
編  集  後  記 
 今月号より編集委員長を仰せつかりまし

た市川です。当地赴任前からヒューストン

の情報を得るために本誌には大分お世

話になっていましたが、これからは制作側

になりました。宜しくお願い申し上げま

す。 
 
 今月、委員長として初めて見た記事は

石井さんのTravel in the U.S.A!でした

が、読んだ途端49年前を思い出しまし

た。1963年11月23日の朝、日米間初めて

の宇宙中継があるというのでテレビの前

で父親と待っていると、飛び込んで来た

のがケネディ大統領暗殺のニュースでし

た。当時小学生の私にはテキサスも宇宙

中継も全て遠いことと感じていました。 
 
 情報の伝達は、ヒューストンで日本のテ

レビを見、海外とスカイプで話していると

隔世の感がありますが、そんな中で読者

に身近な話題を拾い続ける本誌を今後と

もよろしくお願い申し上げます。 
 

市川 真 
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■Theatre Suburbia (4106 Way Out West Drive)
713-682-3625 www.theatresuburbia.org  
Play On! (~Mar. 24) 
■Alley  Theatre  (615  Texas)  713-220-5700 
www.alleytheatre.org  
Red (~Mar. 25) 
■Company OnStage (536 Westbury Sq.) 713-
726-1219 www.companyonstage.org  
Cactus Flower (~Apr. 14) 
■Main Street Theater (4617 Monstrose) 713-
524-6706 www.companyonstage.org  
How I Became a Pirate (~Apr. 5) 
■Opera in the Heights (1703 Heights) 713-861-
5303 www.operaintheheights.org  
Il Trovatore (~Mar 25) 
■Hobby Center-Sarofim Hall (800 Bagby) 713-
558-8887 www.tuts.com  
Annie (~Apr. 1) 
■Texas Repertory Theatre (14243 Stuebner 
Airline) 281-583-7573 www.texreptheatre.org  
Crimes of the Heart (~Apr. 7) 

■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 
*New Formations: Czech Avant Garde Art and 
Modern Glass -May11 
*Eye on Third Ward 2012: Jack Yates High 
School Photography - May 26  
*Shifting Paradigms in Contemporary Ceram-
ics   - Jun3 
*Utopia/Dystopia: Construction and Destruc-
tion in Photography and Collage -Jun10 
*elegance  and  Refinement:  The  Still-Life 
Painting of Willem van Aelst -May28 
@Caroline Weiss Law Building    
*Revelation: Major Paintings by Jules Olitski   
- May 6 
*Egyptomania  from Mar.18-Jul 29 
*Perspectives177:McArthur Binion - April 1 
■Houston Museum of Natural Science 
One  Hermann  Circle  Drive  713-639-4629 
www.hmns.org 
*Discovering The Civil War -Apr.29  
*Minerals Transformed Through Vision &Skill 
- through Spring 2012 
■The Menil Collection 
1515 Sul Ross 713-525-9400 http://
www.menil.org 入場無料 Open: Wed-Sun 
11:00am-7:00pm 
*Imprinting the Divine: Byzantine & Russian 
Icons from The Menil Collection  -Mar.18  
*Richard Serra Drawing : A Retrospective  - 
June 10 
*This World Is Not My Home: Danny Lyon 
Photographs from Mar.30 - July 29 

■NBA/Houston Rockets @ Toyota Center 
www.nba.com/rockets 
Mar.20(Tue) 7:00pm LA Lakers 
Mar.22(Thu) 7:00pm Golden State 
Mar.24(Sat) 7:00pm Dallas 
Mar.26(Mon) 7:00pm Sacramento 
Mar.30(Fri) 7:00pm Memphis 
Apr.1(Sun) 6:00pm Indiana 
Apr.11(Wed) 7:00pm Utah 
Apr.13(Fri) 7:00pm Phoenix 

        アート  

(Metal, Rock & Pop) 
■The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-
629-3700 
Apr. 25, 7:30pm: The Black Keys 
■Toyota Center 713-758-7200 
Mar.23,  7pm:  Winter  Jam  Tour  Spectacu-
larApr. 4, 8pm: Mana 
■House of Blues Houston 888-402-5837 
Mar.15, 8pm: The DigiTour 2012 
Mar.17, 7pm: neon Indian 
Mar.18, 7pm: Nneka 
Mar.23,  7:30pm: Mindless  Self  Indulgence-
Mar.23, 8pm: Nipsey Hussle 
Mar.24, 7pm: The Naked and FamousMar.29, 
7pm: Bret Michaels 
Mar.29,  10:00pm:  Green  River  Ordinance-
Mar.30, 8pm: Hot Chelle Rae: 2012 Beautiful 
Freaks Tour with special guests Electric Touch 
Mar.31, 8pm: Big Gigantic 
Apr.1, 7:30pm: Tech N9NE featuring Machine 
Gun Kelly and more 
Apr.5, 7pm:Avalanche Tour Featuring Shinedown 
Apr.6, 8pm: Childish Gambino 
Apr.12, 8:30pm: Steel Panther  
Apr.14, 8pm: Tyrone Wells with special guest 
Joe Brooks 
■Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Mar.18, 1pm: Asking Alexandria 
Mar.29 &30, 8pm: Unlimited/Twin Entertain-
ment Presents: Behind The Pulpit 
Mar.31, 3pm & 8pm: Unlimited/Twin Enter-
tainment Presents: Behind The Pulpit 
Apr.1, 3pm & 7:30pm: Unlimited/Twin Enter-
tainment Presents: Behind The Pulpit 
Apr.6, 7pm & 9:30pm: Daniel Tosh 
Apr.7, 8pm: Real Uprizing Presents: Rick Ross 
Rich Forever 
Apr.14,  8pm:  Human  Nature  The  Motown 
Show Presented by Smokey Robinson 
(Soul, R&B & Jazz) 
■Miller Outdoor Theatre 281-373-3386 
Mar.22 & 23, 8:15pm: The Original Tribute to 
The Blues Brothers 
(Classic) 
■Shepherd School of Music, Rice University 
713-348-5400 
Apr.3, 8pm: Vienna Piano Trio 
Apr.24, 8pm: Emerson String Quartet 
Jones Hall 713-224-7575 
Mar.16 & 17, 8pm: Petrenko Conducts Prokofiev 
Mar.18, 2:30pm: Petrenko Conducts Prokofiev 
Mar.22 & 24, 8pm: Mozart A Little Night Music 
Mar.25, 2:30pm: Mozart A Little Night Music 
Mar.29 & 31, 8pm: Hahn & Enigma Variations 
Mar.30, 7pm: Hahn & Enigma Variations 
Apr.1, 2:30pm: Hahn & Enigma Variations 
Apr.5-7, 8pm: Music of John Denver 
Apr.13&14, 8pm: Petrouchka & Beethoven 
Apr.15, 2:30pm: Petrouchka & Beethoven 
(Latin) 
■Toyota Center 713-758-7200 
Mar.15, 7pm: Romeo Santos 
■Miller Outdoor Theatre 281-373-3386 
Mar.24, 8pm: Noche Caliente featuring Mi-
chael Stuart 
(Reggae & Hip Hop) 
■Miller Outdoor Theatre 281-373-3386 
Mar.25, 7:30pm: Matisyahu Live for Aishel 
House 
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ヒューストン美術館 
The Arts of Japan 

Gallery  
オープン 

 

ARTS OF JAPAN 
MFAH  
The Museum of Fine Arts Houston   
http://www.mfah.org 

 去る2月19日（日）にヒューストン美術館のThe Arts 
of Japan Galleryがオープンしました。同美術館では

5年をかけて、中国、インド、インドネシア、韓国、そ

して日本のあわせて5カ国の美術品展示室建設が

進められ、Japan Gallery開設で全展示室の建設が

終了しました。 
 多くのヒューストンの人々にアジア文化の理解を深

めてもらう機会と場所を提供するため、同美術館は5
つのGallery建設を進めてきました。Japan Galleryの

建設のため、建設費の一部や美術品Acquisition費

用の寄付依頼を受けた商工会は、会員企業からの

寄付金とあわせてJBA Houston Foundation, Inc.から

15万ドルを昨年9月にヒューストン美術館へ寄付しま

した。開設されたJapan Galleryの壁には、商工会を

含む全ての寄付者の名前を日本語と英語で刻んだ

プレートがかけられています。 
 Japan Galleryオープンを記念し、東京国立博物館

保有の国宝「万葉集」や「大日如来坐像」を含む重

要文化財3点と共に、陶器や仏画、楽器など美術品

が4月8日（日）まで展示されています。是非Japan 
Galleryで日本の素晴らしい美術品の数々を心ゆく

まで楽しんでください。 

■AHL/Houston Aeros @ Toyota Center 
www.aeros.com 
Mar.16(Fri) 7:35pm Rockford 
Mar.17(Sat) 7:35pm Abbotsford 
Mar.18(Sun) 5:05pm Oklahoma City 
Mar.29(Thu) 7:05pm Lake Erie 
Mar.31(Sat) 7:35pm Hamilton 
Apr.6(Fri) 7:35pm Chicago 
Apr.7(Sat) 7:35pm Peoria 
Apr.8(Sun) 5:05pm Milwaukee 
Apr.14(Sat) 7:35pm San Antonio 
Apr.15(Sun) 5:05pm Texas 

■Cy-Fest 2012 March 23 -March 25, 2012 
@29300  Hempstead  Rd.,  Cypress,  Texas. 
Three days of fun, food, adventure, rides, live 
music, carnival games. Please see the website 
http://www.cyfest.com/index.htm 
■Tomball German Heritage Festival March 
30, 31, & April 1@ Historical Train Depot in 
Old Town Tomball Texas 77375 Three stages 
of live Music, Folk Dancers, Arts Crafts, Food, 
Beer,  Carnival,  Fireworks,  and much more. 
Free Festival, No admission or parking fees. 
http://www.tomballsistercity.org/festival.htm 
■Children’s’ Festival: March 31 and April 1 
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. 
http://www.houstonchildrensfestival.com/ 

                  スポーツ   

その他 
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 アメリカでの食事の楽しみのひ

とつ。それはサンデーモーニング

ブ ラ ン チ で す。本 来 は 教 会 へ

行った後のお楽しみのご馳走か

もしれませんが、仏教徒の私は、

ブランチ文化だけを取り入れてい

ます。サーモンの入ったトロトロの

オムレツ、焼き立てのワッフルにメ

イプルシロップをたっぶり。ミモザ

（オレンジジュースとシャンパンの

カクテル）と一緒に頂くと、朝から

至福のひとときが訪れるのです

が、私の日曜の朝の定番は教会

ならぬ、ゴルフ場。行ってみたい

評判のお店は沢山あるのに、サ

ンデーモーニングブランチはなか

なか実現しません。そんな中、

ヒューストンの雨には珍しく、前夜

から続く長い雨で急遽ゴルフが

キャンセル。もうひと寝入りしよう

かとまだ暖かいベッドにもぐりこん

でまどろんでいると、ゴルフ仲間

で寂しがり屋のOさんから電話が

か か っ て き ま し た。「暇 に な っ

ちゃったから、ご飯でも行かな

い？」こうして、約半年ぶりのサン

デーモーニングブランチが実現

したのです。 

 向かったのはずっと前から評判

を聞いていて狙っていたRainbow 
Lodge。古いログハウスとクリーク

が流れる広いお庭が自慢のお店

です。ブランチの定番と言えば、

やはりEgg  Benedict。イングリッ

シュマフィンを半分に切ったもの

の上に、厚切りのハムとポーチド

エッグ、その上からオランディー

ヌソース（バターと卵の黄身、レモ

ン汁が主原料）をかけたものが一

般的です。オランディーヌソース

代 わ り に マ ヨ ネ ー ズ を 使 い、
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ちょっぴりカイエンペッパーを散

らすのが私流の簡易Egg Bene-
dictですが、それぞれのお店で特

色があって面白いのです。このお

店では、Braised Beef Short Rib 
Benedict  を薦められるがままに

オーダー。スライスされたブリオッ

シュ（バターたっぷりのパン）の上

に、じっくり煮込んだ

ビーフシチューを思わ

せる牛肉、黄身がトロ

リととろけ出す半熟の

ポーチドエッグ、そし

て特製のオランディー

ヌソース。まさに濃厚

の四重層なのです。こ

の際、カロリー計算は

忘れて、この店の目玉

の99セントのミモザと

一緒にゆったりと至福の時間を過

ごしましょう。また、ロブスタービス

クにルッコラペースト入りのマッ

シュドポテトを浮かべ、その上に

白身の魚のグリルを載せた日替

By KUMIKO 

わりブランチも濃厚、絶品でした。 
 教会帰りなのか、家族連れの

スーツやドレス姿のきちんとした格

好の方が多いお店なので、少しお

洒落して出掛けた方が気後れしな

いと思います。お子さん連れの方

もいらっしゃいますが、静かに座っ

ていられるお子さんばかりなので、

Braised Beef Short Rib Benedict 

日替わりブランチ 
やんちゃさんには不向きかもしれ

ません。軽い散歩も出来るくらい

の広さのお庭を見渡せるテラス席

もありますので、天気の良い時に

は外でのブランチも 高だと思い

ます。美味しいお食事で幸せな時

間を過ごして下さい。 

Rainbow Lodge 
2011 Ella Blvd. Houston  

Texas 77008 
Tel. 713-861-8666 

月定休 

火～金11am-10:30pm、 

土6pm-10:30pm、日10:30am-9pm  
（ブランチは3時まで） 

価格帯：ブランチ＄20～ 
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日  時：平成24年2月15日（水）11：30～13:10 
場  所：住友商事社 会議室（10階） 

出席者：名誉会員1名、理事委員11名、正会員3名、事務局長  

欠席者：理事委員9名（会長委任7名、代理人委任2名）、名誉会長 

司 会：竹田直樹幹事 

１．商工会会長連絡（上野真吾会長） 

昨年商工会並びに会員企業が同Gallery建設への寄付支援を行っ

たヒューストン美術館のThe Arts of Japan Galleryが開設され、2月19
日（日）から一般公開されることになった。また、来月のジャパン･フェ

スティバルや4月以降のソフトボール大会やピックニックなど各種行

事が目白押しとなる。各行事の準備や運営などに引き続き関係各位

のご協力をお願いしたい。  

２．総領事館連絡（米澤篤領事：山本条太総領事代理） 

①リック・ペリー州知事表敬訪問について 

近く山本総領事による州知事表敬が実現する見込みが出来てきた

ところ、この機会にテキサス州政府側に伝達を希望する要望事項

があれば、当館まで連絡願いたい。 

②東日本大震災追悼・復興レセプションについて 

震災から1年の節目に、犠牲者の追悼や寄せられた支援への感

謝、我が国の復興状況のアピールを目的として、3月下旬にレセプ 

ションを実施予定。 

３．2012年ジャパン・フェスティバル関連報告（阿部憲一副会長） 

今般、日米協会よりジャパン・フェスティバルに対する正式な寄付依

頼があった。今年度はスポンサーシップの金額が例年に比べ大幅

な増額となるが、同フェスティバルの継続的な開催のために長期的

な財源確保が必要なためとご理解・ご協力をお願いしたい。（詳細

は商工会事務局より連絡予定） 
 

４.  宇宙セミナー2012について 

（山上武尊正会員：三宅正純特命理事代理） 

山上正会員より下記2点の報告があった。 

①2012年第1回宇宙セミナー実施報告 

去る1月19日（木）に第1回宇宙セミナーを開催。21名の参加者を迎

え、まずNASAジョンソン宇宙センター（JSC）内にある宇宙飛行士訓

練施設及びISS運用管制室を見学した。日本の実験棟「きぼう」やロ

シア“ソユーズ”宇宙船とNASA開発中の次期有人宇宙船“ORION”

