSに滞在さ

れる際の健康管理に役立っていることも実感し

ました。講演会の会場ではお店で販売された

らきっと人気商品になるのでは、という主婦なら

ではの感想も聞かれました。 

 講演会の後は貸切りのトラムに乗ってISS
の管制室に移動し、通常のツアーでは公開さ

れていない場所をJAXAの三宅正純所長の説

明を聞きながら見学しました。専門的な機械が

多く理解が難しく思われましたが、日本語で聞

く説明は大変解かり易く私達でも十分に理解

することが出来ました。目の前にリアルタイムで

表示されるISSの軌道が表示さ

れる大画面があり、皆さん食い入

るようにその画面をご覧になって

いました。 

 その後トラムでISSの実物大

模型（モックアップ）を一望できる

キャットウォークへ移動しました。

トラムが建物の前に到着すると、

若田宇宙飛行士が出迎えてくだ

さりご一緒に記念撮影、嬉しいサ

プライズに参加者の皆さんも思

わず笑顔になりました。ここは宇

宙飛行士訓練施設で、ISSのモ

ジュールの位置関係や、ここで

第二回 

～～  宇宙を語るカフェテリア宇宙を語るカフェテリア  ～～  
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 犬が泳げる池があるのは、1、2、4、5、6。

小型犬エリアと全犬エリアが分かれているの

は、1、2、4、5。ドッグパークの外に犬用シャ

ワーが用意されているのは、1、2、4、5。アジ

リティ器具が置いてあるのは、2。ウンチ袋が

設置されているのは、1〜6全て。どこもやは

り平日夕方や土日には訪れる人が多くてに

ぎわいます。 

 お出かけ前には、各ドッグパークのルール

をご確認ください。例えば、次のようなルー

ルが見られます。狂犬病の予防注射と混合

ワクチンを接種していること、有効なライセン

スタグを身につけていること、ヒート中（発情

中）のメス犬は利用しないこと、食べ物は持

ち込まないこと、大人1人につき同伴できる

犬は2頭まで、攻撃性を見せる犬は速やか

に退場すること、4ヶ月未満の犬や12歳未満

の子供は同伴しないこと。 

 ドッグパークでは、時としてトラブルが起こ

ることもあります。未然にトラブルが防げるよ

うに、こんなことに注意してみてください。ま

ず、犬から目を離さないこと。他の飼主さん

と犬談義で盛り上がっている間に、自分の

犬を見失ったという状況は避けましょう。よそ

の人に飛びついてしまう、他の人が出入りす

るときにゲートから出てしまう、よその犬にし

つこくチョッカイを出して犬同士のケンカに

発 展 し そ う に な る、と

いったことは、目を離さ

なければ止めることが

できます。二つ目は、

「オイデ」で飼主の所

に戻るというしつけが

できていること。犬同

士のケンカに巻き込ま

れる前に呼び戻して難

を逃れることもできるの

で、「オ イ デ」は と て も

大事です。 
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Vol.３ ドッグパーク活用術 

川原志津香（家庭犬しつけインストラクター）  

 ドッグパークに出かけるよりも、普段のお

散歩やお庭で遊ぶ方が好き、という犬もい

ますね。例えば初対面の人や犬を怖がっ

てしまう犬は、ドッグパークで犬に近づかれ

るとストレスに感じて、楽しめないかもしれま

せん。我が家のシャーリは、他の犬が得意

ではありません。これまで2回、試しにドッグ

パークに連れて行きましたが、他の犬が近

づいてくると避けて歩き、楽しんで走り回る

どころではない様子でした。シャーリのよう

な犬がドッグパークを利用する場合は、で

きるだけすいている時間帯に出かけ、犬に

取り囲まれないように、飼主さんと一緒に

ドッグパーク内を散歩して短時間で帰ると

いう利用法が良いでしょう。不安なあまり他

の人や犬に噛み付いてしまうおそれがある

場合には、他の人や犬を怖がらないような

しつけを行ってからドッグパークにチャレン

ジを！  

 暑さの厳しい夏は人も犬も熱中症になら

ないように、朝か夕方の時間帯に利用しま

しょう。我が家のヒューゴは昨年ヒューストン

に来てからドッグパークに通う間に泳ぐこと

を覚え、暑くなると池でクールダウンしてい

ました。池の水は浄水器できれいにされて

いますが、ドッグパーク外のシャワーで洗

い流して帰るのがお勧め。シャンプーとタ

オルを持参して、青空シャンプーしてから

ドッグパークを後にしています。 

 ルールを守り、目を離さず、楽しくドッグ

パークを活用してみてください！ 

第78回 浅野 裕美 さん 

 「サンタさん、大好きなゲームも止め、兄弟

仲 良 く、き ち ん と お 世 話 し ま す！ど う か、

PUPPYを届けてください！」3人の子供たち

は、誓いの言葉を手紙にまとめ、暖炉の中に

置き（イブの夜は旅行中で、年が明けてのお

願いだったので）眠りにつきました。そして翌

日ついに我が家にTOY POODLEの桃太

郎こと、“モモちゃん”はやって来ました。 
 きっかけは、昨年の11月頃、幼稚園のバス

から降りた息子と家へ帰ろうとした時、道の反

対側から小さな茶色いダックスフンドがしっぽ

を振りながらこちらに走ってくるではありませ

んか！「危ない！」再び道路に出ないようとっ

さに犬の首輪をつかみ事なきを得ましたが、

周りに飼い主らしき人は見当たらず、首輪の

タグの電話番号を頼りに電話をしました。結

局その日は飼い主との連絡が取れず、我が

家に泊まることになりました。 
 このワンちゃんはとても人懐っこい上にお

行儀がよく、おまけに言うことをよく聞いてく

れる素晴らしい犬でした。幸い、体内チップ

から飼い主の方も見つかり一件落着、かと思

いきや、犬と過ごした楽しい時間が忘れら

れず、子供たちも大泣き。家族全員とても

寂しい気持ちになりました。それからというも

の、犬を飼いたいという気持ちが日に日に

強くなる一方で、子供のアレルギー、旅行

時のお世話等いろいろと心配も出てきてな

かなか踏み切れませんでした。 
 そんなある日、川原さん（家庭犬しつけイ

ンストラクター）から、室内での飼い方、帰国

の際の対応など具体的に確認することがで

き、またヒューストンに来てから息子のアレ

ルギー症状がほとんど無くなっていたことも

あって、遂に犬を飼う決心をしました。 
 モモが来てはじめの数日は、生後2カ月

で親元から引き離され、突然家族も家も変

わってしまったことから、時には小さな体を

ビクビク震わせていることもありました。しか

し、負けることなく与えられた環境で必死に

頑張るモモの姿は、渡航してきて1年経た

ない私達家族にとって大きな励みとなりまし

た。特にそれを常に肌で感じている子供た

ちは大きく勇気づけられ、自立心を育てら

 