の訓練用モックアップを見学、また有人探査ローバーや住居フライ

ヤーの実機モデル見学など、通常では見られない施設の見学がで

き、大変好評であった。また、JAXA職員によるISS／きぼう利用実験

成果や将来の有人探査計画の紹介などがあり、参加者による「未来

の宇宙開発利用のアイデア」に関するフリーディスカッションを実

施。未来の夢のある宇宙開発利用を思い描いての楽しい意見交換

となった。 

②2012年第2回宇宙セミナー開催案内 

2月26日（日）に親子80名の参加による「月に住もう！未来の月面宇

宙生活」をテーマにしたセミナーを開催予定。JSCツアーのほか、同

テーマによる講演を予定。月に関するクイズ大会も計画しており子ど

も達も参加しての親子で楽しめるプログラムを用意。 

５．常任委員・広報委員長交代について（上野真吾会長） 

1 月 24 日 に Japan  Oil,  Gas  and  Metals  National  Corporation 
(JOGMEC) の代表者が中水勝氏から市川真氏へ交代されたことに

伴い、商工会常任委員についても市川氏に交代となった。また、中

水氏が広報委員長職にあったため、その交代については定款第五

条第三項に従い、上野会長の任命により9月末まで市川氏に引き継

いでいただくこととなった。 
 

６．日本庭園関連報告  

（直木純二郎特命理事：渡辺龍二特命理事代理） 

去る1月1日にご逝去された故中井先生の後任となった中村彩さん、

そして岩崎さん親子が2月5日から12日まで当地でメンテナンス作業をさ

れ今後の改修計画につき関係者と次の通りの話合いなどが行われた。 
 
①メンテナンス作業内容：藤棚や藤移植、剪定、干ばつによる枯れた植 

 物の植替えなどのメンテナンスのほか、金木犀の生垣やしだれ柳の植 

 栽、黒松や百日紅の剪定指導を行ったほか、昨年故中井先生が残さ 

 れていった宿題（改良作業）のチェックや新たな提案、改修計画に関 

 わる現状図作成や将来の構想などについて市当局やHermann Park  
Conservancy（HPC）と打ち合わせた。 

②将来の中井構想：将来、第二の門をRice 大学側に設置し、概観から 

も日本庭園が認識できるようなデザインを構想。また、庭園内も奈良・

平安・鎌倉・江戸など各時代の庭の特徴を生かしたデザインを施し、

日本庭園の博物館作成の構想。 

③日本庭園FUND：現在、HPCが持つ日本庭園用口座には、過去の寄 

 付金の残りなどあわせて $50,000程度の基金があり、これを植木や資 

 材購入に充てる一方、日本からのがーディナーの宿泊代、日当もこの 

 Fundから拠出している。毎年、商工会からは$4,000の寄付を行ってい 

 る。 

７．正団体会員入会申請について ＜承認事項＞（竹田直樹幹事） 

商工会定款第二条第二項「入会および会員の選考」に従い、PASONA 
NA Inc. の入会申請につき理事委員会の全会一致の承認があった。

（同社詳細については別項「会員消息」欄参照） 

８．委員会・部会関連事項 

①企画調査委員会（木村誠企画調査委員長） 

●新春講演会開催報告、日本語スピーチコンテストについて 

去る1月18日（水）、日本生命社とJETROによる「2012年米国大統領選

の争点と日系企業活動への影響」と題した講演会を開催。ヘルスケア

改革やエネルギー政策など大統領選の争点、主要候補の政策比較を

行いながら日系企業の活動への影響についての話があった。日米協

会主催の日本語スピーチコンテストのヒューストン地区予選が2月11日

（土）にSt. Thomas大学で、3月10日にテキサス州大会がRice 大学で

それぞれ行われる。また、今年から社会人レベルのDivisionが追加さ

れたので、日本語を母国語としない社員の方々で興味があれば申しこ

み可能。例年通り、商工会からは賞品相当額（$300）の拠出と審査員1
名（企画調査委員長担当）の派遣を行うものとする。 

②スポーツ委員会（水澤伸治スポーツ委員長） 

●テキサス会関連報告 

今年度第1回テキサス会を昨年11月20日に開催。第2回「総領事杯」を

4月15日（日）に鉄鋼部会担当で開催予定。詳細は後日連絡予定。 

●ソフトボール予選と「ワイルドカード1チーム制導入」について 

＜開催日程＞ソフトボール予選が4月8日（日）、本選がピクニック当日の 

 5月13日（日）開催。 

＜ワイルドカード1チーム制導入の提案＞「ワイルドカード制導入」につ 

 いては、昨年度の参加チームからも高い要望が出た。本選への進出 

 チーム数が増えることにより、ソフトボールだけでなくピクニック全体の 

 盛り上がりも期待できる。その反面、ピクニック当日の日程調整やボラ 

 ンティア人数確保への懸念もあり、一部の参加チームからも導入への 

 反対意見があった。キャプテン会議で検討の上、スポーツ委員会とし 

 て、ワイルドカードは1チームのみとし、参加チームからピクニックボラ 

 ンティアを拠出、3位決定戦を廃止、試合時間を早めるなどしながらピ 

 クニック運営への影響を 小化に努めることを基本に、ワイルドカード 

 制導入を提案したい。 

＜結論＞決勝トーナメントに出場するチームのピクニックとの調和・調整 

が難しいのでは、との懸念が文化委員長より呈されたが、上野会長か

らの提案もあり、今年度ワイルドカード制導入を試みることになった。こ

の制度の導入によってピクニック運営にどの程度の影響があるかなど

を検証のうえ、来年以降の導入については、理事委員会にて改めて

検討することとなった。 

平成24(2012)年2月度  商工会理事委員会 議事録 

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
知
っ
と
ん
物
語 



Gulf    Stream 3 

 ③文化委員会 

（土光辰夫副会長兼文化委員長・ 

村上伸二正会員） 

商工会・日本人会共催のピクニックは5

月13日（日）にThe Gordon Ranchで開催

決定。土光副会長兼分会委員長より同

Ranchとの契約内容のほか、昨年度及び

今年度予算、幹事団形成方法と依頼内

容、会員企業への依頼内容、そして昨

年との変更内容についての説明があっ

た。また、村上正会員よりピクニック当日

の時程に関し、ソフトボールワイルドカー

ド制の導入によるゲートオープンや表彰

式・ラッフル抽選会の時間調整に関して

のコメントがあった。 
 

④教育委員会 

（ライブロック祐子事務局長・ 

前田光治教育委員長代理） 

文部科学省より2009年3月に在外教育

施設シニア派遣校長として当地に赴任

されていた中島満校長が本年3月で帰

任される。中島校長には、補習校教職

員の意識改革・能力向上・指導環境整

備などを通じて学校教育の質向上に努

めていただいた。後任として山岡清孝氏

が3月中旬に当地へ赴任の予定。山岡

氏は長野県の小学・中学・高校で教鞭を

とられ、2つの小学校で校長を勤められ

た後、昨年3月に退職された。1990年か

ら3年間を北京日本人学校教諭として、

また2000年から３年間をカラカス日本人

学校の教頭として勤務された経験があ

る。3月17日（土）の卒園・卒業式、終了

式、離任式を以って今年度の日程を終

了予定。来年度の学級編成に関わる園

児・児童・生徒数については、小学部低

学年の人数増加により385名の見通し。 
 

  ⑤婦人部委員会 

（ライブロック祐子婦人部委員長） 

恒例の婦人部委員会主催の古本市、

ジャパン・フェスティバルの浴衣トライオ

ンのボランティア対象「着付け講習会」の

ほか、4月27日（金）のクラシックコンサー

ト、5月のプリザーブド・フラワー講習会

に向け、現在、それぞれの担当委員が

準備を進めている。婦人部委員会の大

きな活動は5月までで、6月から8月は休

会となり、9月に 後の顔合わせ会議が

予定されている。 

（各行事の詳細は商工会ホームページ  

http://www.jbahouston.org/

image/2012Feb16event.pdf 参照）  
 
９．事務局関連事項 

（ライブロック祐子事務局長） 

①ヒューストン美術館Japan Gallery等の開

設関連行事について 

昨年商工会並びに会員企業6社から建

設費として15万ドルを寄付したヒュースト

ン美術館Japan Galleryがオープンとな

り、2月9日からオープニングのスペシャ

   議事録 【2頁からの続き】 
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会員消息【敬称略・（ ）内配偶者名】 

   

ご存知の通りケネディ大統領は人生 後の瞬間をテキサスで迎えた。

1963年11月22日、オープントップ・リムジンに乗って沿道からの熱い声援

に応えている 中に銃撃されたのだ。犯人とされるオズワルドが銃を発

射したと言われているダラスの教科書倉庫ビルの6階が、現在はシック

ス・フロア・ミュージアムとなり、大統領暗殺に関する様々な資料を公開し

ている。教科書倉庫ビルはエルム・ストリートとヒューストン・ストリートの角

に位置し、銃弾が発射されたと言われる6階の窓からは、実際にパレード

のルートがよく見える。

大統領が銃弾を受けた

エルム・ストリートの地点

には、白いＸマークが書

かれ、倉庫ビルからは20
メートルほど離れてい

る。あのビルの6階から、

溢れんばかりの観衆や

視界をさえぎる木々など

の障害物をはさんで、時

速16キロほどとはいえ動

く標的を正確にとらえ、

大統領に致命傷を与え

ることが、本当にできるのか。実際に現場に来ると、事件の経緯を知る人

は皆、不可解な思いにとらわれるだろう。現在ではオズワルド単独犯行

説を信じている人は少なく、マフィア主犯説、軍産複合体の意を受けた

政府が主導したという説、大統領の座を狙ったジョンソン副大統領主犯

説、あげくに大統領選で敗れたニクソンの恨みの犯行説まで渦巻き、未

だに多くの謎に包まれている。教科書倉庫ビルの周辺を歩き、真犯人が

大統領に引き金を引いた場所とも言われるグラシー･ノールという丘を訪

れるうち、大統領暗殺という未曾有の事件の真相に迫りたくなるに違いな

い。 
ダラスの約30マイル西、フォートワースは、ケネディ大統領が生前 後

の演説を行った地である。暗殺される前夜に妻ジャクリーンとともに宿泊

したのが、ダウンタウンのとても便利な場所にあるフォートワース・ヒルトン

（当時はホテル・テキサス）。アメリカの歴史登録財にも指定されている由

緒あるホテルのあちこち

には、彼の写真や記念

の品が残されている。ち

なみにケネディ大統領

はヒューストンも訪れて

いる。1962年ソ連に負け

じと月面着陸計画を発

表 し た 演 説（通 称 ム ー

ン・ス ピ ー チ）を し た の

が、今年創立100年を迎

える名門ライス大学の

フットボール場。ヒュース

トンのNASAを基点にア

ポロ計画が発進したことを考えると、この地で熱い演説が行われたのも当

然のことかもしれない。 
初期の大統領にはバージニア州をはじめ合衆国に 初に加盟した13

州の出身者が多いが、近年はテキサス出身の大統領が多い。テキサス

で亡くなったケネディから政権を引き継ぎ、第36代大統領となったリンド

ン・B・ジョンソン (通称LBJ) は、テキサスのほぼ中央に位置するヒル・カ

ントリー出身。その風光明媚な地にはLBJゆかりの地がいくつかあり、観

光スポットになっている。そのひとつ、ジョンソン・シティには、LBJが少年

時代を過ごした家が保存されている。その当時まだ電気も届いていな

かった、貧しい町。しかし、州議会議員であった父と、この時代には珍し

く大卒で、非常に教育熱心であった母の影響で、LBJは幼いころから政

治的野心を育んでいった。その家の近くの小さなメインストリートには数

軒のかわいらしいお店とレストランが並び、アメリカの古き良き田舎町の

雰囲気が漂う。そのジョンソン・シティからほど近いストーンウオールという

田舎町は、LBJの生誕地。政治家としてワシントンに暮らすようになって

からこの地に広大な土

地を購入したLBJは、

亡くなるまでここで暮ら

した。彼の牧場兼邸宅

は現在は歴史公園とな

り多くの観光客が訪れ

る。LBJの生家や彼が

通った学校なども復元

され、美しい牧場を見

学しながら、いかにもテ

キサスらしい風景にひ

たることができる。彼は

自宅をテキサス・ホワイ

トハウスと呼び、この地でも多くの仕事をこなした。人に囲まれているのが

大好きだったLBJは、ここに様々なゲストを招きテキサススタイルのバー

ベキューでもてなしたとのことだ。大の犬好きでもあり、娘さんが拾ってき

た白い雑種犬を日本語の「雪」にちなんでYukiと名付け、心からかわい

がっていた。この歴史公園には大統領専用機（Air Force One）も保存さ

れている。牧場内の狭い空港にも着地できるコンパクトなこの飛行機が

お気に入りだったLBJは、Air Force One-Halfと呼んで愛用した。この公

園には、LBJのお墓もある。テキサスで生まれ育ち、大統領になってから

も出来るだけ牧場に囲まれた邸宅で暮らし、そして亡くなった。LBJは真

のテキサス人といえる

かもしれない。 
先述のライス大学以

外にも、大統領と縁の

ある大学がテキサスに

はある。テキサス大学

オ ー ス テ ィ ン 校 に は

LBJのライブラリーが、

また、カレッジ・ステー

ションのテキサス農工

大（Texas  A&M）に は

第41代大統領ブッシュ

（父）のライブラリーがあ

り、多くの人が見学に

訪れる。東海岸出身の

ブ ッ シ ュ 大 統 領 は

イェール大学を卒業、

新天地テキサスに移り

住み石油ビジネスで一

旗上げた後、政治家に

転進。東海岸出身と感

じさせないほど、今で

はテキサスに欠かせな

い人物である。ライブラ

リーに保存されている

ベルリンの壁の一部は、冷戦終結という歴史のうねりを感じさせ、興味深

い。ちなみに第43代大統領ジョージ・Ｗ・ブッシュ（息子）のライブラリー

はダラスに本部を置くサザン・バプティスト大学内に建築中で、2013年完

成予定である。 
歴史に名を残すこれらの大統領がいなかったら、もしケネディやリン

カーンが暗殺されなかったら、アメリカは、テキサスは、そして世界はどう

なっていただろうか。アメリカ大統領ゆかりの地を訪ねる旅は、偉大で遠

い存在であるはずの大統領を身近に感じるとともに、歴史や人類に対す

る興味を新たにする旅になることだろう。 

石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 
アメリカ大統領ゆかりの地への旅 その2  テキサス編  

(Johnson Library at UT) 

(Air Force One-Half) 

(Bush Library at Texas A&M) 

(Sixth Floor Museum) 

(Fort Worth Hilton) 

ロジャースゆきえさんを偲んで 

ルイベントが開催される。2月19日（日）

には東京博物館副館長の島谷氏による

宮廷美と仏教美術の講演と「書」のデモ

ンストレーションが一般客の前で行われ

る。また、谷口吉生氏のデザインによる

Asia Society Texas Center の建設が4月

に完了するため、そのオープニング行事

も予定されている。 

②会員消息 

正団体会員入会申請1社、正個人会員

入会5社（8名）、正個人会員退会4社（5

名）、常任委員新旧交代1社、正個人会

員転籍連絡1社（2名）の連絡（詳細は別

項「会員消息」欄参照） 

 

 
 
★よろしく！ ～新規入会です  

●正個人会員入会 

＊JOGMEC          市 川 真   

＊Mitsui E&P USA LLC   山 田 眞

＊NOLTEX LLC  

川端岳生・富山紳一郎・北尾雄二 

＊Tadano America Corp.  佃 智之

＊Toshiba International Corp.  

                          佐川智彦・鈴木 力 
 

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 
●正個人会員退会 

＊JOGMEC   中水勝（ひろ子）

＊Kuraray America, Inc  近藤芳郎（綾子） 

＊Mitsui E&P USA LLC  砂田知宏・中島敬 

＊Sumika Polymers America Corp.  

                   木本一志  

●替わりました  ～メモのお願い 

●常任委員新旧交代 

  JOGMEC （旧）中水勝→（新）市川真 
●正個人会員転籍連絡 

飯島透・盛谷陽昭    
  （旧）Mitsui & Co. (USA), Inc. → 

  （新）Mitsui E&P USA LLC. 

■ジャパン・フェスティバルへの協力願い 

 3月31日（土）・4月1日（日）にジャパン・フェ

スティバルが開催されます。商工会で担当す

るKid’s Activity や浴衣トライオンの準備な

ど、いよいよ 終段階に入りました。今年の

フェスティバルが更に盛大なものとなるよう、多

くの皆様方のご協力とご参加を宜しくお願い

致します。 
 
■ソフトボールの「ワイルドカード1チーム制」

導入について 

 5月13日（日）の商工会・日本人会共催「ピク

ニック・ソフトボール準決勝／決勝大会」で、

特別の試みとして「ワイルドカード1チーム制」

が導入されることになりました（詳細は議事録

第8項②と右記図を参照）。ピクニック当日のス

ケジュールやボランティアの調整なども含む

事前準備や当日の運営がスムーズに行われ

るため、会員各位のご理解とご協力をいただ

けますようお願い致します。 

    

お知らせ 

 ショーイング・ジャパンのメンバーとして長年活動

してくださったロジャースゆきえさんが、去る1月12日
にご逝去されました。 

 ロジャースさんは日本人会、日米協会のほかAsian 
Chamber of CommerceやAsia Society、The Asian/
Pacific American Heritage Associationなど様々 なア

ジア系団体の役員として、日本だけでなくアジア各国

の文化紹介や交流に長く尽力されました。ロジャース

さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

 “ロジャースゆきえ”という素晴らしい人を語るに
は、どんな言語を使っても無理があります。誰もが、
彼女の優しさあふれる人柄と暖かい心、限りない魅力
に惹かれました。もちろん私もその一人です。 

ゆきえさんが普通の主婦だった頃を皆さんは想像で
きないかもしれません。私たちはその当時ケイティー
に住む日本人の母親同士として意気投合し仲良くなり
ました。 

母親仲間が集まる時、ゆきえさんはいつも笑顔で、
どんな話も親身になって聞いてくれました。また、あ
る時、ゆきえさんが「みんなが電話してきて、愚痴を
言うのよ。まるでわたしってゴミ箱みたいね」と言う
のを聞いて、彼女の心の広さに甘えていた自分に気づ
き、即座に前の旦那の悪口を言うのをやめました。こ
んなふうに、女性として、母親として、そして友達と
して分かち合った一つ一つのエピソードは今では私の
一生の宝物です。 

お酒が飲めなかったゆきえさんですが、ある年の我
が家でのクリスマスパーティーで、ウオッカの入った
ポンチを飲んでしまったことがありました。ウオッカ
が入っているからと注意をしたにもかかわらず、大丈
夫よと言ってついつい飲みすぎてしまったゆきえさ
ん。真っ赤な顔をして、ぐったりとソファーに座って
いるその時の写真を見るたびに微笑んでしまいます。 

こんなお茶目なゆきえさん。でも、私が人生最大の
困難にぶつかって悩んでいる時に、いつもそばにいて
支えてくれたのは彼女でした。もしその支えがなかっ
たら、今の自分はなかったと思います。この時ほど友
情のありがたさを感じた事はありません。 

旦那様の不慮の事故にもめげず、その後ヒュースト
ンのコミュニティーの中で大活躍されていたゆきえさ
ん。彼女の遺志を継ぐべく、私達にできることはここ
ヒューストンでの社会貢献だと思います。彼女が尽く
してきた十分の一いや二十分の一でもそれが出来た
ら、きっと天国から「ありがとう」と、あの美しい笑
顔で微笑んでくれることでしょう。 

                            トンプソン桂子 
（ショーイングジャパンメンバー） 

優勝 

勝者 勝者 

予選１位 勝者 予選２位 予選３位 

予選４位 Wild Card 
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第90回 石井宏子さん 

 夫の転勤でヒューストンに来てから、1年あまりが経ちました。生まれて

初めてのテキサス州、右も左も分からず、全く上達する気配のない我が

英語力に落ち込みながら、それでも少しずつ分かってきたヒューストンの

魅力。今日は、そのうちのいくつかをご紹介したいと思います。 
 
1. ユニークな食べ物 

 テキサスと言えば肉！BBQも美味しいけれど、Chicken Fried Steak 
with Milk Gravyは実にテキサスらしい料理です。チキンステーキと言っ

ても鶏肉ではなく、牛肉に衣をつけて揚げた、いわゆる「ビーフカツ」。フ

ライドチキンのような味付けなのでこの紛らわしい名まえがついたとか。

バター風味のこってりグレイビーソースをたっぷりかけて供される、かなり

ヘビーな一品でした。 

 ヒューストンはレストランの種類が実に豊富。私の一押しはモントローズ

のBaba Yega Restaurant、1970年代から人気のベジタリアン・レストランで

す。アボカド・べジー・バーガーをはじめベジタリアン・メニューが充実し

ているだけでなく、肉や魚のヘルシー料理もあるので、ベジタリアンでな

くても皆が満足。中庭の噴水やハーブガーデンも美しく、癒され、くつろ

げるお店です。 
 
2. ビールが美味しい 

 年間の半分以上が夏のヒューストンにあって、喉ごし爽快なシャイナー

ボックは欠かせない存在。そしてビール工場見学に行くなら、ヒュースト

ンのダウンタウンの北、Saint Arnold Brewing Companyがお薦めです。

1994年創業の地ビールの会社で、一人

7ドルで4杯のビール・テイスティングと工

場見学が楽しめます。ユニークなのは、

「スナックやランチの持込み大歓迎」。工

場の中にはゆうに400人は収容できる大

きなビアホールがあって、見学者の皆さ

んは持参したおつまみをテーブルに広

げて、ビール片手にパーティの始まりで

す。土曜日ともなると、床まで人があふ

れ、折りたたみイスやビニールシートで

席取りをするグループも。なんとも熱い

活気にあふれた工場見学でした。（写

真） 
 
3. 教会は観光名所 

 私はジョエル・オスティーンの大ファ

ン。アメリカで最も有名な牧師の一人

で、その説教は全米にテレビ中継されています。彼の礼拝が行われる

Lakewood ChurchはかつてNBAヒューストン・ロケッツの本拠地であった

スタジアムで、5万人以上を収容できる全米最大の教会。彼の説教を聞

こうと、地元民のみならず全米から信者や観光客がこの教会を訪れま

す。南部訛でにこやかに語りかけるジョエルの話にはいつも前向きな

メッセージがあり、クリスチャンでなくとも共感できることでしょう。 
 
4. 豊かな自然 

 3月中旬から4月にかけては、テキサス州の花ブルー・ボネットや真っ

赤なインディアン・ペイントブラッシュなど色とりどりの花が野に咲く季節。

誰と競うこともなく、高速道路の脇の草地などに一生懸命咲いている姿

は、とても可憐です。この時期は、オースティンやフレデリックスバーグ、

そしてその周辺に魅力的な小都市が集まったThe Hill Countryというエリ

アに行くのがお薦め。テキサスが美しい自然に満たされていることが実

感できます。 
  
 何かの縁で巡り合ったヒューストン、そしてテキサスの魅力を、もっと探

してみたいと思います。 

  

2006

年 

2007

年 

2008

年 

2009

年 

2010

年 

2011

年 2011 年対前年比

殺人 376 353 295 292 269 198 73.61% 

強姦 854 694 750 823 712 771 108.29% 

強盗 11371 11479 10603 11367 9449 8054 85.24% 

傷害 11648 12040 13132 13118 12061 11869 98.41% 

身体犯合計 24249 24566 24780 25600 22491 20892 92.89% 

                

住居侵入＋

侵入盗 26869 29044 26947 29279 27924 27469 98.37% 

非侵入盗 73091 74817 68598 77058 74581 68596 91.98% 

自動車盗 21093 19465 15214 14596 12816 12281 95.83% 

財産犯合計 121053 123326 110759 120933 115321 108346 93.95% 

                

総計 145302 147892 135539 146533 137812 129238 93.78% 

 出所：ヒューストン市警察（http://mycity.houstontx.gov/crime/）及び 

        FBI（http://www.fbi.gov/stats-services/crimestats） 

 駐妻のヒューストン日記 

 ヒューストン市における2011年の犯罪発生認知件数の速報

値が1月4日にヒューストン市警察より発表されました。統計に

よると、2011年における殺人は198件で1965年以来最少となり

ました。その他の犯罪については、「強姦」が2010年より増加

しましたが、「強盗」、「傷害」、「侵入盗」、「非侵入盗」、「自動

車盗」ともに前年に比べ減少しており、昨年に引き続き、全体

として犯罪件数は減少傾向にあります。 

 ヒューストンでの犯罪が減少傾向にあるとはいえ、、数多くの

犯罪が発生していることは上記の表を見ても明らかです。平

穏な生活の中でも「防犯」への心構えを忘れることなく、引き続

き、防犯の鉄則「自分と家族の安全は自分たちで守る」を常に

心がけることが肝要です。いつも用心を怠らず、深夜の外出を

できるだけ避け、日中であっても危険な場所や人影のない場

所に近づかない等、十分にご注意ください。 

また、我々は銃器の所持が一般的であるところで生活して

います。１月には他市での出来事ですが、学校に空気銃を持

ち込んだ生徒が、警官の制止命令に従わず銃撃されるという

事件が起きました。相手の如何を問わず、不測の発砲があり

得ることを改めて認識し、注意深く行動しましょう。 

日常の一般的な心構えとしては、自動車を駐車する際には車

内に貴重品を残さないようにすること、家では鍵をしっかりとか

けること、近隣住民とのコミュニケーションを取ることが大切で

す。 

  また、ヒューストン市警のHPhttp://www.houstonpolice.org/

内のOrganizationの項目内で各警察署の管轄区分を示す

Beat Mapを確認し、お住まいの地区の所轄署の連絡先を把

握しておくことも有益です。緊急時には911に連絡をすれば良

いですが、緊急とはいえないものの何か不安なことがあった場

合や、警察に対して助言を求めたい場合には、各管轄警察に

連絡をした方がスムーズな対応を期待できると思われます。 

また、同HP内http://www.houstontx.gov/police/

crime_prevention/には各種犯罪に対する防犯対策も掲載さ

れているのでご参照ください。 

安全危機対策委員会 

 ヒューストン安全情報発信  
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 有望若手落語家の古今亭菊志

ん師匠に日本からヒューストンに

お越し頂き、2月14日にヒュースト

ン初公演をメモリアルシティモー

ルで行いました。バレンタインデ

イにもかかわらず、会場は102名

の観客で満席になりました。 
 
 昨年11月に師匠の友人から米

国公演の話があり、日本人会で

是非ヒューストンでの生の落語公

演を実現させようという事になりま

した。「今回の米国公演の意義

は、生の落語を聴かれたことのな

い方にも落語を届けること」という

師匠の熱い思いを伺い、その気

持ちに賛同した様々な方の協力

を得て実現することができました。また、せっかくの

機会ですのでテキサス各都市にも声をかけたとこ

ろ、オースティン、ダラス、サンアントニオでも落語

会を行うことになり、テキサス縦断落語公演になり

ました。 
  
 菊志ん師匠は落語の名人古今亭円菊師匠のと

ころに何度も通い、やっと弟子にしてもらったあと

長年修行を積み、平成19年に真打に昇進されて

います。簡単な略歴と受賞歴は以下の通りです。 
 
平成6年3月 愛媛大学教育学部卒業   
平成6年4月 古今亭円菊に入門 
平成6年6月 前座となり「菊朗」を名乗る。 
平成10年5月 二つ目に昇進 
平成19年3月 真打昇進と同時に「菊志ん」を襲名 
 
受賞 

平成10年 第3回 岡本マキ賞 

平成15年 NHK新人演芸大賞 落語部門大賞 

平成15年 北とぴあ若手落語家競演会大賞 

平成16年 さがみはら若手落語家選手権優勝 

平成21年 国立演芸場花形演芸会銀賞 
 
 高座以外の仕事では、映画「しゃべれどもしゃべ

れども」（国分太一主演）落語監修指導およびサウ

ンドトラックCD落語収録、テレビ落語番組出演多

数、また集英社提供ネットラジオ「Radio ヤンジャ

ン！」メインパーソナリティーなど、多方面でご活

躍されています。 
  

 当日は軽快な出囃子に合わせて師匠が登場し、

ウォームアップとして、落語の基本の話から。人が

家を訪問するシーンや、扇子と手拭いの使い方の

説明があり、目線の使い方や力の入れ方で、扇子

が刀になったり、船を漕ぐ艪になったり、手拭いも

立派な手紙になったりと、色々と表現して見せてく

れました。小道具だけではなく、蕎麦、うどん等を

食べる演技は観客の想像をかきたて、自然と落語

の世界に入っていくことが出来ました。次に小話が

二つ。一つ目はネズミを捕まえて大きい、小さいと

夫婦が口論していると、ネズミが「チュウ！（中）」。 

 二つ目は、お祖母ちゃんが水泳教室で泳ぎが上達し、

“三途の河でも渡れるようになるのではないか”と先生が冗

談を言ったところ、家族からターンだけは教えないでくれと懇願される、というもの。

どちらも笑いを誘われました。 

 そうして観客が師匠の話にどんどん引き込まれていると、一席目「初天神」の始ま

りです。父親が、物ねだりが激しいので連れて行きたくない子供と一緒に神社のお

参りに行く話です。最初子供は行儀よくしていますが、神社に着くなりおねだりが始

まり、「飴を買ってくれ、次は団子を買ってくれ、買ってくれないと大声を出す。」と父

親を困惑させます。父親に団子を買わせることには成功しますが、店主から手渡さ

れた団子の蜜を父親が全部しゃぶってしまい、蜜無し団子を渡された子供が、こん

な父親と来るんじゃなかったと逆に嘆いてお終い。父親、母親、子供の三役を座っ

たままで背高の差も含めて表現す

る師匠の技に見入りました。 
 
 一席目の後に質問コーナーが

設けられ、引き込むような話し方の

コツについての質問が出ました。

公演の最初にお客さんと一緒にな

れるような話を入れてみたり、話の

途中に「間」を入れるのがミソだと

師匠のお答え。やはり落語も対話

であり、一体感が大切だと思いま

した。 
 
 二席目に入り、今度は落語の三

原則「飲む、打つ、買う」から酔っ

払いの話になりました。ここでも師

匠は巧みな仕草や顔の表情で、

お酒を飲む様子や性格の変わり

様を表現し、だんだんと舞台に

酔っ払った男が完成されていきま

す。店を出てきたそんな男を人力

車の車夫が達者な口で何とか客

にしてみたものの、逆に色々と困

らせられる羽目に。男の家にたどり

着いた後、今度は男が妻と口喧嘩

を始め、男は文句を言う妻に「礼

儀がなってねえ、旦那には丁寧に

接するんだ」と口やかましく説教を

始めた挙句、「寝る前に酒を飲む

んだ。買って来い。」と妻を買い物に追いやります。出て

行った後で、「自分は口ではあんなことを言っているけれど

も本当は妻に感謝しています。生きた弁天様のようです。

捨てられたら困る。」等と独り言を言っていて…ふっと気が

付くとまだ妻が買い物に行っておらず、さっきの本音が聞

かれていた、というオチの「代わり目」。酔っ払いで乱暴な

夫、口答えをする不満そうな妻、表情豊かな師匠の顔にそ

んな男と女が行ったり来たりと、一人で何役もされる様子に

は思わず魅入ってしました。 
 
 二席目終了後、師匠はバラの花束と女の子からバレンタインのチョコ

レートを受け取り、最後に観客みんなと東日本大震災復興応援の為に

「頑張れ日本」のメッセージをTVジャパンが収録して落語会は終了しまし

た。笑いの渦で皆を楽しい気分にさせ、和ませてくれた菊志ん師匠には、

参加者一同を代表し心からの感謝の辞を申し上げたいと思います。多く

の方がアンケート調査に書かれていたように、来年も是非師匠にヒュース

トン公演をして頂きたいと願っています。 

（武智真二） 

古今亭菊志ん師匠 ヒューストン初公演 

笑
い
が
一
番 
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■プリザーブドフラワー講習会

開催のお知らせ 
 昨年度好評だったプリザーブ

ドフラワー講習会を今年も以下

の日程で開催する予定です。参

加の申し込みや詳細につきまし

ては、4月上旬にメールにてご案

内させていただきますので、ふ

るってご参加ください。 
講師：坂本吉弘先生 
日時：5月2日（水）10:00~12:00 
         5月15日（火）10:00~12:00 
場所：三水会センター会議室 
 両日とも初心者対象で内容に

変わりはありません。応募多数の

場合、初めて参加される方を優

先させていただきます。 

 ここヒューストンではついつい忘

れられがちの日本の大切な行事

「節分」をテーマに2月7日、11日

の両日「あそぼーかい」が開催さ

れました。 
 紙芝居「おにがしまのとらがり」の

後、今月の歌で「まめまき」を歌っ

ていると、赤おに青おにが登場。

中には、（スタッフと分かっていて

も???）あまりの迫力にお母さんに

しがみつくちびっ子もいました。み

んなでやわらかいボールを豆に見

立て、豆まきをしておにを退治。

今度はちびっ子達の迫力に、お

に達もとうとう降参。 後は、みん

なで仲良く「おにのパンツ」を踊り

ました。 
 2月のお誕生会の後、少々早め

ではありますが、お雛様を作りまし

た。みんなそれぞれにかわいいお

雛様が出来上がり、うれしそうに持

ち帰りました。きっとおうちに飾っ

てくれていることでしょう。 

 これからも楽しいこといっぱいの

「あそぼーかい」に是非遊びに来

てください!! 
 