れたようにも感じられます。また、モモを踏

まないようケガをさせないようにと常に気遣

う心、家での行儀も少し良くなりました。朝

はペロリと頬をなめられるとみんな笑顔です

ぐに起きてくれます。さらに、モモと少しでも

早く遊びたいので、宿題も素早く取り組める

ようになりました。予想外だったのは、“俺は

お世話しないよ”と言っていた主人が、“モ

モは俺の事が結構好きなんだよ”と言って

話しかけている姿です。実際には、もともと

誰にでも人懐っこい性格のモモちゃん。今

では大勢のお客様にも元気に小さな前足と

しっぽを振って歩み寄りお出迎え。只今生

後3カ月、お座り・お手・待てを披露し、ご褒

美のえさをいただくと、遊び疲れる間もなく

お客様の膝の上で熟睡してしまいます。そ

んな我が家の四男坊に一番癒されている

のは他でもない私自身かも？！ 

活動報告活動報告活動報告   

2月の「読み聞かせの会」はバレンタ

イン・デーにちなんで、“大好き”を

テーマに絵本を選びました。日本と

はちょっと違い、ここアメリカでは男女

関係なく大切な大好きな人にその気持ちを伝えま

す。子ども達にはそのような様々な“大好き“を絵本か

ら感じてもらえたらと思います。どうぞ、皆様もお子様

を膝に乗せてこれらの絵本を楽しんでみては如何で

すか？ 

 
婦人部だより 

お知らせ 

ジャパン・フェスティバルへの 

ご協力について 

 4月9日(土)・10日(日)にHermann Park
日本庭園付近でジャパン・フェスティバ

ルが開催されます。商工会では、会員企

業の皆様にボランティア協力と寄付支援

をお願いしております。北米南部地域で

最大規模といわれる当フェスティバルが

今年も盛大なものとなるよう、皆様方のご

協力・ご参加を宜しくお願い致します。 

○ ○ ○ 

商工会及び日本人会共催ピクニック・ソ

フトボール準決勝／決勝大会開催につ

いて 

 商工会と日本人会の共催による恒例

のピクニック・ソフトボール準決勝／決勝

大会が、今年5月8日（日）にThe Gordon 
Ranchで開催されることになりました。ソフ

トボール担当のスポーツ委員会では既

に4月24日（日）の予選大会に向けての

準備、ピクニック担当の文化委員会は会

員企業と日本人会の担当者による会議

を進めるなどしています。4月初旬に改

めてピクニック開催案内のほかラッフル

抽選会用賞品寄付依頼などをご連絡致

しますので、宜しくお願い致します。 

●今後の開催予定 
「絵本読み聞かせの会」     

  3月5日（土） 4月16日（土）  10：30 ～ 3歳以上／11：00～ 3歳未満 

「あそぼーかい」～小さいお子様向け～ 
3月 11日（金）10時30分～ 3月12日（土）9時30分～ 4月16日（土）9時30分～ 

 4月 19日（火）10時30分～ 5月3日 （火）10時30分～     5月7日 （土）9時30分～ 
（全て“小さい子向けあそぼーかい“です。） 

※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 

「絵本読み聞かせの会」   

     2月12日（土） 三水会センターにて    

（3歳以上）おふろだいすき 

           ふゆめがっしょうだん 

           こぶじいさま（いずれも福音館書店）  

（3才未満）うずらちゃんのかくれんぼ／   

   ちゅっちゅっ（福音館書店） 

 すりすりももんちゃん（童心社） 

 ちびゴリラのちびちび（ほるぷ出版） 

Millie Bush Bark Park Danny Jackson Bark Park 

 「ドッグパーク」をご存知でしょうか？ 

 ドッグパークは、日本では「ドッグラン」として

知られているものですが、フェンスなどで囲ま

れた、犬をオフリーシュにできる場所のことで

す。ヒューストン市条例は、公の場所で犬をオ

フリーシュにすることを禁止しているので、公

園等で犬を放すことはできませんが、ヒュース

トン市内及び近郊にある20以上のドッグパー

クではこれが認められています。 

 ヒューストンのドッグパークの魅力は、なんと

いっても、その広さです。東京やニューヨーク

で見かけた「ドッグラン」は都会サイズで狭いス

ペース、集まる犬も小・中型犬が多いのが特

徴です。一方でヒューストンのドッグパークで

一番大きなCongressman  Bill  Archer  Bark 
Parkは20エーカーという広さ。甲子園球場6個

分ちょっとというサイズでご想像頂けるでしょう

か。 

 ヒ ュ ー ス ト ン の ド ッ グ パ ー ク の 検 索 は、

Houston Dog Park Associationのホームページ

（http://www.houstondogpark.org/）が便利です

が、三水会センターからアクセスの良いドッグ

パークをご紹介します。 

1)  Millie Bush Bark Park 
 (16756 Westheimer Pkwy, Houston 77082)  

三水会センターから南西へ6.5マイル 
2) Congressman Bill Archer Bark Park 
（3201 Hwy 6, Houston 77084）  

三水会センターから北西へ6.7マイル 
3) Tanglewood Bark Park 
 (5801 Woodway Dr, Houston 77057)  

三水会センターから南東へ8.2マイル 
4)  Pawn Springs Bark Park  
(15300 University Blvd, Sugar Land 77478) 
 三水会センターから南西へ13.2マイル 

5) Danny Jackson Bark Park  
(4700 Westpark Dr, Houston 77027)  
三水会センターから南東へ15.3マイル 

6) Katy Dog Park  
(5414 Franz Road, Katy 77493)  
三水会センターから北西へ16.2マイル 

 

Tanglewood Bark Park 

ウンチ袋は各ドッグパークに設置。 

ウンチは片付けましょう。  

犬用シャワーを利用して汚れを洗い流します。 

犬用水飲み場、人用水飲み場を備えている所も。 



になくしてしまい、正常の造血能(血液を作る機能)をドナーの細胞

によって補う、という考えで行われ始めました。よって、抗がん剤治

療や放射線療法自体が治療効果を上げるために重要と考えられ、

これらの治療の強化が試みられてきましたが、どんなに強い治療を

しても再発してしまう患者さんを思うように減らすことはできませんで

した。 

 

さて、ヒトの免疫システムでは、自分由来ではない細胞やタンパク

質などは異物として認識します。日頃、私たちの体はこうした免疫反

応によって感染したウイルスなども排除しているわけですが、ドナー

由来の血液細胞中にも免疫反応に関わる細胞が含まれているた

め、当然、移植されたドナー由来の免疫細胞による患者細胞への

攻撃(移植片対宿主病)が起こります。こうした免疫反応が強く起こる

と患者さんの命に関わる合併症が起こることから、造血幹細胞移植

では、当初この免疫反応を強く抑える治療の工夫がなされてきまし

た。しかし、移植症例を重ねていくうちに、移植片対宿主病が強く

起こった患者さんでは白血病の再発が少ないことがわかってきまし

た。これは、ドナー由来の免疫細胞が、患者の正常な細胞だけでは

なく、大量抗がん剤治療後にも残存している患者の白血病細胞をも

攻撃するためと考えられています。こうしたことから、現在では造血

幹細胞移植は大量抗がん剤治療よりも、むしろその後のドナー由

来の免疫細胞による白血病細胞の排除、つまり“免疫療法”の側面

が治療の根幹であると考えられるようになりました。今後の造血幹細

胞移植による白血病の治療の発展は、いかにして正常細胞への免

疫反応を抑え、白血病細胞への攻撃だけを上手く引き出していく

か、ということにかかっていると考えられます。 

 

最近、骨髄や臍帯血中には血液細胞の元になる造血幹細胞以

外にも、様々な細胞の元となる細胞が存在する事がわかってきまし

た。既に患者さんに行われている治療としては、糖尿病が原因の血

管障害で壊死してしまった部位に自分の骨髄細胞あるいは末梢血

幹細胞を直接注射する事で新たな血管の新生が見られ、血管障害

を改善させるというものがあります。また、実験室レベルでは、骨髄

や臍帯血中に含まれる細胞が神経の細胞や筋肉の細胞などにも

変化することが観察されています。こうしたことから、脊髄損傷や心

筋梗塞などの治療にこれらの細胞を応用することも考えられていま

す。 

 

ニュースなどで話題の胚性幹細胞(ES細胞)やiPS細胞などの研

究が盛んに行われるようになり、こうした細胞を用いた再生医療も現

実味をおびてきていますが、血液の元となる造血幹細胞移植は約

半世紀前から既に開始され、現在では血液疾患に対する標準的な

治療法の一つとして幅広く定着しています。こうしたことから、血液

疾患に対する造血幹細胞移植は、まさに再生医療の先駆けであっ

たと言えるのではないでしょうか。 

皆様初めましてMD Anderson Cancer Centerの小児部門で免疫

細胞を用いた癌に対する細胞療法の研究をしております鳥飼宏基

と申します。日本では血液内科、特に白血病やリンパ腫などに対す

る造血幹細胞移植を中心とした臨床、研究に従事しておりました。

今回は、造血細胞移植のこれまでの流れと今後の治療に関してご

紹介させていただきます。 

 

まず始めに、私達の血液中にある赤血球(＝体中の組織に酸素

を運搬する)や白血球(＝細菌やウイルスなどから体を守る)、血小板

(＝怪我をした時などに出血を止める)などの血液細胞は、主に骨髄

に存在する造血幹細胞という特別な細胞が元になって作られてい

ます。成熟した血液細胞の寿命は、赤血球で約120日、白血球で

約1週間、血小板では2日程ですが、造血幹細胞は自らの複製を作

ることも出来るため、血液の細胞が枯渇することはありません。最近

では骨髄だけではなく、末梢の血管の中にもごく微量の造血幹細

胞が含まれていることがわかりました。これらは末梢血幹細胞と呼ば

れ、特に強い抗がん剤の治療後や白血球の産生を刺激する薬剤

によってその量が増えることがわかりました。また、へその緒から採

取される臍帯血中にも造血幹細胞が多く含まれることから、臍帯血

移植が90年代後半からまずは小児に対して始まり、続いて成人に

対する移植としても行われるようになりました。このように、造血幹細

胞の採取元が多様化してきたため、最近では骨髄移植ではなく、

造血幹細胞移植と総称で呼ばれるようになりました。 

 

骨髄移植は、放射線障害で減少してしまったマウスの血液細胞

が他のマウスから取り出した骨髄液を輸注すると回復する、という動

物の実験モデルでの観察から始まりました。このため、ヒトの白血病

治療に応用される際にも、通常では行えない大量の抗がん剤治療

や放射線療法によって白血病細胞を正常の造血細胞もろとも完全

     

究極の免疫療法、造血幹細胞移植究極の免疫療法、造血幹細胞移植究極の免疫療法、造血幹細胞移植   

  （MD Anderson Cancer Center研究員）鳥飼宏基 

第７８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。 

鈴木仁士先生から血液内科ご専門の鳥飼宏基先生にバトンが移りました。  

次回は、同じ血液内科ご専門の酒巻一平先生です。MD Anderson
でリンパ腫に対する治療の研究をされています。ラボは異なります

が、私が職場で最もよく顔を合わせる日本人の先生で、同じ専門と

いうことで話が合うことも多く、日頃から親しくさせていただいていま

す。今回のバトンタッチの依頼も快く引き受けてくださいました。  

Gulf    Stream 9 

 申込み時に、参加者の皆様にピンクや

ブルー系の6色の中からメインとなるバラ

の色をお選びいただきました。そして、

先生が事前に3種類の大きさの異なる濃

淡のバラの花、リボンやその他のアレン

ジをご用意くださいました。 

 初めに、グリーンの茎の部分に巻く

テーピングを教えていただきました。ほと

んど先生が下準備をしてくださっていた

ので、私たちは少しだけ自分たちでテー

ピングをすればよいだけとなりました。 

 次に、メインとなるバラの花を3つ挿すこ

とから始めました。器を回しながら、3つ

の花全てが自分の方を「私を見て！」と

向くように挿していきます。それからバラ

の周りにアイビーの葉を控えめにあしら

い、後はリボンやグリーンなどをふんだん

に使って仕上げていきました。 

プリザーブドフラワー講習会を終えてプリザーブドフラワー講習会を終えてプリザーブドフラワー講習会を終えて   

 1月28日（金）の10時から12時まで、三水会センター会

議室にて、プリザーブドフラワー講習会が行われました。

講師はフラワーデザイナーの坂本吉弘先生です。大変

人気のあるヨッシー先生の講習会ということで、2週間程

度の申込期間があったにもかかわらず、僅か2日で定員

に達し、参加者21名にて大好評の講習会となりました。 

 自分の感性を信じてどんどん挿してい

く方、先生のヘルプを待つ方など様々で

したが、先生が全員のところを回り、丁寧

に見てくださったので、それぞれが自分

の気に入った作品に仕上げられたので

はないかと思います。 

 参加者の約半数が坂本先生の講習を

受けるのが初めての方で、その中には、

先生の教室に興味はあったけれど遠方

の為なかなか御自宅まで伺うことが出来

なかったという方もおいでになり、皆さん

大変喜んでおられました。このように多く

の方々に喜んでいただける講習会となり

ましたことを主催者として嬉しく思いま

す。講習会の講師を務めてくださった坂

本先生をはじめ、ご参加下さった皆様に

婦人部より感謝申し上げます。 

      