  
 スタッフは、随時募集中です。ご

興味をお持ちの方やお問い合わ

せは、次のアドレスまでご連絡下

さい。お待ちしております。 
あそぼーかい 
mama_asobokai@yahoo.co.jp 
読み聞かせの会  

houstonyomikikase@yahoo.co.jp 
 
 
※活動予定には変更がある場合 

もございます。三水会センター内 

ポスターやヒューストンなびでご確 

認下さい。 

■浴衣トライオン着付けボラ 

ンティア募集 
  今年も3月31日（土）と4月1
日（日）に、ジャパンフェスティ

バルが開催されます。 
 婦 人 部 は 今 年 も ハ ー マ ン

パーク日本庭園に於いて「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

あげる催しです。 
 引き続きボランティアを募集

しておりますので、ご興味のお

ありの方は、
yukatatoraion2012@gmail.com 

までお問い合わせ下さい。お

待ち申し上げております。 

■クラシックコンサートの 

お知らせ  

～赤ちゃんから大人まで 

どなたでも～ 
 
 日々のあわただしさを忘れて、

クラシックの音色に耳を傾けるひ

と時をヒューストン在住の皆様に

お届けしようと、コンサートを企画

いたしました。授乳やおむつ替

えのためのスペースを用意して

おりますので、小さいお子様連

れでも大歓迎です。皆様お誘い

あわせのうえ、次のアドレスまで

ご応募ください。 
■日時：4月27日（金） 

10:30~12:00 (10:10開場) 
■場所：メモリアルシティモール

内Virtuosi of Houston 
■演奏者：  

阿部雪子（ヴァイオリン）  
佐々木麻衣子（クラリネット） 
平田真希子（ピアノ） 

3月 

●31日（土） 

    ジャパンフェスティバ ル 
 

4月 

●1日（日） 

    ジャパンフェスティバル 

▼5日（木）あそぼーかい 

   （10: 30～） 

▼14日（土）あそぼーかい 

   （9: 30～） 

▼21日（土）絵本読み聞かせ 

  の会（10:00～3歳以上/10:30 
  ～ 3歳未満） 

■27日（金）クラシックコンサート 

 （1030:～12:00） 

5月 
 
 
 
 
 
 

■2日（水）ブリザードフラワー 

   講習会 （10:00～12:00） 

▼5日（土）あそぼーかい 

   （9: 30～） 

▼8日（火）あそぼーかい 

   （10: 30～） 

▼12日（土）絵本読み聞かせ 

  の会（10:00～3歳以上/10:30 
  ～ 3歳未満） 

■15日（火）ブリザードフラワー 

   講習会 （10:00～12:00） 
 

6月 
▼2日（土）あそぼーかい 

 （9:30～） 
 

ピーカンキッズ 

活動報告 

 
婦人部便り 

■参加費用：大人12ドル/ 商工

会会員及びその家族10ドル（未

就学児無料） 
事前のお申し込みが必要です。 

尚、会場の都合で定員になり次

第申し込み受付を締め切らせて

いただきます 
■お申し込み、お問い合わせ：
ongakukikitai2012@gmail.com 
※詳しくは折込みをご参照くださ

い。 

 

■古本市開催報告 

 2月25日（土）、補習校にて婦

人部委員会主催の古本市が開

催されました。  

 オープン直後からたくさんの方

にお越しいただき、 後までお

客様がとぎれないほど盛況でし

た。 
 お か げ さ ま で、売 上 金 

$837.50、寄附金 $337.63、合計 
$1，175.13の収益を計上すること

ができました。皆様のご理解とご

協力に心より御礼申し上げま

す。 
 収益金は全額三水会センター

図書館に寄付し、新しい児童書

を購入していただきます。 
 次回は三水会センターにて9
月に開催する予定です。ご家庭

でご不要になりました本や雑誌

等がございましたら、三水会セン

ターにて随時受け付けておりま

すので、ご寄附いただきますよう

宜しくお願い申し上げます。 
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 日本人会に続き、2月18日にはヒュースト

ン日本語補習校でも古今亭菊志ん師匠の

落語公演が行われました。 

 6時限目終了後、オーディトリウムに集まっ

た生徒たちが、舞台の赤い座布団を見て

「笑点みたい」「どんな人かなあ」と期待を高

まらせる中、中島校長先生によるご紹介に

続き、お囃子にのって師匠が登場。落語を

きいたことのない生徒たちのために、まず落

語の約束ごとの説明から入り

ます。この中で、具体例として

そばの食べ方を師匠が実演

した後、生徒の中から高校生

の一尾泰造君が指名されて

高座にあがり、落語式に食べ

て見せました。一尾君の堂々

とした演技で客席が大いに沸

いたところで、次は中島校長

先生が指名されて「女性がイ

ヤリングをはずすところ」に挑

戦。校長先生の名演技に生

徒たちは大喜びでした。 

 座が盛り上がったところでい

よいよ始まった一席目は古典

落語から「松竹梅」。松五郎、梅吉、竹蔵のトリオが、「名前がめでたい」と

いう理由で出入り先のお店のお嬢さまの婚礼に招かれた話です。 
 この噺の後は質疑応答。「しょうちくばい、って何ですか？」「どうして落

語家になったのですか？」「落語をやっていて良かったと思うのはどうい

う時ですか？」など、興味津々の質問が次々と飛び出し、師匠は時にた

じたじしながらも、真剣にそれぞれの質問に答えてくださいました。 

 二席目は同じく古典落語から「平

林」。漢字が読めない丁稚のお使い

に共感した生徒たちは、師匠の声音

や表情やしぐさに聞き入り笑い転げま

した。話が終わった後、生徒代表が師

匠に今日の公演について自分たちが

考えたなぞかけで御礼の言葉を述

べ、テキサス名物を贈呈しました 。 

 公演終了後、日本人会の武智会長が登壇。「今、テレビジャパンがき

ているので、ヒューストンの子供たちから日本にエールを送ろう！」との呼

びかけに応え、一同が立ち上がって「がんばろう、日本！」と叫んで落語

独演会はお開きとなりました。 

（補習校運営委員会） 

生かされて生きた日々・・感謝に代えて 
 

                 ヒューストン日本語補習校長 中島 満 
 
 「光陰矢の如し」とは、真にうまく表現したものである。私が当地に赴任したのは

平成21年3月13日（金）であった。空港には松本賢治校長、川瀬裕司運営委員会

委員長、PTAの今村邦子会長他、多くの方が迎えてくださった。長旅に時差ぼけ

が加わり、どのようにご挨拶を申し上げたか記憶から消えてしまっています。ただ、

記憶しているのは、「校長として赴任した以上は、この地で 良の教育を提供する

補習校創造を目指す。」とする決意だけです。 

 あの日から早くも3年経ちました。そして今、あの時の決意を思い出す度に「もう

少し・・・。」「今一度・・。」と自らを喚起していた我が身を思い起こします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「１枚の色紙」・・もうだめだ、と思う向こうに道がある 