4月9日（土）、10日（日）に開催される恒

例のジャパンフェスティバルを楽しみにし

ておられる方も沢山いらっしゃることでしょ

う。婦人部は今年も日本庭園に於いて「浴

衣トライオン」を行います。来場者に日本

の浴衣を着せてさし上げる催しです。昨

年は230名の来場者がありました。今年は

ビッグサイズのカラフルな浴衣を7着新調

し、白地浴衣には赤や黄色に染色を施

し、より彩りもサイズも充実させました。  

そこで皆様に着付けのお手伝いをお願い

したいと思います。いずれかの日の数時

間で構いませんので、日本庭園内でボラ

ンティアを宜しくお願い致します。また、そ

れに伴い古川恵子先生による着付け講習

会を開催致します。3月に2回程、以下の

日時で予定しておりますので、ご都合の

良い日にいらして下さい。詳しいことは以

下のイーメールアドレスまでお問い合わせ

下さい。併せてボランティアも随時受け付

けておりますので宜しくお願い致します。 

Gulf    Stream 4 

＜着付け講習会＞ 

  日時 ： 3月22日(火）、29日(火） 10：00～12：00 
  場所 ： 三水会センター 会議室 

  講師 ： 古川恵子先生 

  お問い合わせ、お申し込み： yukatatoraion@yahoo.co.jp 
 
＊ご寄付のお願い 

 ご家庭でご不要になりました浴衣、帯、下駄、髪飾り、ホテルや飛行機で

頂く未使用の櫛やブラシなどございましたら三水会センターに設置のド

ネーションボックスまでご持参下さい。宜しくお願い致します。 

婦人部だより 

＝ 着付け講習会も行います ＝  



Gulf    Stream 3 Gulf    Stream 10 

 1 月 28 日、今 年 も

昨年に引き続き、私

たち茶道チーム4名

と助っ人2名は、翌日に控えたショーイング・ジャ

パンのお初釜で出すお菓子“花びら餅”作りに励

んでおりました。 
 花びら餅は、甘く煮たごぼうと白味噌餡を白とピ

ンクの求肥で包み、中からほんのりとピンクが透け

て花びらのように見えるお正月のお菓子です。 
 日本では、お初釜で何度もいただいた花びら餅

も作るのは昨年が初めて。昨年は、試行錯誤の

上、やっと出来た花びら餅でしたが、2年目となる

今年は、昨年より手際よく出来るはずと思いきや、

求肥がやわらかすぎたり、薄く延ばしすぎたりと何

度もやり直し、今年も試行錯誤の上、出来上がり

ました。作り終えた時には、私たちの顔には白い

粉が・・・そしてメンバー一同口をそろえて

「和菓子屋さんって大変ね」と一言。でも、

皆さんに喜んでいただける顔を思い浮かべ

ると、苦労も喜びに変わります。 
 翌日の29日、26名のショーイング・ジャパ

ンのメンバーは、各々着物に身を包み、6畳

の畳が敷かれた三水会センターの会議室

に集合。床の間には、西部文浄老師の大黒

天 画賛「福以徳招」（福は徳を以って招く）

の書のお軸と木瓜と椿が飾られ、すっかり日

本のお正月です。 
 初めに、茶道経験者によるお濃茶のお席

があり、静けさの中、お湯の沸く音と程よい

緊張感に包まれ、前日に手塩にかけて作っ

た花びら餅とおいしく練られたお濃茶をいた

だきました。 
 その後、全員でお濃茶体験。緊張の中、

普段なかなかいただく機会のない、お薄と

は違った独特な風味とほんのり甘いお濃茶

を楽しまれたことでしょう。 
 少し場も和んだところで、次に皆さんおな

じみのお薄をいただきました。こちらは、普

段ショーイング・ジャパンの茶道部でもお稽

古をしており、皆さんお茶を楽しむ余裕も出

てきて、コスター先生からお借りしたお正月

らしいお茶碗と甲の上には鶴、胴には松と

亀が描かれた曙棗、そしてかわいいお正月

の御干菓子と共に楽しみました。 

 日ごろデモなどで茶道に触れる機会の

多いメンバーではありますが、お初釜で

は、デモやお稽古と違いゆっくりと日本

文化に浸ることができ、この異国の地で

改めて日本の良さを再確認できたので

はないでしょうか。 

SSShowinghowinghowing   JJJapanapanapan   
http://showingjapan.wordpress.com/ 

レ ス ト ラ ン 紹 介 

 今回は、今は日本へ戻られてしまいました

が、お話ししていると一緒に居る人を元気にし

てくれる、美味しいもの大好き、ゴルフもお上手

なYさんお勧めのタイ料理「Vieng Thai」をご紹

介します。家具店の IKEAから少し北上した

Long Point沿いにある、小さな個人経営のレス

トランです。一度、タイ出身の女性とご一緒しま

したが、彼女曰く、本場タイの味に近いのだそ

うです。このお店は大きく「Thai Food」という看

板を表に出していますが、「Vieng Thai」が正式

名称です。でも、お店を探す時には、「Thai 
Food」を目印にした方がいいと思います。 
 Yさんにお勧め頂いてから、タイ料理特有の

辛さと、フィッシュソースやレモングラスの独特

の香りに誘われ、時折無性に食べたくなり、

足を運んでいます。このお店のトムヤムクン

は、甘味は控えめ、辛味がちょっと強く、酸味

とのバランスが絶妙です。ヤムンセンという春

雨を使ったサラダは、注文してから春雨を茹

でてくれ、トマトや香菜の入ったほんのり温か

いサラダです。また、ココナツやタイバジルが

香るグリーンカレーははずせません。アジア

系スーパーなどで見かける、緑や白の丸っこ

くて可愛い小さなタイナスが存在感を残した

まま入っていて、煮るとクタッとしてしまう日本

のナスでは出せない触感も魅力です。このお

店にはSukiyakiというメニューがあり、ランチ

時に覗くと、沢山のお客さんがそれをオー

ダーしている光景に出くわします。好奇心か

ら一度だけ頼んだことがありますが、ドンブリ

で出てくる酸味の効いた不思議なモノです。

スキヤキをタイ風にアレンジすると、こんな進

              Vol. 17   Vieng Thai Vieng Thai Vieng Thai       

◆住所： 6929 Long Point Rd., Houston, TX, 77055  
◆電話： 713-688-9910  
◆営業時間：月～日11:00～22:00  
◆予算：昼 $10～、夜 $20~ 

化を遂げるのでしょうか。 
このお店は、酒類を扱っていないので、

お酒とともに楽しみたい方は、ご自身でお

持ちください。簡素なお店の外観に、入る

のを少々ためらいますが、食べ終わる頃に

は、満足感にそんなことは気にならなくなる

はずです。カジュアルなお店なので、お子

さん連れでも、ご家族皆さんで楽しめると思

います。美味しいお料理で幸せな時間を過

ごして下さい。 

(Ikuko Murakami) 

ヒ
ュ
ー
ス
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ン
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ん
？
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ないため、直木特命理事と渡辺副会長のほか数名によるボ

ランティアで中井氏の滞在中の世話をする。 

８．事務局関連事項（ライブロック祐子事務局長） 

 ●会員消息 

 正個人会員入会6名（6社）、正個人会員退会2名（2社）、 

 常任委員交代1社の連絡報告。 

★ようこそ ～ 新規入会です 

  正個人会員入会 

  ＊Japex (U.S.) Corp.   渡部克哉     

  ＊Kuraray America, Inc. 田井伸二（久美）  

  ＊MC tubular Products, Inc.  坂本亮太（奈々）     

  ＊Nippan Daido U.S.A., Inc.   河村富夫     

  ＊Sumitomo Corp. of America  一ノ瀬浩司  

  ＊Toshiba International Corp.   角屋暁史  

●替わりました  ～ メモのお願い  
  常任委員新旧交代連絡 

  ＊Japex (U.S.) Corp.  

   （旧）島崎和興 →（新）渡部克哉 ＜2月15日付＞ 

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 
  正個人会員退会 

   ＊Kuraray America, Inc.      大片久雄 

  ＊Sumitomo Corp. of America     山本圭一（順子） 

  
 
    

→ 議事録 2ページからの続き 

会会  員員  消消  息息  ＜敬称略・＜敬称略・( ) ( ) 内配偶者名＞内配偶者名＞  

 ＜３月後半の予定＞ 

 3月20日（日）：第3回宇宙セミナー  

           10:00～15:00 於 Space Center Houston 

 3月22日（火）：婦人部委員会主催「浴衣着付講習会」10:00～ 
    （ジャパンフェスイティバル・ボランティア向け） 

 3月28日（月）：ヒューストン美術館プライベートツアー 

           16:00～17:00 於 HFAH Beck Building 

 3月29日（火）：婦人部委員会主催「浴衣着付講習会」10:00～ 
    （ジャパンフェスイティバル・ボランティア向け） 

＜４月の予定＞ 
 4月  9日（土）：Japan Festival     於 Hermann Park（～10日） 

 4月20日（水）： 商工会主催ビジネス講演会（詳細TBA）  

 4月23日（土）：婦人部委員会主催「教育講演会」（詳細TBA） 

           12:30～14:30 於補習校借用校舎図書室 

 4月24日（日）：商工会ソフトボール予選  

          於 Houston Sportsplex（雨天 5月1日順延） 

＜５月の予定＞ 
 5月  8日（日）：ピクニック・ソフトボール準決勝・決勝 

              於 The Gordon Ranch 

 5月22日（日）：第541回テキサス会「商工会会長杯」（詳細TBA） 

  ＜詳しくは商工会ホームページ http://www.jbahouston.org で＞ 

お初釜 
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 劇劇  場場  

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

*Eye on Third Ward: Jack Yates High School 
Photography –  May 30, 2011  

*Romancing the West: Alfred Jacob Miller in 
the Bank of America Collection  -May 8, 2011  