 キャリア教育・進路指導の実践研究をライフワークとしていた私が在外教育施設

に赴く事になったとき、日本の進路指導実践家として 高の先生であると評され

た本間泰先生（新潟県、平成23年4月逝去）は私に1枚の色紙を渡し『「中島先

生、人間、何をやるにしても簡単に諦めたらものになりませんね。「もうだめだ、と

思う向こうに 道がある。」ですよ。』と仰った。更に、「新たな出会いが待っていま

すから、素晴らしい成果を挙げて帰国してください。」と私を送り出してくださった。

色紙には「出会い ふれ合い 磨きあい」と揮毫されていた。  
 
「出会い ふれ合い 磨きあい」 

 学校は組織的継続的に教育実践を展開してこそ、成果を挙げることが出来るの

であり、決して一人一人の先生が勝手気ままに指導することを認めるものではあり

ません。そして、授業開展においては、より上質な指導を求められる存在であるが

故に、研修に励むことによって児童生徒や保護者の信託に応える存在となり得る

のです。そこで、縁があって補習校に集った先生方の指導力・授業力の向上に資

する営みを「出会い ふれ合い 磨きあい」と位置づけ、授業研究に勤しんだ次第

です。結果的には、本校初の「自主公開授業研究発表会」の開催となり、本校の

先生方のみならず、米国南部地区の補習校から参集した先生方にとっても大きな

成果となったのです。 
 
「生かされて生きること」 

 私はシニア派遣の校長としてヒューストン日本語補習校に赴任しました。日本等

での校長職を12年間務めました。多くの人と出会い、種々の啓発を受けました。 

 前運営委員長の川瀬裕司様、現委員長の前田光治様を始め運営委員各位と

は胸襟を開いた意見交換が出来、全面的に私の教育指針をバックアップしてい

ただきました。ヒューストン日本商工会の元会長の渡辺龍二様、前会長の秋葉慎

一郎様、そして現会長の上野真吾様を始め商工会役員各位は、本校の設立母

体としての立場をしっかりと堅持され、補習校の財政基盤確立のために惜しみな

く尽力してくださった。前総領事の大澤勉様、現総領事の山本条太様、そして総

領事館の皆様には何かとご教導賜りました。そして、本校教職員、保護者各位に

はキラキラと輝く眼差しをもって、補習校教育の充実にご支援を頂戴しました。

PTAの役員やクラス委員の皆様には、本校運営に大きな力を頂戴しました。真に

多くの方々の支えによって、私は生かされて生きてきたことを実感しています。 

 アメリカの大地には社会科の教員としても見学したいところが多々ありました。し

かし、ヒューストンを離れたのは、派遣校長研修会で訪れたデトロイト、ワシントン、

ロサンゼルスの3都市、そして巡回指導に赴いたオースチンとサンアントニオだけ

でした。校長として赴任したのであり、それ以上でも以下でもなく、職務の達成だ

けを目指した充実ある歳月でした。いずれの日か、観光だけを目的として再渡米

できる日を楽しみにして帰国致します。 

 ヒューストンの皆様のご健勝とご多祥を心から祈念し、感謝の言葉と致します。 

菊志ん師匠、補習校にも！ 

小学校１年生の教科書とかけて 

菊志ん師匠の落語と解く。 

その心は… 

 …その心は 

“幼稚園にはちょっと

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

メディカルセンターの様子などを連載記事としてご紹介しています。 

前回の瀬戸山徹郎先生から消化器外科ご専門の本城総一郎先生にバトンが移りました。 

 はじめまして。私は2011年6月からMD Ander-

son Cancer Center消化器腫瘍部門で研究留学

しております。日本では主に消化器外科の臨床

に従事しておりました。消化器外科は食道、胃

から大腸、肛門に至る消化管と肝臓、膵臓、胆

道など消化器に関連する臓器など腹部全般に

関わる外科です。誰でも病気のため手術が必

要になることがありますが、腹部手術は以前と比

較して大きく様変わりしています。今回は近年

の腹部外科手術の進歩について述べてみたい

と思います（日本で行う手術を前提にしておりま

す）。 
 
腹腔鏡下手術 

 胃や大腸など腹部臓器が収まっている空間を

腹腔といい、腹腔内に挿入された内視鏡カメラ

を腹腔鏡といいます。腹腔鏡を用いて行う手術

を腹腔鏡下手術といいます。かつて腹部の手

術はすべて体表を大きく切開する必要があり、

手術後は腹部に大きな手術痕を残していまし

た。しかし1987年フランスで胆嚢摘出の腹腔鏡

下手術が世界で初めて成功し、その後急激に

普及しました。腹腔鏡下手術は腹部に5-15mm

程度の小さな穴を数カ所開け、腹腔鏡という直

径約1cmの細長いスコープ（内視鏡カメラ）と直

径数mmの細長い鉗子（臓器をつまんだり剥が

したりする器具）や電気メス、超音波メスなどの

切開装置を使ってテレビモニターを見ながら体内

の臓器を摘出する方法です（図参照）。1990年代

半ばから腹腔鏡による手術は早期の胃癌や大腸

癌手術でも行われるようになり、現在では一般的

な治療方法となりました。当初は早期癌に限られ

るなど限定的な治療でしたが、今では手術可能

な症例が拡大され、多くの患者さんが腹腔鏡で

手術を受けておられます。これまでお腹の診察を

する時手術痕からある程度の手術歴を予想でき

ましたが、これからはお腹の手術痕だけでは何の

手術をされたのか分からなくなります。2006年に

当時ソフトバンクの王貞治監督がこの方法で胃全

摘出術を受けられました。 

 手術の利点は切開が小さいことによる手術後の

痛みの軽減、それによる早期退院が可能になりま

す。また切開が小さいことで手術痕が目立たず美

容的に優れています。手術は開腹手術に比べて

難易度が高くなり、当初はこれによる合併症が多

く発生していたと思われますが、その後の手術手

技の向上や工夫、手術器具の改良により安全に

行われるようになりました。腹腔鏡下手術はその

他にも逆流性食道炎、肝臓切除、鼠径ヘルニ

ア、虫垂切除、イレウスなど多くの腹部手術で行

われています。 
 
単孔式腹腔鏡下手術 

 さらに進んだ腹腔鏡下手術として単孔式腹腔

鏡下手術があります。「TANKO」や「SILS」とも呼

ばれます。2～3年前から広く知られるようになった

手術法です。これまで説明した腹腔鏡下手術は

小さな穴を数カ所開けて手術を行いましたが、単

孔式はお腹に元々ある唯一の傷、おへそを切開

し、すべての器具をそこから腹腔内に入れて手術

を行うものです（図参照）。そのため、手術後は傷

がおへそに隠れるため腹部には手術痕が見えな

いことになります。まだ胆嚢摘出、虫垂切除など

限られた病気の治療方法となりますが、今後胃や

大腸などの手術にも応用されていくことが予想さ

れます。 

 手術の難易度は高く、手術痕がないこと以外に

腹腔鏡下手術に勝る利点があるのかまだはっきり

していない段階ですが、腹腔鏡下手術同様に工

夫がなされ、普及していくかもしれません。 
 
da Vinci（ダヴィンチ） 

 いわゆるロボット手術です。正式には「内視鏡下

手術支援装置」といいます。患者さんの体に小さ

な数カ所の穴を開けるのは腹腔鏡下手術と同じ

ですが、挿入される内視鏡や鉗子が劇的に改良

されています。腹腔鏡下手術では二次元で単焦

点カメラなのに対し、ズームが可能で鮮明な三次

元立体画像を見ながら、手ぶれ防止装置の付い

次回は、消化器内科ご専門の鈴木玲先生です。私と

ほぼ同時期にヒューストンに来られ、同じアパートで

親しくさせていただいています。同じ消化器専門でま

たご夫妻とも私と同じくボート部出身でさらに親しみ

が湧きました。今はトライアスロンに挑戦されるなど（こ

こは私と違い）若さを保っておられます。  

た手首のように自由に動かせる鉗子を遠隔操作

します。図で説明すると、右側に布を掛けられ横

たわった患者さんがおり、腹部に開けた小さな

穴から器具を腹腔内に挿入しています。左側に

座っている緑の服を着た人が術者で遠隔操作

をしています。ロボットが自動で手術を行うことは

なく、人間がロボットを操作することで手術が行

われます。 

 装置は高価で日本ではまだ保険で行われる

治療ではありません。導入されている病院も日

本ではまだごく一部にとどまっています。今のと

ころda Vinci手術を行うには国内でメーカー指定

の研修を受け、普及の進んだ韓国や米国で海

外研修を受ける必要があります。前立腺や子

宮、肺など比較的固定された臓器では有用性

が高いようですが、操作範囲が広く、可動性の

大きな臓器を扱う腹部手術でda Vinci手術が普

及するかどうかは分かりません。現在多くの施設

が導入し始めており、その成果が注目されます

（2012年4月より前立腺癌に限り保険適応となり

ます）。 
 
経管腔的内視鏡手術 

 「NOTES」と呼ばれ、自然に開口した部（口、

肛門、膣など）から内視鏡を入れ腹腔内に入っ

て手術を行う方法です。体表に切開を必要とし

ません。例えば口から柔らかい内視鏡を入れ、

胃に穴を開けて腹腔内に入り、虫垂を切除する

ような手術です。日本ではまだほとんど行われて

いませんが世界的には研究開発が進んでいま

す。 
 
 近年行われている外科手術の一部を紹介しま

した。私が外科医になった10数年前、腹腔鏡下

胆嚢摘出術はほぼ普及した治療法でしたが、胃

癌や大腸癌などは大きく切開する手術がほとん

どでした。しかしその後の腹腔鏡下手術の進歩

はめざましいものがあります。10年後、20年後に

は今では想像もできないような手術、あるいは手

術以外の治療が行われているかもしれません。 

❖❖❖ 

 第90回 

傷の小さな手術 
（腹腔鏡手術からロボット手術まで） 

MD Anderson Cancer Center研究員 

本城総一郎先生 

 2006年の基礎調査に始まった

日本庭園改修工事は今年で7年

目に入りました。  

  既報のとおり優れた指導者で

あった造園技師中井皓允先生

が今年元旦に逝去されました

が、その後継者である橋本 彩氏

と庭師岩崎博司、岩崎大樹両氏

を2月5日から2月12日まで招聘

し、プロジェクトを再スタートさせ

ました。 

 今回の作業の中心は二年前に

大手術をした結果、幹 だけが

残ったような百日紅をなだらかな

自然な姿に戻す為の剪定と黒松

の剪定でしたが、正門入り口の

黒竹を透かして風のそよぎが感

じられるようにしたり、同じ入り口

右側の槙の生垣が成長してきた

ので形を整えたりなどして、広く

園内の手入れも行いました。茶

庭内に波型の竹の垣根（斜子垣

ななこかき）が新しく設けられまし

た。藤棚には藤が二本植えられ

ていましたが、一本だけで充分

に拡がり始めていますので、余

分な一本をFannin 側のフェンス

内側に移植しました。毎年美し

い薄紫の花が咲いていますが、

今年も其れを期待しています。 

 橋本先生は、かねてより故中

井先生からご指示を仰がれ、

我々が宿題として取り組んでき

た作業の進み具合を調査され、

それに新しい提案を盛り込んだ

60項目に及ぶ要点表を作成して

くださいました。近い将来に予定

される園内の作業具置き場や、未だ検討中では

ありますが第二門建設の為の調査などに加え、

例えば園内トイレドア前に竹垣を設けて目隠し

にするなど、具体的ご提案を幾つも戴きました。 

 今秋、日本政府から贈呈される予定の櫻の植

栽場所については、今のところ園内に11本、

Fannin 側フェンスの外側に9本と言う構想です。

残された宿題は山ほどあり、盛り土、植栽、剪

定、生垣作りなど数え切れませんが、私たちは

引き続き作業を進めます。 

 園内は既にOklahoma red budや桜が咲き始

めていますが、これから日を追ってつつじ、紅

梅、メキシコ梅など次々に咲きます。是非お出

かけ下さい。   

 今回も例年に増して沢山の方々のご支援を戴

きました。ヒューストン市のParks & Recreation 

Department からDirectorのMr. Joe Turnerご一

行が現場を訪れ、日本からの三人に感謝状と記

念品を授与されました。また、山本日本総領事

にご挨拶の機会も得られました。商工会、日本

人会、日米協会、日系アメリカ人連盟の代表の

方々からは、Dinnerへのご招待や記念品を頂き

ました。斎藤明美様、渡辺のぞみ様、坂下みわ

様、Donna Cole様、南 貴美子様、そしてハーマ

ンパーク管理委員会のDoreen Stoller様など、ご

婦人がたには昼食のお世話になりました。期間

中、縁の下を支えて戴いた山口貴子様、西名緯

久男様を始め、ご支援くださいました皆様にこの

紙上をお借りして厚く御礼申し上げます。 

  

Hermann Park Conservancy 

理事  南 邦夫 

ヒューストン日本庭園改修プロジェクト7年目に向けて 

お詫びと訂正 

 本誌２月号にご登場下さいました瀬戸山先生のお

名前に間違いがありました。お詫びと共に下記のよう

に訂正致します。申し訳ありませんでした。 

（誤）瀬戸山徹朗 → （正）瀬戸山徹郎 
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を腹腔鏡下手術といいます。かつて腹部の手

術はすべて体表を大きく切開する必要があり、

手術後は腹部に大きな手術痕を残していまし

た。しかし1987年フランスで胆嚢摘出の腹腔鏡

下手術が世界で初めて成功し、その後急激に

普及しました。腹腔鏡下手術は腹部に5-15mm

程度の小さな穴を数カ所開け、腹腔鏡という直

径約1cmの細長いスコープ（内視鏡カメラ）と直

径数mmの細長い鉗子（臓器をつまんだり剥が

したりする器具）や電気メス、超音波メスなどの

切開装置を使ってテレビモニターを見ながら体内

の臓器を摘出する方法です（図参照）。1990年代

半ばから腹腔鏡による手術は早期の胃癌や大腸

癌手術でも行われるようになり、現在では一般的

な治療方法となりました。当初は早期癌に限られ

るなど限定的な治療でしたが、今では手術可能

な症例が拡大され、多くの患者さんが腹腔鏡で

手術を受けておられます。これまでお腹の診察を

する時手術痕からある程度の手術歴を予想でき

ましたが、これからはお腹の手術痕だけでは何の

手術をされたのか分からなくなります。2006年に

当時ソフトバンクの王貞治監督がこの方法で胃全

摘出術を受けられました。 

 手術の利点は切開が小さいことによる手術後の

痛みの軽減、それによる早期退院が可能になりま

す。また切開が小さいことで手術痕が目立たず美

容的に優れています。手術は開腹手術に比べて

難易度が高くなり、当初はこれによる合併症が多

く発生していたと思われますが、その後の手術手

技の向上や工夫、手術器具の改良により安全に

行われるようになりました。腹腔鏡下手術はその

他にも逆流性食道炎、肝臓切除、鼠径ヘルニ

ア、虫垂切除、イレウスなど多くの腹部手術で行

われています。 
 
単孔式腹腔鏡下手術 

 さらに進んだ腹腔鏡下手術として単孔式腹腔

鏡下手術があります。「TANKO」や「SILS」とも呼

ばれます。2～3年前から広く知られるようになった

手術法です。これまで説明した腹腔鏡下手術は

小さな穴を数カ所開けて手術を行いましたが、単

孔式はお腹に元々ある唯一の傷、おへそを切開

し、すべての器具をそこから腹腔内に入れて手術

を行うものです（図参照）。そのため、手術後は傷

がおへそに隠れるため腹部には手術痕が見えな

いことになります。まだ胆嚢摘出、虫垂切除など

限られた病気の治療方法となりますが、今後胃や

大腸などの手術にも応用されていくことが予想さ

れます。 

 手術の難易度は高く、手術痕がないこと以外に

腹腔鏡下手術に勝る利点があるのかまだはっきり

していない段階ですが、腹腔鏡下手術同様に工

夫がなされ、普及していくかもしれません。 
 
da Vinci（ダヴィンチ） 

 いわゆるロボット手術です。正式には「内視鏡下

手術支援装置」といいます。患者さんの体に小さ

な数カ所の穴を開けるのは腹腔鏡下手術と同じ

ですが、挿入される内視鏡や鉗子が劇的に改良

されています。腹腔鏡下手術では二次元で単焦

点カメラなのに対し、ズームが可能で鮮明な三次

元立体画像を見ながら、手ぶれ防止装置の付い

次回は、消化器内科ご専門の鈴木玲先生です。私と

ほぼ同時期にヒューストンに来られ、同じアパートで

親しくさせていただいています。同じ消化器専門でま

たご夫妻とも私と同じくボート部出身でさらに親しみ

が湧きました。今はトライアスロンに挑戦されるなど（こ

こは私と違い）若さを保っておられます。  

た手首のように自由に動かせる鉗子を遠隔操作

します。図で説明すると、右側に布を掛けられ横

たわった患者さんがおり、腹部に開けた小さな

穴から器具を腹腔内に挿入しています。左側に

座っている緑の服を着た人が術者で遠隔操作

をしています。ロボットが自動で手術を行うことは

なく、人間がロボットを操作することで手術が行

われます。 

 装置は高価で日本ではまだ保険で行われる

治療ではありません。導入されている病院も日

本ではまだごく一部にとどまっています。今のと

ころda Vinci手術を行うには国内でメーカー指定

の研修を受け、普及の進んだ韓国や米国で海

外研修を受ける必要があります。前立腺や子

宮、肺など比較的固定された臓器では有用性

が高いようですが、操作範囲が広く、可動性の

大きな臓器を扱う腹部手術でda Vinci手術が普

及するかどうかは分かりません。現在多くの施設

が導入し始めており、その成果が注目されます

（2012年4月より前立腺癌に限り保険適応となり

ます）。 
 
経管腔的内視鏡手術 

 「NOTES」と呼ばれ、自然に開口した部（口、

肛門、膣など）から内視鏡を入れ腹腔内に入っ

て手術を行う方法です。体表に切開を必要とし

ません。例えば口から柔らかい内視鏡を入れ、

胃に穴を開けて腹腔内に入り、虫垂を切除する

ような手術です。日本ではまだほとんど行われて

いませんが世界的には研究開発が進んでいま

す。 
 
 近年行われている外科手術の一部を紹介しま

した。私が外科医になった10数年前、腹腔鏡下

胆嚢摘出術はほぼ普及した治療法でしたが、胃

癌や大腸癌などは大きく切開する手術がほとん

どでした。しかしその後の腹腔鏡下手術の進歩

はめざましいものがあります。10年後、20年後に

は今では想像もできないような手術、あるいは手

術以外の治療が行われているかもしれません。 

❖❖❖ 

 第90回 

傷の小さな手術 
（腹腔鏡手術からロボット手術まで） 

MD Anderson Cancer Center研究員 

本城総一郎先生 

 2006年の基礎調査に始まった

日本庭園改修工事は今年で7年

目に入りました。  

  既報のとおり優れた指導者で

あった造園技師中井皓允先生

が今年元旦に逝去されました

が、その後継者である橋本 彩氏

と庭師岩崎博司、岩崎大樹両氏

を2月5日から2月12日まで招聘

し、プロジェクトを再スタートさせ

ました。 

 今回の作業の中心は二年前に

大手術をした結果、幹 だけが

残ったような百日紅をなだらかな

自然な姿に戻す為の剪定と黒松

の剪定でしたが、正門入り口の

黒竹を透かして風のそよぎが感

じられるようにしたり、同じ入り口

右側の槙の生垣が成長してきた

ので形を整えたりなどして、広く

園内の手入れも行いました。茶

庭内に波型の竹の垣根（斜子垣

ななこかき）が新しく設けられまし

た。藤棚には藤が二本植えられ

ていましたが、一本だけで充分

に拡がり始めていますので、余

分な一本をFannin 側のフェンス

内側に移植しました。毎年美し

い薄紫の花が咲いていますが、

今年も其れを期待しています。 

 橋本先生は、かねてより故中

井先生からご指示を仰がれ、

我々が宿題として取り組んでき

た作業の進み具合を調査され、

それに新しい提案を盛り込んだ

60項目に及ぶ要点表を作成して

くださいました。近い将来に予定

される園内の作業具置き場や、未だ検討中では

ありますが第二門建設の為の調査などに加え、

例えば園内トイレドア前に竹垣を設けて目隠し

にするなど、具体的ご提案を幾つも戴きました。 

 今秋、日本政府から贈呈される予定の櫻の植

栽場所については、今のところ園内に11本、

Fannin 側フェンスの外側に9本と言う構想です。

残された宿題は山ほどあり、盛り土、植栽、剪

定、生垣作りなど数え切れませんが、私たちは

引き続き作業を進めます。 

 園内は既にOklahoma red budや桜が咲き始

めていますが、これから日を追ってつつじ、紅

梅、メキシコ梅など次々に咲きます。是非お出

かけ下さい。   

 今回も例年に増して沢山の方々のご支援を戴

きました。ヒューストン市のParks & Recreation 

Department からDirectorのMr. Joe Turnerご一

行が現場を訪れ、日本からの三人に感謝状と記

念品を授与されました。また、山本日本総領事

にご挨拶の機会も得られました。商工会、日本

人会、日米協会、日系アメリカ人連盟の代表の

方々からは、Dinnerへのご招待や記念品を頂き

ました。斎藤明美様、渡辺のぞみ様、坂下みわ

様、Donna Cole様、南 貴美子様、そしてハーマ

ンパーク管理委員会のDoreen Stoller様など、ご

婦人がたには昼食のお世話になりました。期間

中、縁の下を支えて戴いた山口貴子様、西名緯

久男様を始め、ご支援くださいました皆様にこの

紙上をお借りして厚く御礼申し上げます。 

  

Hermann Park Conservancy 

理事  南 邦夫 

ヒューストン日本庭園改修プロジェクト7年目に向けて 

お詫びと訂正 

 本誌２月号にご登場下さいました瀬戸山先生のお

名前に間違いがありました。お詫びと共に下記のよう

に訂正致します。申し訳ありませんでした。 

（誤）瀬戸山徹朗 → （正）瀬戸山徹郎 
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■プリザーブドフラワー講習会

開催のお知らせ 
 昨年度好評だったプリザーブ

ドフラワー講習会を今年も以下

の日程で開催する予定です。参

加の申し込みや詳細につきまし

ては、4月上旬にメールにてご案

内させていただきますので、ふ

るってご参加ください。 
講師：坂本吉弘先生 
日時：5月2日（水）10:00~12:00 
         5月15日（火）10:00~12:00 
場所：三水会センター会議室 
 両日とも初心者対象で内容に

変わりはありません。応募多数の

場合、初めて参加される方を優

先させていただきます。 

 ここヒューストンではついつい忘

れられがちの日本の大切な行事

「節分」をテーマに2月7日、11日

の両日「あそぼーかい」が開催さ

れました。 
 紙芝居「おにがしまのとらがり」の

後、今月の歌で「まめまき」を歌っ

ていると、赤おに青おにが登場。

中には、（スタッフと分かっていて

も???）あまりの迫力にお母さんに

しがみつくちびっ子もいました。み

んなでやわらかいボールを豆に見

立て、豆まきをしておにを退治。

今度はちびっ子達の迫力に、お

に達もとうとう降参。 後は、みん

なで仲良く「おにのパンツ」を踊り

ました。 
 2月のお誕生会の後、少々早め

ではありますが、お雛様を作りまし

た。みんなそれぞれにかわいいお

雛様が出来上がり、うれしそうに持

ち帰りました。きっとおうちに飾っ

てくれていることでしょう。 

 これからも楽しいこといっぱいの

「あそぼーかい」に是非遊びに来

てください!! 
 