*Impressionist  and Post-Impressionist  Master-
pieces from the National Gallery of Art   -May 
23, 2011  

@Caroline Weiss Law Building  
*Carlos Cruz-Diez: Color in Space and Time. – 

July 4, 2011  
*Pasted  Papers:  The  Art  of  Collage-  May 

15,2011 *Circa 1900:Decorative Arts  at  the 
Turn of the Century     Feb. 26 - July 31, 2011  

◆Contemporary Arts Museum Houston 
(5216 Montrose Blvd, 713-284-8250, 
 www.camh.org 入場無料) 
*Perspectives 173: Cllfford Owens   – April 3, 

2011 *Answers to Questions: John Wood & 
Paul Harrison - April 24, 2011  

◆Houston Museum of Natural Science 
(One Hermann Circle  Drive,  713-639-4629, 
www.hmns.org) 
*Texas! Making History Since 1519  From -

Sep.5, 2011  
◆The Menil Collection 
(1515 Sul Ross 713-525-9400, www.menil.org 
入場無料 Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm) 
*Tony Smith: Drawings  – Apr. 3, 2011 *The 

Whole World Was Watching: Civil Rights-Era 
Photographs from Edmund Carpenter and Ade-
laide de Menil   From Mar. 5-Sep.25,2011 

*Upside  Down:  Arctic  Realities  –  1000 
B.C.～1400 A.D.の北極圏の工遺物 Apr. 15 
– Jul. 17 

美美  術術  等等  

３月３月３月---666月イベント月イベント月イベント   

ミュージックミュージック  

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

Apr 22, 8pm: James Taylor 
Apr 29, 8pm: The Moody Blues 

House of Blues Houston 888-402-5837 
Mar 26, 9pm: G. Love & Special Sauce 
Mar 29, 9pm: Scott Stapp 
Apr 6, 9pm: Guster 
Apr 26, 8pm: George Thorogood & The De-
stroyers 

Jones Hall, Tickets 713-224-7575 
Apr 15, 7:30pm: The Music of Led Zeppelin 

Toyota Center 713-758-7200 
Mar 30, 8pm: Juanes 
Apr 8, 8pm: Lady Gaga 
May 17, 7:30pm: Bon Jovi 
May 18, 7:30pm: Celtic Woman 
Jun 25, 7:30pm: New Kids On the Block & 
Backstreet Boys 
Jul 9, 7:30pm: Rihanna 
Jul 29, 7:30pm: Katy Perry  

Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Mar  20,  8pm:  The  Pink  Floyd Experience 
Tickets 
Mar 26, 8pm: Michael McDonald  
Apr 29, 8pm: Ke$ha 
May 6, 8pm: Wilco 

(Soul, R&B & Jazz) 
House of Blues Houston 888-402-5837 

Mar 20, 9pm: Raphael Saadiq 
Mar 23, 9pm: Apocalyptica 

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

Mar 18 & 19, 8pm and Mar 20, 7:30pm: Pops 
Knockouts 
Mar 24 & 26, 8pm and Mar 27, 2:30pm: Rich-
ard Strauss' Don Quixote 
Apr 2, 10am & 11:30am 
Apr 8 & 9, 8pm and Apr 10, 2:30pm: Sche-
herazade 
Apr 14 & 16, 8pm and Apr 17, 2:30pm: Men-
delssohn's Scottish 
Apr 21-23, 8pm: Rodgers & Hammerstein & 
More 
Apr 26, 7:30pm and Apr 29 & 30, 8pm: Tony 
Bennett 

Stude Concert Hall (Rice Univ) 713-348-5400 
Apr 5, 8pm: Eroica Trio 

(Latin) 
Toyota Center 713-758-7200 

Apr 23, 8pm: Ricky Martin 
(Rap & Hip Hop) 
Toyota Center 713-758-7200 

Apr 16, 7pm: Lil' Wayne 
(Country) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion  

May  5,  8pm:  Jimmy  Buffett  &  the  Coral 
Reefer Band 

House of Blues Houston 888-402-5837 
Mar 25, 8pm: Arlo Guthrie 

Miller Outdoor Theatre 
Mar 26, 8pm: Noche Caliente 

NBA / Houston Rockets @ Toyota Center 
(www.nba.com/rockets) 

Apr.3(Sun) 6:00pm vs. Atlanta 
Apr.5(Tue) 7:30pm vs. Sacramento 
 

AHL / Houston Aeros @ Toyota Center 
(www.aeros.com) 

Mar.19(Sat) 7:35pm vs. San Antonio 
Mar.25(Fri) 7:35pm vs. Oklahoma City 
Mar.26(Sat) 7:35pm vs. Oklahoma City 
Mar.27(Sun) 4:05pm vs. Oklahoma City 
Mar.31(Thu) 7:05pm vs. Chicago Wolves 
Apr.10(Sun) 4:05pm vs. Oklahoma City 

スポーツスポーツ  

その他その他  

Tomball German Heritage Festival   
March 25-27, 2011.@ Old Town Tomball Texas  

Three stages of live Music, Folk Dancers, Arts 
Crafts, Food, Beer, Carnival, Fireworks, and 
much more.  Free Festival, No admission or 
parking fees. More information is available at 
http://www.tomballsistercity.org/festival.htm 

 
Children’s’ Festival 
April 9 & 10, 2011 10:30 am - 6:30 pm @ Down 
Town Houston.   

Admission $10; under 3y/o free.  $8.00 per 
person  with  one  McDonald’s  receipt  per 
EACH ticket presented at any Admission Gate.  
Parking is available at $8 Price will be avail-
able at their website 
http://www.houstonchildrensfestival.com/ 

 
International Festival 
April 30 - May 1 & May 7&8 Saturdays 12pm to 
10pm and Sundays 12pm to 8pm @ Downtown, 
Houston   

International Tickets: $10 early bird (now until 
February 9), $12 advance (expires April 26), 
$18 regular price (after April 26),  $3 kids 
(ages 3-12).  May 8 (Mother's Day!) is FREE 
Kids Sunday - presented by ConocoPhillips 
(ages 12-under),  $9.50 group (minimum of 20 
required). You can buy ONLINE too! See the 
general info. @ http://www.ifest.org/ 

 
Texas Crawfish & Music Festival   
May 13-15 and May 20-22 @ Historic Old Town 
in  Spring   (130 Spring  School  Road Spring, 
Texas 77373) 

 TICKETS: $12.  Parking is $7.  For all infor-
mation including parking, tickets for food and 
carnival rides, please call 800-OLD TOWN 
(8696). http://www.texascrawfishfestival.com/ 

 
Annual WorldFest-Houston International 
Film Festival  April 8- 17.    

Film Festival showcases an independent film 
competition  for  emerging cinematic  talents. 
Ticket price is $20 and up. Festival schedule 
will  be available soon on their  website @ 
http://www.worldfest.org/ 

Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Apr 6, 7pm: Dierks Bentley  
Apr 14, 8pm: The Avett Brothers  
Apr 28, 8pm: Willie Nelson 

The Grand 1894 Opera House  
(2020 Postoffice St., Galveston) 800-821-1894 
www.thegrand.com 

•Bus Stop (Mar 18) 
•Madeline and the Bad Hat (Mar 22) 
•King Arthur’s Quest (Mar 28) 
•The Ugly Duckling (Mar 31) 
•Ferdinand the Bull (Apr 7) 

Opera in the Heights at Lambert Hall  
(1703 Heights Blvd.) 713-861-5303 
www.operaintheheights.org  

•Pearl Fishers (Mar 24, 25, 26, 31, Apr 1, 2) 
Hobby Center—Sarofim Hall  

(800 Bagby) 713-558-8887 www.tuts.com  
•Curtains (Mar 29~Apr 10) 
•Cats (Apr 12~17) 

Alley Theatre  
(615 Texas) 713-220-5700 www.alleytheatre.org  

•Amadeus (Apr 1~May 1) 
Wortham Theater Center—Brown Theater  

(501 Texas) 713-228-6737 
www.houstongrandopera.org  

•The Marriage of Figaro (Apr 15~30) 

日時：平成23年2月16日（水）11：30～13：30  
場所：住友商事社 会議室（10階） 

出席者：名誉会員2名、理事委員14名、正会員1名、婦人部委員長 

    事務局長 

欠席者：理事委員5名（会長一任5名） 

司 会：竹田直樹幹事 

 

１．商工会会長連絡（秋葉慎一郎会長） 

 秋葉会長より、下記2点のお話があった。 

 ①2月3日の寒波で当地の道路凍結等による事故が発生したが、 

  会員やその家族が事故に遭ったという知らせもなく幸いで 

  あった。また、安全管理委員会では注意喚起のメール発信や 

  三水会センター一時閉鎖など会員や図書館利用者の安全確保 

  に迅速に対応いただき感謝申し上げる。 

 ②毎年春には一連の行事が開催される中、今年は新しく宇宙セ 

  ミナーが企画され既に第2回婦人部主催のセミナーも成功裏 

  に終了。残る4回の宇宙セミナーのほか、4月には南部地域最 

  大規模のジャパン・フェスティバル、及び商工会ソフトボー 

  ルの予選が、また5月にはピクニック・ソフトボール準決 

  勝・決勝、及びテキサス会が開催されるため、今後も会員各 

  位の協力支援をお願いしたい。 

２．総領事館連絡（渡部隆彦首席領事） 

 ジャパン・フェスティバルは当地での日本人コミュニティーの 

 存在意識向上に大きく貢献する行事であるため、関係団体の協 

 力のもと、総領事館としても協力していきたい。 

３．Space Seminar 2011について（三宅正純副会長） 

 ＊第2回宇宙セミナー実施報告 

  2月15日（火）に行われた婦人部委員会主催の第2回宇宙セミ 

  ナーでは50名を超える参加があり、講演と試食のほか、ISS 
  管制室や宇宙飛行士訓練施設の視察等を実施。参加者のアン 

  ケートからも専門部分の説明が分かりやすく良かったなどの 

  コメントをいただき、概ね好評であった。 

 ＊第3回宇宙セミナー実施要領の説明 

第3回宇宙セミナーを3月20日（日）の午前10時から開催予

定。特に会員の家族や子ども達の参加を考慮し日曜日に実施

するほか、講演内容にクイズを取り入れるなどの工夫をす

る。今回は80名の参加を予定。（別紙「第3回宇宙セミナー

しおり」にて説明）。 

  ●開催日時：2011年3月20日（日）10:00～15:00  

  ●開催場所：講演－Space Center Houston   

        施設見学－NASA Johnson Space Center 

４．ヒューストン美術館からの寄付依頼について 

（秋葉慎一郎会長・渡辺龍二副会長） 

【秋葉会長による寄付依頼に係る全体説明】 

 同美術館本館にこれまでインド、インドネシア、韓国、中国 

 ギャラリーが開設され、最後に2012年2月に日本ギャラリーが 

 新設されることになった。現在、その建設資金が目標額にはま 

 だ十分達していない状況であるため、1月度商工会常任委員会 

 で美術館関係者による日本ギャラリー関連のプレゼンテーショ 

 ン実施の申し出を受入れ、正式に寄付協力依頼を受けた。 

【渡辺副会長による諸点補足説明】  

 ①寄付金額について 

  同美術館としては、日本ギャラリー開設時に東京美術館から 

  45点の美術品を借り受け展示することを目標とし、建設費及 

  び美術品Acquisitionに充当する100～150万ドルの募金活動を 

  展開中。2月半ば時点の寄付額が45万ドルとまだ目標額に達 

  していないため、商工会に対し具体的に15万ドル（30社ほど× 

  5,000ドル）の資金援助の依頼があった。美術館側としては2011 
  年5月までに援助を希望。 

 ②参加企業・個人寄付者のネームプレートついて 

 ＊商工会が15万ドル寄付をした場合、同ギャラリーの壁に永久プ 

  レートが設置され、寄付者15万ドルラインに“Japan Business 
   Association of Houston 2011”と掲載。 

 ＊上記プレートの下にJBA Houston Foundation and friends（仮称） 

  が括弧書きで掲載のうえ、5,000ドルを寄付した企業・個人名が 

  その下（またはその横）にSubsetとして小さめな字で掲載 

 ③支払い方法 

  寄付金の支払いは一括払いのほか、2,500ドルずつ2年払いのい 

  ずれかを選択できる。 

 ④その他 

  本件における寄付依頼は日本ギャラリー開設という特別イベン 

  トのためであり、今後定期的または継続的な依頼は発生しな 

  い。また、最終的に寄付額が上記目的額に達しない場合でも、 

  スケールの調整はあるものの、2012年2月開設は実現したいとい 

  う美術館の意向を同美術館から確認済み。 

５．ジャパン・フェスティバル2011について（水澤伸治特命理事） 

水澤特命理事より同フェスティバルに関する5点の説明があった。 

①実施時期・場所－2011年4月9日（土）・10日（日）  

         Hermann Parkにて開催予定 

②協力内容 

＊Kids’Activityの企画参画 

＊ボランティアの派遣－昨年度程度の人数希望（昨年度は両日で 

  商工会から118名、別枠として浴衣トライオン担当婦人部で75 
  名、Showing Japanの41名、あわせて238名派遣）。今年度 

  Kids’Activity担当は運輸・サービス・金融・貿易部会に依頼。 

＊寄付協力依頼－日米協会から正式な依頼があり次第、具体的に 

  会員企業へ依頼予定。ちなみに昨年度は16社から$13,100の寄 

  付があった。 

③ボランティアの概要－Kids’ ActivityやFood & Beverage、チケット 

 ブースなどの接客、指導、準備等 

④ボランティア人数－両日ともそれぞれ午前30名、午後30名の計 

 120名を予定 

⑤募集手順－所定の「ボランティア登録シート」を3月11日（月） 

 までに吉松氏（Kaneka Texas Corp.）へ提出いただく。 

６．委員会・部会関連事項 

●婦人部委員会（秋葉涼子婦人部委員長） 

＊1月28日（金）：坂本吉弘先生によるプリザーブドフラワー講 

         習会 参加者30名 

＊2月15日（火）：第2回宇宙セミナー 参加者 大人61名、乳幼 

         児3名 

＊2月26日（土）：古本市 於補習校校舎 

＊3月はジャパンフェスティバルの「浴衣トライオン」関連の各 

 種準備 

＊4月23日（土）：西元洋子先生による教育講演会  

         於補習校図書館（予定） 

７．日本庭園関連報告（渡辺龍二副会長） 

2月20日から中井氏が当地に来訪され、日本庭園の視察とHermann 
Park Conservancy との庭園維持に関する打合せを行い、27日に日本 

へ帰国される予定。今回は打合せのみで前回のような改修作業は
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＜ 世界に誇る新幹線技術 ＞ 
 1964年、世界に先駆けて初めて高速鉄道を走