  
 スタッフは、随時募集中です。ご

興味をお持ちの方やお問い合わ

せは、次のアドレスまでご連絡下

さい。お待ちしております。 
あそぼーかい 
mama_asobokai@yahoo.co.jp 
読み聞かせの会  

houstonyomikikase@yahoo.co.jp 
 
 
※活動予定には変更がある場合 

もございます。三水会センター内 

ポスターやヒューストンなびでご確 

認下さい。 

■浴衣トライオン着付けボラ 

ンティア募集 
  今年も3月31日（土）と4月1
日（日）に、ジャパンフェスティ

バルが開催されます。 
 婦 人 部 は 今 年 も ハ ー マ ン

パーク日本庭園に於いて「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

あげる催しです。 
 引き続きボランティアを募集

しておりますので、ご興味のお

ありの方は、
yukatatoraion2012@gmail.com 

までお問い合わせ下さい。お

待ち申し上げております。 

■クラシックコンサートの 

お知らせ  

～赤ちゃんから大人まで 

どなたでも～ 
 
 日々のあわただしさを忘れて、

クラシックの音色に耳を傾けるひ

と時をヒューストン在住の皆様に

お届けしようと、コンサートを企画

いたしました。授乳やおむつ替

えのためのスペースを用意して

おりますので、小さいお子様連

れでも大歓迎です。皆様お誘い

あわせのうえ、次のアドレスまで

ご応募ください。 
■日時：4月27日（金） 

10:30~12:00 (10:10開場) 
■場所：メモリアルシティモール

内Virtuosi of Houston 
■演奏者：  

阿部雪子（ヴァイオリン）  
佐々木麻衣子（クラリネット） 
平田真希子（ピアノ） 

3月 

●31日（土） 

    ジャパンフェスティバ ル 
 

4月 

●1日（日） 

    ジャパンフェスティバル 

▼5日（木）あそぼーかい 

   （10: 30～） 

▼14日（土）あそぼーかい 

   （9: 30～） 

▼21日（土）絵本読み聞かせ 

  の会（10:00～3歳以上/10:30 
  ～ 3歳未満） 

■27日（金）クラシックコンサート 

 （1030:～12:00） 

5月 
 
 
 
 
 
 

■2日（水）ブリザードフラワー 

   講習会 （10:00～12:00） 

▼5日（土）あそぼーかい 

   （9: 30～） 

▼8日（火）あそぼーかい 

   （10: 30～） 

▼12日（土）絵本読み聞かせ 

  の会（10:00～3歳以上/10:30 
  ～ 3歳未満） 

■15日（火）ブリザードフラワー 

   講習会 （10:00～12:00） 
 

6月 
▼2日（土）あそぼーかい 

 （9:30～） 
 

ピーカンキッズ 

活動報告 

 
婦人部便り 

■参加費用：大人12ドル/ 商工

会会員及びその家族10ドル（未

就学児無料） 
事前のお申し込みが必要です。 

尚、会場の都合で定員になり次

第申し込み受付を締め切らせて

いただきます 
■お申し込み、お問い合わせ：
ongakukikitai2012@gmail.com 
※詳しくは折込みをご参照くださ

い。 

 

■古本市開催報告 

 2月25日（土）、補習校にて婦

人部委員会主催の古本市が開

催されました。  

 オープン直後からたくさんの方

にお越しいただき、 後までお

客様がとぎれないほど盛況でし

た。 
 お か げ さ ま で、売 上 金 

$837.50、寄附金 $337.63、合計 
$1，175.13の収益を計上すること

ができました。皆様のご理解とご

協力に心より御礼申し上げま

す。 
 収益金は全額三水会センター

図書館に寄付し、新しい児童書

を購入していただきます。 
 次回は三水会センターにて9
月に開催する予定です。ご家庭

でご不要になりました本や雑誌

等がございましたら、三水会セン

ターにて随時受け付けておりま

すので、ご寄附いただきますよう

宜しくお願い申し上げます。 
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 日本人会に続き、2月18日にはヒュースト

ン日本語補習校でも古今亭菊志ん師匠の

落語公演が行われました。 

 6時限目終了後、オーディトリウムに集まっ

た生徒たちが、舞台の赤い座布団を見て

「笑点みたい」「どんな人かなあ」と期待を高

まらせる中、中島校長先生によるご紹介に

続き、お囃子にのって師匠が登場。落語を

きいたことのない生徒たちのために、まず落

語の約束ごとの説明から入り

ます。この中で、具体例として

そばの食べ方を師匠が実演

した後、生徒の中から高校生

の一尾泰造君が指名されて

高座にあがり、落語式に食べ

て見せました。一尾君の堂々

とした演技で客席が大いに沸

いたところで、次は中島校長

先生が指名されて「女性がイ

ヤリングをはずすところ」に挑

戦。校長先生の名演技に生

徒たちは大喜びでした。 

 座が盛り上がったところでい

よいよ始まった一席目は古典

落語から「松竹梅」。松五郎、梅吉、竹蔵のトリオが、「名前がめでたい」と

いう理由で出入り先のお店のお嬢さまの婚礼に招かれた話です。 
 この噺の後は質疑応答。「しょうちくばい、って何ですか？」「どうして落

語家になったのですか？」「落語をやっていて良かったと思うのはどうい

う時ですか？」など、興味津々の質問が次々と飛び出し、師匠は時にた

じたじしながらも、真剣にそれぞれの質問に答えてくださいました。 

 二席目は同じく古典落語から「平

林」。漢字が読めない丁稚のお使い

に共感した生徒たちは、師匠の声音

や表情やしぐさに聞き入り笑い転げま

した。話が終わった後、生徒代表が師

匠に今日の公演について自分たちが

考えたなぞかけで御礼の言葉を述

べ、テキサス名物を贈呈しました 。 

 公演終了後、日本人会の武智会長が登壇。「今、テレビジャパンがき

ているので、ヒューストンの子供たちから日本にエールを送ろう！」との呼

びかけに応え、一同が立ち上がって「がんばろう、日本！」と叫んで落語

独演会はお開きとなりました。 

（補習校運営委員会） 

生かされて生きた日々・・感謝に代えて 
 

                 ヒューストン日本語補習校長 中島 満 
 
 「光陰矢の如し」とは、真にうまく表現したものである。私が当地に赴任したのは

平成21年3月13日（金）であった。空港には松本賢治校長、川瀬裕司運営委員会

委員長、PTAの今村邦子会長他、多くの方が迎えてくださった。長旅に時差ぼけ

が加わり、どのようにご挨拶を申し上げたか記憶から消えてしまっています。ただ、

記憶しているのは、「校長として赴任した以上は、この地で 良の教育を提供する

補習校創造を目指す。」とする決意だけです。 

 あの日から早くも3年経ちました。そして今、あの時の決意を思い出す度に「もう

少し・・・。」「今一度・・。」と自らを喚起していた我が身を思い起こします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「１枚の色紙」・・もうだめだ、と思う向こうに道がある 

 キャリア教育・進路指導の実践研究をライフワークとしていた私が在外教育施設

に赴く事になったとき、日本の進路指導実践家として 高の先生であると評され

た本間泰先生（新潟県、平成23年4月逝去）は私に1枚の色紙を渡し『「中島先

生、人間、何をやるにしても簡単に諦めたらものになりませんね。「もうだめだ、と

思う向こうに 道がある。」ですよ。』と仰った。更に、「新たな出会いが待っていま

すから、素晴らしい成果を挙げて帰国してください。」と私を送り出してくださった。

色紙には「出会い ふれ合い 磨きあい」と揮毫されていた。  
 
「出会い ふれ合い 磨きあい」 

 学校は組織的継続的に教育実践を展開してこそ、成果を挙げることが出来るの

であり、決して一人一人の先生が勝手気ままに指導することを認めるものではあり

ません。そして、授業開展においては、より上質な指導を求められる存在であるが

故に、研修に励むことによって児童生徒や保護者の信託に応える存在となり得る

のです。そこで、縁があって補習校に集った先生方の指導力・授業力の向上に資

する営みを「出会い ふれ合い 磨きあい」と位置づけ、授業研究に勤しんだ次第

です。結果的には、本校初の「自主公開授業研究発表会」の開催となり、本校の

先生方のみならず、米国南部地区の補習校から参集した先生方にとっても大きな

成果となったのです。 
 
「生かされて生きること」 

 私はシニア派遣の校長としてヒューストン日本語補習校に赴任しました。日本等

での校長職を12年間務めました。多くの人と出会い、種々の啓発を受けました。 

 前運営委員長の川瀬裕司様、現委員長の前田光治様を始め運営委員各位と

は胸襟を開いた意見交換が出来、全面的に私の教育指針をバックアップしてい

ただきました。ヒューストン日本商工会の元会長の渡辺龍二様、前会長の秋葉慎

一郎様、そして現会長の上野真吾様を始め商工会役員各位は、本校の設立母

体としての立場をしっかりと堅持され、補習校の財政基盤確立のために惜しみな

く尽力してくださった。前総領事の大澤勉様、現総領事の山本条太様、そして総

領事館の皆様には何かとご教導賜りました。そして、本校教職員、保護者各位に

はキラキラと輝く眼差しをもって、補習校教育の充実にご支援を頂戴しました。

PTAの役員やクラス委員の皆様には、本校運営に大きな力を頂戴しました。真に

多くの方々の支えによって、私は生かされて生きてきたことを実感しています。 

 アメリカの大地には社会科の教員としても見学したいところが多々ありました。し

かし、ヒューストンを離れたのは、派遣校長研修会で訪れたデトロイト、ワシントン、

ロサンゼルスの3都市、そして巡回指導に赴いたオースチンとサンアントニオだけ

でした。校長として赴任したのであり、それ以上でも以下でもなく、職務の達成だ

けを目指した充実ある歳月でした。いずれの日か、観光だけを目的として再渡米

できる日を楽しみにして帰国致します。 

 ヒューストンの皆様のご健勝とご多祥を心から祈念し、感謝の言葉と致します。 

菊志ん師匠、補習校にも！ 

小学校１年生の教科書とかけて 

菊志ん師匠の落語と解く。 

その心は… 

 …その心は 

“幼稚園にはちょっと

難しかったかな” 
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第90回 石井宏子さん 

 夫の転勤でヒューストンに来てから、1年あまりが経ちました。生まれて

初めてのテキサス州、右も左も分からず、全く上達する気配のない我が

英語力に落ち込みながら、それでも少しずつ分かってきたヒューストンの

魅力。今日は、そのうちのいくつかをご紹介したいと思います。 
 
1. ユニークな食べ物 

 テキサスと言えば肉！BBQも美味しいけれど、Chicken Fried Steak 
with Milk Gravyは実にテキサスらしい料理です。チキンステーキと言っ

ても鶏肉ではなく、牛肉に衣をつけて揚げた、いわゆる「ビーフカツ」。フ

ライドチキンのような味付けなのでこの紛らわしい名まえがついたとか。

バター風味のこってりグレイビーソースをたっぷりかけて供される、かなり

ヘビーな一品でした。 

 ヒューストンはレストランの種類が実に豊富。私の一押しはモントローズ

のBaba Yega Restaurant、1970年代から人気のベジタリアン・レストランで

す。アボカド・べジー・バーガーをはじめベジタリアン・メニューが充実し

ているだけでなく、肉や魚のヘルシー料理もあるので、ベジタリアンでな

くても皆が満足。中庭の噴水やハーブガーデンも美しく、癒され、くつろ

げるお店です。 
 
2. ビールが美味しい 

 年間の半分以上が夏のヒューストンにあって、喉ごし爽快なシャイナー

ボックは欠かせない存在。そしてビール工場見学に行くなら、ヒュースト

ンのダウンタウンの北、Saint Arnold Brewing Companyがお薦めです。

1994年創業の地ビールの会社で、一人

7ドルで4杯のビール・テイスティングと工

場見学が楽しめます。ユニークなのは、

「スナックやランチの持込み大歓迎」。工

場の中にはゆうに400人は収容できる大

きなビアホールがあって、見学者の皆さ

んは持参したおつまみをテーブルに広

げて、ビール片手にパーティの始まりで

す。土曜日ともなると、床まで人があふ

れ、折りたたみイスやビニールシートで

席取りをするグループも。なんとも熱い

活気にあふれた工場見学でした。（写

真） 
 
3. 教会は観光名所 

 私はジョエル・オスティーンの大ファ

ン。アメリカで最も有名な牧師の一人

で、その説教は全米にテレビ中継されています。彼の礼拝が行われる

Lakewood ChurchはかつてNBAヒューストン・ロケッツの本拠地であった

スタジアムで、5万人以上を収容できる全米最大の教会。彼の説教を聞

こうと、地元民のみならず全米から信者や観光客がこの教会を訪れま

す。南部訛でにこやかに語りかけるジョエルの話にはいつも前向きな

メッセージがあり、クリスチャンでなくとも共感できることでしょう。 
 
4. 豊かな自然 

 3月中旬から4月にかけては、テキサス州の花ブルー・ボネットや真っ

赤なインディアン・ペイントブラッシュなど色とりどりの花が野に咲く季節。

誰と競うこともなく、高速道路の脇の草地などに一生懸命咲いている姿

は、とても可憐です。この時期は、オースティンやフレデリックスバーグ、

そしてその周辺に魅力的な小都市が集まったThe Hill Countryというエリ

アに行くのがお薦め。テキサスが美しい自然に満たされていることが実

感できます。 
  
 何かの縁で巡り合ったヒューストン、そしてテキサスの魅力を、もっと探

してみたいと思います。 

  

2006

年 

2007

年 

2008

年 

2009

年 

2010

年 

2011

年 2011 年対前年比

殺人 376 353 295 292 269 198 73.61% 

強姦 854 694 750 823 712 771 108.29% 

強盗 11371 11479 10603 11367 9449 8054 85.24% 

傷害 11648 12040 13132 13118 12061 11869 98.41% 

身体犯合計 24249 24566 24780 25600 22491 20892 92.89% 

                

住居侵入＋

侵入盗 26869 29044 26947 29279 27924 27469 98.37% 

非侵入盗 73091 74817 68598 77058 74581 68596 91.98% 

自動車盗 21093 19465 15214 14596 12816 12281 95.83% 

財産犯合計 121053 123326 110759 120933 115321 108346 93.95% 

                

総計 145302 147892 135539 146533 137812 129238 93.78% 

 出所：ヒューストン市警察（http://mycity.houstontx.gov/crime/）及び 

        FBI（http://www.fbi.gov/stats-services/crimestats） 

 駐妻のヒューストン日記 

 ヒューストン市における2011年の犯罪発生認知件数の速報

値が1月4日にヒューストン市警察より発表されました。統計に

よると、2011年における殺人は198件で1965年以来最少となり

ました。その他の犯罪については、「強姦」が2010年より増加

しましたが、「強盗」、「傷害」、「侵入盗」、「非侵入盗」、「自動

車盗」ともに前年に比べ減少しており、昨年に引き続き、全体

として犯罪件数は減少傾向にあります。 

 ヒューストンでの犯罪が減少傾向にあるとはいえ、、数多くの

犯罪が発生していることは上記の表を見ても明らかです。平

穏な生活の中でも「防犯」への心構えを忘れることなく、引き続

き、防犯の鉄則「自分と家族の安全は自分たちで守る」を常に

心がけることが肝要です。いつも用心を怠らず、深夜の外出を

できるだけ避け、日中であっても危険な場所や人影のない場

所に近づかない等、十分にご注意ください。 

また、我々は銃器の所持が一般的であるところで生活して

います。１月には他市での出来事ですが、学校に空気銃を持

ち込んだ生徒が、警官の制止命令に従わず銃撃されるという

事件が起きました。相手の如何を問わず、不測の発砲があり

得ることを改めて認識し、注意深く行動しましょう。 

日常の一般的な心構えとしては、自動車を駐車する際には車

内に貴重品を残さないようにすること、家では鍵をしっかりとか

けること、近隣住民とのコミュニケーションを取ることが大切で

す。 

  また、ヒューストン市警のHPhttp://www.houstonpolice.org/

内のOrganizationの項目内で各警察署の管轄区分を示す

Beat Mapを確認し、お住まいの地区の所轄署の連絡先を把

握しておくことも有益です。緊急時には911に連絡をすれば良

いですが、緊急とはいえないものの何か不安なことがあった場

合や、警察に対して助言を求めたい場合には、各管轄警察に

連絡をした方がスムーズな対応を期待できると思われます。 

また、同HP内http://www.houstontx.gov/police/

crime_prevention/には各種犯罪に対する防犯対策も掲載さ

れているのでご参照ください。 

安全危機対策委員会 

 ヒューストン安全情報発信  
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 有望若手落語家の古今亭菊志