らせた日本は、その後もスピード、安全性、正確

性、快適性、騒音や環境により優れた新幹線の

技術開発に向けてたゆみない努力を続けてき

ている。新幹線開業当時、東京－大阪間到達

時間は3時間であったのが、今日では2時間25
分にまで短縮。日本の新幹線は開業以来一度

も死亡事故がない極めて安全な高速鉄道であ

る。また、発着時間もヨーロッパでは10分程度単

位で遅れを測定するのに対し日本では1分以上

が「遅れ」と見なし、その厳しい基準においても、

日本の新幹線の遅れは列車1本につき平均0.5
分と高い正確性を誇る。このような安全性、正確

性は高い技術も然ることながら、高度な教育と訓

練を受けた運転士の経験とプライドに因るところ

も大きい。この他、日本の新幹線をヨーロッパの

高速鉄道先進国であるフランス（TGV）やドイツ

（ICE）と比べてみると、駅間平均速度、加速度、

車体重量、輸送力、エネルギー消費量、騒音レ

ベルのいずれをとっても両国より優れていること

が歴然。専用路線を走る新幹線は衝突の心配

がなく、また地震や悪天候への対応にも秀で

る。これらを可能にするのは車両や線路などの

ハード面とメンテナンス、オペレーション、社員

教育などのソフト面が一体となった「トータル・シ

ステム・アプローチ」と呼ばれる一体型の運営方

法であり、米国にもシステムとして採用してもらう

ことが重要。 

＜米国の高速鉄道プロジェクト＞ 
 2009年4月にオバマ政権が掲げた高速鉄道計

画により、総額80億ドルの連邦政府補助金が高

速鉄道計画を有する32の州に分配された（図参

照）。この中でフロリダ州とカリフォルニア州のプ

ロジェクトが他州に比べると先行している。テキ
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サス州は残念ながら州レベルでの具体化した計