ん師匠に日本からヒューストンに

お越し頂き、2月14日にヒュースト

ン初公演をメモリアルシティモー

ルで行いました。バレンタインデ

イにもかかわらず、会場は102名

の観客で満席になりました。 
 
 昨年11月に師匠の友人から米

国公演の話があり、日本人会で

是非ヒューストンでの生の落語公

演を実現させようという事になりま

した。「今回の米国公演の意義

は、生の落語を聴かれたことのな

い方にも落語を届けること」という

師匠の熱い思いを伺い、その気

持ちに賛同した様々な方の協力

を得て実現することができました。また、せっかくの

機会ですのでテキサス各都市にも声をかけたとこ

ろ、オースティン、ダラス、サンアントニオでも落語

会を行うことになり、テキサス縦断落語公演になり

ました。 
  
 菊志ん師匠は落語の名人古今亭円菊師匠のと

ころに何度も通い、やっと弟子にしてもらったあと

長年修行を積み、平成19年に真打に昇進されて

います。簡単な略歴と受賞歴は以下の通りです。 
 
平成6年3月 愛媛大学教育学部卒業   
平成6年4月 古今亭円菊に入門 
平成6年6月 前座となり「菊朗」を名乗る。 
平成10年5月 二つ目に昇進 
平成19年3月 真打昇進と同時に「菊志ん」を襲名 
 
受賞 

平成10年 第3回 岡本マキ賞 

平成15年 NHK新人演芸大賞 落語部門大賞 

平成15年 北とぴあ若手落語家競演会大賞 

平成16年 さがみはら若手落語家選手権優勝 

平成21年 国立演芸場花形演芸会銀賞 
 
 高座以外の仕事では、映画「しゃべれどもしゃべ

れども」（国分太一主演）落語監修指導およびサウ

ンドトラックCD落語収録、テレビ落語番組出演多

数、また集英社提供ネットラジオ「Radio ヤンジャ

ン！」メインパーソナリティーなど、多方面でご活

躍されています。 
  

 当日は軽快な出囃子に合わせて師匠が登場し、

ウォームアップとして、落語の基本の話から。人が

家を訪問するシーンや、扇子と手拭いの使い方の

説明があり、目線の使い方や力の入れ方で、扇子

が刀になったり、船を漕ぐ艪になったり、手拭いも

立派な手紙になったりと、色々と表現して見せてく

れました。小道具だけではなく、蕎麦、うどん等を

食べる演技は観客の想像をかきたて、自然と落語

の世界に入っていくことが出来ました。次に小話が

二つ。一つ目はネズミを捕まえて大きい、小さいと

夫婦が口論していると、ネズミが「チュウ！（中）」。 

 二つ目は、お祖母ちゃんが水泳教室で泳ぎが上達し、

“三途の河でも渡れるようになるのではないか”と先生が冗

談を言ったところ、家族からターンだけは教えないでくれと懇願される、というもの。

どちらも笑いを誘われました。 

 そうして観客が師匠の話にどんどん引き込まれていると、一席目「初天神」の始ま

りです。父親が、物ねだりが激しいので連れて行きたくない子供と一緒に神社のお

参りに行く話です。最初子供は行儀よくしていますが、神社に着くなりおねだりが始

まり、「飴を買ってくれ、次は団子を買ってくれ、買ってくれないと大声を出す。」と父

親を困惑させます。父親に団子を買わせることには成功しますが、店主から手渡さ

れた団子の蜜を父親が全部しゃぶってしまい、蜜無し団子を渡された子供が、こん

な父親と来るんじゃなかったと逆に嘆いてお終い。父親、母親、子供の三役を座っ

たままで背高の差も含めて表現す

る師匠の技に見入りました。 
 
 一席目の後に質問コーナーが

設けられ、引き込むような話し方の

コツについての質問が出ました。

公演の最初にお客さんと一緒にな

れるような話を入れてみたり、話の

途中に「間」を入れるのがミソだと

師匠のお答え。やはり落語も対話

であり、一体感が大切だと思いま

した。 
 
 二席目に入り、今度は落語の三

原則「飲む、打つ、買う」から酔っ

払いの話になりました。ここでも師

匠は巧みな仕草や顔の表情で、

お酒を飲む様子や性格の変わり

様を表現し、だんだんと舞台に

酔っ払った男が完成されていきま

す。店を出てきたそんな男を人力

車の車夫が達者な口で何とか客

にしてみたものの、逆に色々と困

らせられる羽目に。男の家にたどり

着いた後、今度は男が妻と口喧嘩

を始め、男は文句を言う妻に「礼

儀がなってねえ、旦那には丁寧に

接するんだ」と口やかましく説教を

始めた挙句、「寝る前に酒を飲む

んだ。買って来い。」と妻を買い物に追いやります。出て

行った後で、「自分は口ではあんなことを言っているけれど

も本当は妻に感謝しています。生きた弁天様のようです。

捨てられたら困る。」等と独り言を言っていて…ふっと気が

付くとまだ妻が買い物に行っておらず、さっきの本音が聞

かれていた、というオチの「代わり目」。酔っ払いで乱暴な

夫、口答えをする不満そうな妻、表情豊かな師匠の顔にそ

んな男と女が行ったり来たりと、一人で何役もされる様子に

は思わず魅入ってしました。 
 
 二席目終了後、師匠はバラの花束と女の子からバレンタインのチョコ

レートを受け取り、最後に観客みんなと東日本大震災復興応援の為に

「頑張れ日本」のメッセージをTVジャパンが収録して落語会は終了しまし

た。笑いの渦で皆を楽しい気分にさせ、和ませてくれた菊志ん師匠には、

参加者一同を代表し心からの感謝の辞を申し上げたいと思います。多く

の方がアンケート調査に書かれていたように、来年も是非師匠にヒュース

トン公演をして頂きたいと願っています。 

（武智真二） 

古今亭菊志ん師匠 ヒューストン初公演 

笑
い
が
一
番 
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 ③文化委員会 

（土光辰夫副会長兼文化委員長・ 

村上伸二正会員） 

商工会・日本人会共催のピクニックは5

月13日（日）にThe Gordon Ranchで開催

決定。土光副会長兼分会委員長より同

Ranchとの契約内容のほか、昨年度及び

今年度予算、幹事団形成方法と依頼内

容、会員企業への依頼内容、そして昨

年との変更内容についての説明があっ

た。また、村上正会員よりピクニック当日

の時程に関し、ソフトボールワイルドカー

ド制の導入によるゲートオープンや表彰

式・ラッフル抽選会の時間調整に関して

のコメントがあった。 
 

④教育委員会 

（ライブロック祐子事務局長・ 

前田光治教育委員長代理） 

文部科学省より2009年3月に在外教育

施設シニア派遣校長として当地に赴任

されていた中島満校長が本年3月で帰

任される。中島校長には、補習校教職

員の意識改革・能力向上・指導環境整

備などを通じて学校教育の質向上に努

めていただいた。後任として山岡清孝氏

が3月中旬に当地へ赴任の予定。山岡

氏は長野県の小学・中学・高校で教鞭を

とられ、2つの小学校で校長を勤められ

た後、昨年3月に退職された。1990年か

ら3年間を北京日本人学校教諭として、

また2000年から３年間をカラカス日本人

学校の教頭として勤務された経験があ

る。3月17日（土）の卒園・卒業式、終了

式、離任式を以って今年度の日程を終

了予定。来年度の学級編成に関わる園

児・児童・生徒数については、小学部低

学年の人数増加により385名の見通し。 
 

  ⑤婦人部委員会 

（ライブロック祐子婦人部委員長） 

恒例の婦人部委員会主催の古本市、

ジャパン・フェスティバルの浴衣トライオ

ンのボランティア対象「着付け講習会」の

ほか、4月27日（金）のクラシックコンサー

ト、5月のプリザーブド・フラワー講習会

に向け、現在、それぞれの担当委員が

準備を進めている。婦人部委員会の大

きな活動は5月までで、6月から8月は休

会となり、9月に 後の顔合わせ会議が

予定されている。 

（各行事の詳細は商工会ホームページ  

http://www.jbahouston.org/

image/2012Feb16event.pdf 参照）  
 
９．事務局関連事項 

（ライブロック祐子事務局長） 

①ヒューストン美術館Japan Gallery等の開

設関連行事について 

昨年商工会並びに会員企業6社から建

設費として15万ドルを寄付したヒュースト

ン美術館Japan Galleryがオープンとな

り、2月9日からオープニングのスペシャ

   議事録 【2頁からの続き】 
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会員消息【敬称略・（ ）内配偶者名】 

   

ご存知の通りケネディ大統領は人生 後の瞬間をテキサスで迎えた。

1963年11月22日、オープントップ・リムジンに乗って沿道からの熱い声援

に応えている 中に銃撃されたのだ。犯人とされるオズワルドが銃を発

射したと言われているダラスの教科書倉庫ビルの6階が、現在はシック

ス・フロア・ミュージアムとなり、大統領暗殺に関する様々な資料を公開し

ている。教科書倉庫ビルはエルム・ストリートとヒューストン・ストリートの角

に位置し、銃弾が発射されたと言われる6階の窓からは、実際にパレード

のルートがよく見える。

大統領が銃弾を受けた

エルム・ストリートの地点

には、白いＸマークが書

かれ、倉庫ビルからは20
メートルほど離れてい

る。あのビルの6階から、

溢れんばかりの観衆や

視界をさえぎる木々など

の障害物をはさんで、時

速16キロほどとはいえ動

く標的を正確にとらえ、

大統領に致命傷を与え

ることが、本当にできるのか。実際に現場に来ると、事件の経緯を知る人

は皆、不可解な思いにとらわれるだろう。現在ではオズワルド単独犯行

説を信じている人は少なく、マフィア主犯説、軍産複合体の意を受けた

政府が主導したという説、大統領の座を狙ったジョンソン副大統領主犯

説、あげくに大統領選で敗れたニクソンの恨みの犯行説まで渦巻き、未

だに多くの謎に包まれている。教科書倉庫ビルの周辺を歩き、真犯人が

大統領に引き金を引いた場所とも言われるグラシー･ノールという丘を訪

れるうち、大統領暗殺という未曾有の事件の真相に迫りたくなるに違いな

い。 
ダラスの約30マイル西、フォートワースは、ケネディ大統領が生前 後

の演説を行った地である。暗殺される前夜に妻ジャクリーンとともに宿泊

したのが、ダウンタウンのとても便利な場所にあるフォートワース・ヒルトン

（当時はホテル・テキサス）。アメリカの歴史登録財にも指定されている由

緒あるホテルのあちこち

には、彼の写真や記念

の品が残されている。ち

なみにケネディ大統領

はヒューストンも訪れて

いる。1962年ソ連に負け

じと月面着陸計画を発

表 し た 演 説（通 称 ム ー

ン・ス ピ ー チ）を し た の

が、今年創立100年を迎

える名門ライス大学の

フットボール場。ヒュース

トンのNASAを基点にア

ポロ計画が発進したことを考えると、この地で熱い演説が行われたのも当

然のことかもしれない。 
初期の大統領にはバージニア州をはじめ合衆国に 初に加盟した13

州の出身者が多いが、近年はテキサス出身の大統領が多い。テキサス

で亡くなったケネディから政権を引き継ぎ、第36代大統領となったリンド

ン・B・ジョンソン (通称LBJ) は、テキサスのほぼ中央に位置するヒル・カ

ントリー出身。その風光明媚な地にはLBJゆかりの地がいくつかあり、観

光スポットになっている。そのひとつ、ジョンソン・シティには、LBJが少年

時代を過ごした家が保存されている。その当時まだ電気も届いていな

かった、貧しい町。しかし、州議会議員であった父と、この時代には珍し

く大卒で、非常に教育熱心であった母の影響で、LBJは幼いころから政

治的野心を育んでいった。その家の近くの小さなメインストリートには数

軒のかわいらしいお店とレストランが並び、アメリカの古き良き田舎町の

雰囲気が漂う。そのジョンソン・シティからほど近いストーンウオールという

田舎町は、LBJの生誕地。政治家としてワシントンに暮らすようになって

からこの地に広大な土

地を購入したLBJは、

亡くなるまでここで暮ら

した。彼の牧場兼邸宅

は現在は歴史公園とな

り多くの観光客が訪れ

る。LBJの生家や彼が

通った学校なども復元

され、美しい牧場を見

学しながら、いかにもテ

キサスらしい風景にひ

たることができる。彼は

自宅をテキサス・ホワイ

トハウスと呼び、この地でも多くの仕事をこなした。人に囲まれているのが

大好きだったLBJは、ここに様々なゲストを招きテキサススタイルのバー

ベキューでもてなしたとのことだ。大の犬好きでもあり、娘さんが拾ってき

た白い雑種犬を日本語の「雪」にちなんでYukiと名付け、心からかわい

がっていた。この歴史公園には大統領専用機（Air Force One）も保存さ

れている。牧場内の狭い空港にも着地できるコンパクトなこの飛行機が

お気に入りだったLBJは、Air Force One-Halfと呼んで愛用した。この公

園には、LBJのお墓もある。テキサスで生まれ育ち、大統領になってから

も出来るだけ牧場に囲まれた邸宅で暮らし、そして亡くなった。LBJは真

のテキサス人といえる

かもしれない。 
先述のライス大学以

外にも、大統領と縁の

ある大学がテキサスに

はある。テキサス大学

オ ー ス テ ィ ン 校 に は

LBJのライブラリーが、

また、カレッジ・ステー

ションのテキサス農工

大（Texas  A&M）に は

第41代大統領ブッシュ

（父）のライブラリーがあ

り、多くの人が見学に

訪れる。東海岸出身の

ブ ッ シ ュ 大 統 領 は

イェール大学を卒業、

新天地テキサスに移り

住み石油ビジネスで一

旗上げた後、政治家に

転進。東海岸出身と感

じさせないほど、今で

はテキサスに欠かせな

い人物である。ライブラ

リーに保存されている

ベルリンの壁の一部は、冷戦終結という歴史のうねりを感じさせ、興味深

い。ちなみに第43代大統領ジョージ・Ｗ・ブッシュ（息子）のライブラリー

はダラスに本部を置くサザン・バプティスト大学内に建築中で、2013年完

成予定である。 
歴史に名を残すこれらの大統領がいなかったら、もしケネディやリン

カーンが暗殺されなかったら、アメリカは、テキサスは、そして世界はどう

なっていただろうか。アメリカ大統領ゆかりの地を訪ねる旅は、偉大で遠

い存在であるはずの大統領を身近に感じるとともに、歴史や人類に対す

る興味を新たにする旅になることだろう。 

石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 
アメリカ大統領ゆかりの地への旅 その2  テキサス編  

(Johnson Library at UT) 

(Air Force One-Half) 

(Bush Library at Texas A&M) 

(Sixth Floor Museum) 

(Fort Worth Hilton) 

ロジャースゆきえさんを偲んで 

ルイベントが開催される。2月19日（日）

には東京博物館副館長の島谷氏による

宮廷美と仏教美術の講演と「書」のデモ

ンストレーションが一般客の前で行われ

る。また、谷口吉生氏のデザインによる

Asia Society Texas Center の建設が4月

に完了するため、そのオープニング行事

も予定されている。 

②会員消息 

正団体会員入会申請1社、正個人会員

入会5社（8名）、正個人会員退会4社（5

名）、常任委員新旧交代1社、正個人会

員転籍連絡1社（2名）の連絡（詳細は別

項「会員消息」欄参照） 

 

 
 
★よろしく！ ～新規入会です  

●正個人会員入会 

＊JOGMEC          市 川 真   

＊Mitsui E&P USA LLC   山 田 眞

＊NOLTEX LLC  

川端岳生・富山紳一郎・北尾雄二 

＊Tadano America Corp.  佃 智之

＊Toshiba International Corp.  

                          佐川智彦・鈴木 力 
 

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 
●正個人会員退会 

＊JOGMEC   中水勝（ひろ子）

＊Kuraray America, Inc  近藤芳郎（綾子） 

＊Mitsui E&P USA LLC  砂田知宏・中島敬 

＊Sumika Polymers America Corp.  

                   木本一志  

●替わりました  ～メモのお願い 

●常任委員新旧交代 

  JOGMEC （旧）中水勝→（新）市川真 
●正個人会員転籍連絡 

飯島透・盛谷陽昭    
  （旧）Mitsui & Co. (USA), Inc. → 

  （新）Mitsui E&P USA LLC. 