画はなく連邦補助金もほとんど得られなかった

が、裏を返せば白紙の状態に日本の新幹線を

PRできる利点があるとも言える。テキサスで最も

利用可能性が高いと考えられるのは、ダラス－

ヒューストン間の約240マイルの路線。現在、両

都市間の飛行機の利用者が1日約4,000人で、

この条件下で高速鉄道が採算をとるには最低で

も1日1万人以上の利用者が必要とされるので、

飛行機利用者が全て高速鉄道にシフトしたとし

てもすぐに採算をとることは難しい。しかし、高速

鉄道の利点は長期的な観点で見据える必要が

あり、快適性、正確性、環境への負担軽減に加

えて、地域の発展など総合的な面での外部経

済効果も含めて考えるべきである。またローカル

な公共交通網整備が利用者を増やすキーポイ

ントのひとつでもある。ダラス－ヒューストン間は

車で運転すると約4時間。新幹線で結んだ場合

の90分と比較した場合の様々なメリットを車社会

に慣れたテキサスの米国人に今後丁寧に説明

していく必要があるであろう。 

 米国に高速鉄道を輸出する意義は大きく分け

て二つある。一つは広大な国土、巨大なインフ

ラ投資を行う経済力、そして日米同盟に裏付け

される価値観を共有する国、アメリカとしての魅

力。もう一つは衝突理念のない専用路線や欧米

に比べて圧倒的に軽い車両など優れた日本の

高速鉄道技術をグローバルスタンダード化するこ

とへの意義である。米国における高速鉄道プロ

ジェクトは、昨年11月の中間選挙の結果が影響

し、潮目が少し変わりつつある。連邦、州レベル

で共和党が圧勝し、今までのような多額の高速鉄

道予算は今後見込まれない。高速鉄道の絶大な

支持者であったオバスター元下院運輸委員長が

落選し、フロリダ、オハイオ、ウィスコンシンなどで

は高速鉄道に反対或いは慎重派の知事が選出

され、連邦政府に補助金を返却した州もある。高

速鉄道プロジェクトには若干厳しい風が吹いてい

ると言わざるを得ない。一方、新しく下院運輸委

員長となるマイカ議員は北東回廊に資源を集中

させるべきとの意見を持つ合理派で北東回廊へ

のリニアの売り込みには優位に働くと見られる。  

＜超電導リニア 

              ～次世代の高速鉄道に向けて～＞ 
 高速鉄道にとって今後もスピードは無視できな

い重要な要素。現在2時間25分の東京－大阪間

の所要時間をこれ以上縮めるには従来型鉄道で

は難しく、また東海道新幹線の輸送量が 
上限に達していること、開業から46年を経てトン

ネル・橋・高架橋等の構造物がいずれ寿命を迎

えることなどから、超電導磁気浮上式鉄道（超電

導リニア）の実現に向けた準備が進められてい

る。巡航速度500キロの速度で走れる超電導リニ

アは、文字通り世界最速、高加減速の次世代大

量高速輸送機関であり、磁気で線路上を浮上す

るリニアには脱線の概念がないため地震によるリ

スクもない。現在進行中の「中央新幹線計画」

は、首都圏と中京圏を直線（約290km）で結び、

超電導リニアを走らせる計画。飛行機での移動と

比較しCo2排出量は3分の１になり、移動時間も

大幅に短縮（90分から40分）される。超電導リニア

はすでに国交省の技術評価委員会により「営業

運転に支障のないレベルに到達している」とのお

墨付きを受けており、2027年の開業を目指して現

在着々と準備が進められている。     

ヒューストン日本商工会は1月19日（水）、JR東海旅客鉄道株式

会社ワシントン事務所長の市川勝彦氏を招き、「米国における高

速鉄道プロジェクト」と題する講演会を開催しました。 
2009年4月にオバマ大統領が高速鉄道網建設計画を発表し、

初年度に80億ドルその後5年間で計130億ドルの投資を約束して

以来ブームに火が付いた米国の高速鉄道プロジェクト－今回は日

本の新幹線セールスの現場に立つ市川所長に、世界に誇る日本

の高速鉄道技術、米国高速鉄道プロジェクトの現状、また日本で

開通に向けて期待の高まる超電導リニアについてなど興味深いお

話を披露して頂きました。 以下、講演の概要をご紹介します。 
市川勝彦氏 

－ ヒューストン日本商工会講演会 － 

ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編  集  後  記 

高速鉄道プロジェクトの意義は、広大な国土

と巨大なインフラ投資を行う経済力を有する

米国でこそ成立するものです。広大なドッグ

パークでのオフリーシュ。師匠送別の舞始め

の会in オースティンと和風小物。ジャパンフェ

スティバルのボランティアで大いに汗をかき、

楽しみましょう。当地の夏が近いです。 

在ヒューストン日本総領事館日本語ホーム

ページの「新着情報＞3月11日東北地方太平

洋沖地震」にて「安否確認サイト」を紹介して

います。それらは「首相官邸ホームページ」と

日本国内の「災害用伝言版」等です。  

（中水 勝） 
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 1 月 23 日（日）、私 達

Showing  Japan  踊 り 子

チームの師匠として長き

に亘りご指導下さった花柳禄美鶴こと松本智津子先

生の舞初め会がオースティンで開催されました。先

生は、2003年ヒューストンからオースティンに引っ越さ

れ、この2月に今度はサンタフェに移られました。オー

スティンでの最後の舞初め会ということで、Showing 
Japanのメンバーも大挙して駆けつけました。オース

ティンのお弟子さん達による美しい踊りや、子ども達

の愉快な踊りに感動すると共に、先生の観客を魅了

する素晴らしい踊りに私達は釘付けになりました。ま

た、私達にも特別出演の機会を与えて頂き、いつもと

は違う緊張感の中で踊ることができました。先生には

踊りをご指導頂くと共に、お衣装をお借りし沢山の着

物や小道具等をお譲り頂き、Showing Japanの活動を

いつも支えて頂きました。これまでの先生の多大なる

ご協力に感謝すると共に、サンタフェでの益々のご活

躍とご健康をお祈り致します。少し遠くなりますが、こ

れからもご指導宜しくお願い致します。 

Showing Japan 

舞初め会  

in オースティン 

Showing Japanより～ジャパンフェ

スティバルに向けて寄付のお願い 

 Showing Japanでは、今年もジャ

パンフェスティバルで和風小物等

を販売します。これは私達のボラン

ティア活動の大きな資金源となりま

す。ご家庭でご不要になりました和

風の小物や雑貨、和食器、文具、

布地、絵葉書等ございましたら、三

水会センターに箱を用意していま

すのでご寄付頂ければ助かりま

す。宜しくお願い致します。 

あらすじ：愛車リンカーン・タウンカーの後部座 

 席で仕事をこなす弁護士ミッキー・ハラー（マ 

 コノヒー）は、もっぱらバイカーやドラッグ・ 

 ディーラー達の弁護をして生活費を稼いでい 

 た。そんな彼のもとに、ビバリーヒルズの不動 

 産業者でプレイボーイのルイス・ルーレイ（フィ 

 リップ）の母親から息子にかけられた売春婦 

 暴行容疑の弁護依頼が入る。金に糸目をつ 

 けないという母親の依頼に飛びついたミッ 

 キーは、裁判の勝利を確証していた。しかし、 

 探偵のレビン（メイシー）と調査をするうちにル 

 イスの隠された秘密が少しずつ明らかにな 

 り･･･。 

ひとこと：マイケル・コネリーの法廷サスペンス

小説を映画化した作品。ブラッド・ファーマン

監督のたっての願いで、作者のマイケル・コ

ネリーがこの映画に出演しています。さてさ

てどんな役で登場しているか分かりますか？ 

 

PAUL   （全国：上映中）★★☆ （コメディー） 

出演：サイモン・ペッグ、ニック･フロスト、セス・ 

 ローガン、他 

あらすじ：SFオタクのグレアム（ペッグ）とクライ

ブ（フロスト）は、サンディエゴのコミコン・コン

ベンションに参加するためイギリスからやって

くる。RVをレンタルしてサンディエゴに向かう

中、砂漠の真ん中で危うく交通事故に巻き込

まれそうになる。車から降りた二人の前に、何

とポールと名乗るエイリアン（声：ローガン）が

出現！ ポールは地球に不時着してから救出

してくれた人間と一緒に60年間生活を共にし

てきたが、実はそこが最高機密軍事基地で

ずっと閉じ込められていたことを知った途端、

基地を逃げ出してきたらしい。FBIの追跡を潜

り抜けながらポールと一緒に旅をするうち、グ

レアムとクライブはポールを宇宙母船へ連れ

て行こうと決心するが･･･。 

THE ADJUSTMENT BUREAU   ★★★  
（全国：上映中）（サイファイ／スリラー） 

出演：マット・デイモン、エミリー・ブラント、トレン 

 ス・スタンプ、他 

あらすじ：政界で有望視される若手政治家のデ 

 イビッド（デイモン）とモダンバレーダンサーの 

 エリース（ブラント）が出逢い恋に落ちる。する 

 と突然、“運命操作局”という謎の組織がデイ 

 ビッドの前に現われ、エリースと二度と逢わな 

 いようにと忠告する。操作員のトンプソン（スタ 

 ンプ）という男が、全ての運命は操作局が決定 

 する「運命の書」の記録どおりに進むよう常に 

 操作局にモニターされていると怖ろしい事実 

 を打ち明ける。デイビッド達の恋愛がその「運 

 命の書」に記録されていないため、操作局が 

 彼らの運命の軌道修正を図ろうとしていること 

 を知ったデイビッドは･･･。 

ひとこと：“Bｌade Runner”や“Minority Report” 

 などの原作者フィリップ・K・ディックの小説を、 

 “Borne Ultimatum”などで脚本を担当した 

 ジョージ・ノルフィが映画化。自分たちの運命 

 をコントロールする「第3者」から未来を奪い返 

 せるか？ 

 
THE LINCOLN LAWYER    

（全国：上映中） ★★★ （スリラー） 

出演：マシュー・マコノヒー、ライアン・フィリップ、 

 ウィリアム・H・メイシー、他 

■今月の新作紹介 

★★★＝絶対面白そ～  ★★☆＝面白そ～  

★☆☆＝いいかも         ☆☆☆＝とりあえず 

ひとこと：映画の中で、ポールが電話でスピル 

 バーグ監督と E.T. について話をする場面 

  で、電話の声はスピルバーグ本人だそうで 

 す。テレビの“Saturday Night Live （コメディ 

 ーショー）”の常連スタッフ、ジェーン・リンチ 

 も出演し、かなり笑える内容です。何故かシ 

 ガーニー・ウィーヴァーも出ています。  

 

HANNA   4月8日（全国） ★☆☆ （ドラマ） 

出演：シアーシャ・ローナン、エリック・バナ、ケ 

 イト・ブランシェット、他 

あらすじ：フィンランドの山奥で父エリック（バ 

 ナ）と暮らすハンナ（ローナン）。元CIAエー 

 ジェントの父はハンナに銃やナイフの使い方 

 を仕込み、どんな状況でも生き残れるよう心 

 身共に鍛える厳しいトレーニングを課してき 

 た。外界との接触を絶ち、エリックは自分と百 

 科事典の知識だけでハンナを育てながら、 

 完璧な暗殺者として育ててきた。ある日、自 

 分のもとから離れていった父を追ってベルリ 

 ンに向かう途中、ハンナはCIAエージェント 

 のマリッサ（ブランシェット）に捕まりモロッコの 

 砂漠に連れて行かれるが、これまで父に教 

 わってきたサバイバル手段を使いながら逃 

 走を図る。 

 ひとこと：“Lovely Bones”で高い評価を得た 

 シアーシャ・ローナンが、今回は全く違う役ど 

 ころを好演する。 

   

 

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震につきましては、皆様の日本のご家族、ご親族のご無事を心より

お祈り申し上げます。また、被災された日本の企業、ご家族、ご親族に対して心よりお見舞い申し上げます。 

ヒューストン日本商工会会長 秋葉慎一郎  