■ジャパン・フェスティバルへの協力願い 

 3月31日（土）・4月1日（日）にジャパン・フェ

スティバルが開催されます。商工会で担当す

るKid’s Activity や浴衣トライオンの準備な

ど、いよいよ 終段階に入りました。今年の

フェスティバルが更に盛大なものとなるよう、多

くの皆様方のご協力とご参加を宜しくお願い

致します。 
 
■ソフトボールの「ワイルドカード1チーム制」

導入について 

 5月13日（日）の商工会・日本人会共催「ピク

ニック・ソフトボール準決勝／決勝大会」で、

特別の試みとして「ワイルドカード1チーム制」

が導入されることになりました（詳細は議事録

第8項②と右記図を参照）。ピクニック当日のス

ケジュールやボランティアの調整なども含む

事前準備や当日の運営がスムーズに行われ

るため、会員各位のご理解とご協力をいただ

けますようお願い致します。 

    

お知らせ 

 ショーイング・ジャパンのメンバーとして長年活動

してくださったロジャースゆきえさんが、去る1月12日
にご逝去されました。 

 ロジャースさんは日本人会、日米協会のほかAsian 
Chamber of CommerceやAsia Society、The Asian/
Pacific American Heritage Associationなど様々 なア

ジア系団体の役員として、日本だけでなくアジア各国

の文化紹介や交流に長く尽力されました。ロジャース

さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

 “ロジャースゆきえ”という素晴らしい人を語るに
は、どんな言語を使っても無理があります。誰もが、
彼女の優しさあふれる人柄と暖かい心、限りない魅力
に惹かれました。もちろん私もその一人です。 

ゆきえさんが普通の主婦だった頃を皆さんは想像で
きないかもしれません。私たちはその当時ケイティー
に住む日本人の母親同士として意気投合し仲良くなり
ました。 

母親仲間が集まる時、ゆきえさんはいつも笑顔で、
どんな話も親身になって聞いてくれました。また、あ
る時、ゆきえさんが「みんなが電話してきて、愚痴を
言うのよ。まるでわたしってゴミ箱みたいね」と言う
のを聞いて、彼女の心の広さに甘えていた自分に気づ
き、即座に前の旦那の悪口を言うのをやめました。こ
んなふうに、女性として、母親として、そして友達と
して分かち合った一つ一つのエピソードは今では私の
一生の宝物です。 

お酒が飲めなかったゆきえさんですが、ある年の我
が家でのクリスマスパーティーで、ウオッカの入った
ポンチを飲んでしまったことがありました。ウオッカ
が入っているからと注意をしたにもかかわらず、大丈
夫よと言ってついつい飲みすぎてしまったゆきえさ
ん。真っ赤な顔をして、ぐったりとソファーに座って
いるその時の写真を見るたびに微笑んでしまいます。 

こんなお茶目なゆきえさん。でも、私が人生最大の
困難にぶつかって悩んでいる時に、いつもそばにいて
支えてくれたのは彼女でした。もしその支えがなかっ
たら、今の自分はなかったと思います。この時ほど友
情のありがたさを感じた事はありません。 

旦那様の不慮の事故にもめげず、その後ヒュースト
ンのコミュニティーの中で大活躍されていたゆきえさ
ん。彼女の遺志を継ぐべく、私達にできることはここ
ヒューストンでの社会貢献だと思います。彼女が尽く
してきた十分の一いや二十分の一でもそれが出来た
ら、きっと天国から「ありがとう」と、あの美しい笑
顔で微笑んでくれることでしょう。 

                            トンプソン桂子 
（ショーイングジャパンメンバー） 

優勝 

勝者 勝者 

予選１位 勝者 予選２位 予選３位 

予選４位 Wild Card 
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 アメリカでの食事の楽しみのひ

とつ。それはサンデーモーニング

ブ ラ ン チ で す。本 来 は 教 会 へ

行った後のお楽しみのご馳走か

もしれませんが、仏教徒の私は、

ブランチ文化だけを取り入れてい

ます。サーモンの入ったトロトロの

オムレツ、焼き立てのワッフルにメ

イプルシロップをたっぶり。ミモザ

（オレンジジュースとシャンパンの

カクテル）と一緒に頂くと、朝から

至福のひとときが訪れるのです

が、私の日曜の朝の定番は教会

ならぬ、ゴルフ場。行ってみたい

評判のお店は沢山あるのに、サ

ンデーモーニングブランチはなか

なか実現しません。そんな中、

ヒューストンの雨には珍しく、前夜

から続く長い雨で急遽ゴルフが

キャンセル。もうひと寝入りしよう

かとまだ暖かいベッドにもぐりこん

でまどろんでいると、ゴルフ仲間

で寂しがり屋のOさんから電話が

か か っ て き ま し た。「暇 に な っ

ちゃったから、ご飯でも行かな

い？」こうして、約半年ぶりのサン

デーモーニングブランチが実現

したのです。 

 向かったのはずっと前から評判

を聞いていて狙っていたRainbow 
Lodge。古いログハウスとクリーク

が流れる広いお庭が自慢のお店

です。ブランチの定番と言えば、

やはりEgg  Benedict。イングリッ

シュマフィンを半分に切ったもの

の上に、厚切りのハムとポーチド

エッグ、その上からオランディー

ヌソース（バターと卵の黄身、レモ

ン汁が主原料）をかけたものが一

般的です。オランディーヌソース

代 わ り に マ ヨ ネ ー ズ を 使 い、

No.48

レ ス ト ラ ン 紹 介 

VOL.26 
Ikuko Murakami 

ちょっぴりカイエンペッパーを散

らすのが私流の簡易Egg Bene-
dictですが、それぞれのお店で特

色があって面白いのです。このお

店では、Braised Beef Short Rib 
Benedict  を薦められるがままに

オーダー。スライスされたブリオッ

シュ（バターたっぷりのパン）の上

に、じっくり煮込んだ

ビーフシチューを思わ

せる牛肉、黄身がトロ

リととろけ出す半熟の

ポーチドエッグ、そし

て特製のオランディー

ヌソース。まさに濃厚

の四重層なのです。こ

の際、カロリー計算は

忘れて、この店の目玉

の99セントのミモザと

一緒にゆったりと至福の時間を過

ごしましょう。また、ロブスタービス

クにルッコラペースト入りのマッ

シュドポテトを浮かべ、その上に

白身の魚のグリルを載せた日替

By KUMIKO 

わりブランチも濃厚、絶品でした。 
 教会帰りなのか、家族連れの

スーツやドレス姿のきちんとした格

好の方が多いお店なので、少しお

洒落して出掛けた方が気後れしな

いと思います。お子さん連れの方

もいらっしゃいますが、静かに座っ

ていられるお子さんばかりなので、

Braised Beef Short Rib Benedict 

日替わりブランチ 
やんちゃさんには不向きかもしれ

ません。軽い散歩も出来るくらい

の広さのお庭を見渡せるテラス席

もありますので、天気の良い時に

は外でのブランチも 高だと思い

ます。美味しいお食事で幸せな時

間を過ごして下さい。 

Rainbow Lodge 
2011 Ella Blvd. Houston  

Texas 77008 
Tel. 713-861-8666 

月定休 

火～金11am-10:30pm、 

土6pm-10:30pm、日10:30am-9pm  
（ブランチは3時まで） 

価格帯：ブランチ＄20～ 
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日  時：平成24年2月15日（水）11：30～13:10 
場  所：住友商事社 会議室（10階） 

出席者：名誉会員1名、理事委員11名、正会員3名、事務局長  

欠席者：理事委員9名（会長委任7名、代理人委任2名）、名誉会長 

司 会：竹田直樹幹事 

１．商工会会長連絡（上野真吾会長） 

昨年商工会並びに会員企業が同Gallery建設への寄付支援を行っ

たヒューストン美術館のThe Arts of Japan Galleryが開設され、2月19
日（日）から一般公開されることになった。また、来月のジャパン･フェ

スティバルや4月以降のソフトボール大会やピックニックなど各種行

事が目白押しとなる。各行事の準備や運営などに引き続き関係各位

のご協力をお願いしたい。  

２．総領事館連絡（米澤篤領事：山本条太総領事代理） 

①リック・ペリー州知事表敬訪問について 

近く山本総領事による州知事表敬が実現する見込みが出来てきた

ところ、この機会にテキサス州政府側に伝達を希望する要望事項

があれば、当館まで連絡願いたい。 

②東日本大震災追悼・復興レセプションについて 

震災から1年の節目に、犠牲者の追悼や寄せられた支援への感

謝、我が国の復興状況のアピールを目的として、3月下旬にレセプ 

ションを実施予定。 

３．2012年ジャパン・フェスティバル関連報告（阿部憲一副会長） 

今般、日米協会よりジャパン・フェスティバルに対する正式な寄付依

頼があった。今年度はスポンサーシップの金額が例年に比べ大幅

な増額となるが、同フェスティバルの継続的な開催のために長期的

な財源確保が必要なためとご理解・ご協力をお願いしたい。（詳細

は商工会事務局より連絡予定） 
 

４.  宇宙セミナー2012について 

（山上武尊正会員：三宅正純特命理事代理） 

山上正会員より下記2点の報告があった。 

①2012年第1回宇宙セミナー実施報告 

去る1月19日（木）に第1回宇宙セミナーを開催。21名の参加者を迎

え、まずNASAジョンソン宇宙センター（JSC）内にある宇宙飛行士訓

練施設及びISS運用管制室を見学した。日本の実験棟「きぼう」やロ

シア“ソユーズ”宇宙船とNASA開発中の次期有人宇宙船“ORION”

の訓練用モックアップを見学、また有人探査ローバーや住居フライ

ヤーの実機モデル見学など、通常では見られない施設の見学がで

き、大変好評であった。また、JAXA職員によるISS／きぼう利用実験

成果や将来の有人探査計画の紹介などがあり、参加者による「未来

の宇宙開発利用のアイデア」に関するフリーディスカッションを実

施。未来の夢のある宇宙開発利用を思い描いての楽しい意見交換

となった。 

②2012年第2回宇宙セミナー開催案内 

2月26日（日）に親子80名の参加による「月に住もう！未来の月面宇

宙生活」をテーマにしたセミナーを開催予定。JSCツアーのほか、同

テーマによる講演を予定。月に関するクイズ大会も計画しており子ど

も達も参加しての親子で楽しめるプログラムを用意。 

５．常任委員・広報委員長交代について（上野真吾会長） 

1 月 24 日 に Japan  Oil,  Gas  and  Metals  National  Corporation 
(JOGMEC) の代表者が中水勝氏から市川真氏へ交代されたことに

伴い、商工会常任委員についても市川氏に交代となった。また、中

水氏が広報委員長職にあったため、その交代については定款第五

条第三項に従い、上野会長の任命により9月末まで市川氏に引き継

いでいただくこととなった。 
 

６．日本庭園関連報告  

（直木純二郎特命理事：渡辺龍二特命理事代理） 

去る1月1日にご逝去された故中井先生の後任となった中村彩さん、

そして岩崎さん親子が2月5日から12日まで当地でメンテナンス作業をさ

れ今後の改修計画につき関係者と次の通りの話合いなどが行われた。 
 
①メンテナンス作業内容：藤棚や藤移植、剪定、干ばつによる枯れた植 

 物の植替えなどのメンテナンスのほか、金木犀の生垣やしだれ柳の植 

 栽、黒松や百日紅の剪定指導を行ったほか、昨年故中井先生が残さ 

 れていった宿題（改良作業）のチェックや新たな提案、改修計画に関 

 わる現状図作成や将来の構想などについて市当局やHermann Park  
Conservancy（HPC）と打ち合わせた。 

②将来の中井構想：将来、第二の門をRice 大学側に設置し、概観から 

も日本庭園が認識できるようなデザインを構想。また、庭園内も奈良・

平安・鎌倉・江戸など各時代の庭の特徴を生かしたデザインを施し、

日本庭園の博物館作成の構想。 

③日本庭園FUND：現在、HPCが持つ日本庭園用口座には、過去の寄 

 付金の残りなどあわせて $50,000程度の基金があり、これを植木や資 

 材購入に充てる一方、日本からのがーディナーの宿泊代、日当もこの 

 Fundから拠出している。毎年、商工会からは$4,000の寄付を行ってい 

 る。 

７．正団体会員入会申請について ＜承認事項＞（竹田直樹幹事） 

商工会定款第二条第二項「入会および会員の選考」に従い、PASONA 
NA Inc. の入会申請につき理事委員会の全会一致の承認があった。

（同社詳細については別項「会員消息」欄参照） 

８．委員会・部会関連事項 

①企画調査委員会（木村誠企画調査委員長） 

●新春講演会開催報告、日本語スピーチコンテストについて 

去る1月18日（水）、日本生命社とJETROによる「2012年米国大統領選

の争点と日系企業活動への影響」と題した講演会を開催。ヘルスケア

改革やエネルギー政策など大統領選の争点、主要候補の政策比較を

行いながら日系企業の活動への影響についての話があった。日米協

会主催の日本語スピーチコンテストのヒューストン地区予選が2月11日

（土）にSt. Thomas大学で、3月10日にテキサス州大会がRice 大学で

それぞれ行われる。また、今年から社会人レベルのDivisionが追加さ

れたので、日本語を母国語としない社員の方々で興味があれば申しこ

み可能。例年通り、商工会からは賞品相当額（$300）の拠出と審査員1
名（企画調査委員長担当）の派遣を行うものとする。 

②スポーツ委員会（水澤伸治スポーツ委員長） 

●テキサス会関連報告 

今年度第1回テキサス会を昨年11月20日に開催。第2回「総領事杯」を

4月15日（日）に鉄鋼部会担当で開催予定。詳細は後日連絡予定。 

●ソフトボール予選と「ワイルドカード1チーム制導入」について 

＜開催日程＞ソフトボール予選が4月8日（日）、本選がピクニック当日の 

 5月13日（日）開催。 

＜ワイルドカード1チーム制導入の提案＞「ワイルドカード制導入」につ 

 いては、昨年度の参加チームからも高い要望が出た。本選への進出 

 チーム数が増えることにより、ソフトボールだけでなくピクニック全体の 

 盛り上がりも期待できる。その反面、ピクニック当日の日程調整やボラ 

 ンティア人数確保への懸念もあり、一部の参加チームからも導入への 

 反対意見があった。キャプテン会議で検討の上、スポーツ委員会とし 

 て、ワイルドカードは1チームのみとし、参加チームからピクニックボラ 

 ンティアを拠出、3位決定戦を廃止、試合時間を早めるなどしながらピ 

 クニック運営への影響を 小化に努めることを基本に、ワイルドカード 

 制導入を提案したい。 

＜結論＞決勝トーナメントに出場するチームのピクニックとの調和・調整 

が難しいのでは、との懸念が文化委員長より呈されたが、上野会長か

らの提案もあり、今年度ワイルドカード制導入を試みることになった。こ

の制度の導入によってピクニック運営にどの程度の影響があるかなど

を検証のうえ、来年以降の導入については、理事委員会にて改めて

検討することとなった。 

平成24(2012)年2月度  商工会理事委員会 議事録 
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編  集  後  記 
 今月号より編集委員長を仰せつかりまし

た市川です。当地赴任前からヒューストン

の情報を得るために本誌には大分お世

話になっていましたが、これからは制作側

になりました。宜しくお願い申し上げま

す。 
 
 今月、委員長として初めて見た記事は

石井さんのTravel in the U.S.A!でした

が、読んだ途端49年前を思い出しまし

た。1963年11月23日の朝、日米間初めて

の宇宙中継があるというのでテレビの前

で父親と待っていると、飛び込んで来た

のがケネディ大統領暗殺のニュースでし

た。当時小学生の私にはテキサスも宇宙

中継も全て遠いことと感じていました。 
 
 情報の伝達は、ヒューストンで日本のテ

レビを見、海外とスカイプで話していると

隔世の感がありますが、そんな中で読者

に身近な話題を拾い続ける本誌を今後と

もよろしくお願い申し上げます。 
 

市川 真 

Gulf    Stream 12 

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

■Theatre Suburbia (4106 Way Out West Drive)
713-682-3625 www.theatresuburbia.org  
Play On! (~Mar. 24) 
■Alley  Theatre  (615  Texas)  713-220-5700 
www.alleytheatre.org  
Red (~Mar. 25) 
■Company OnStage (536 Westbury Sq.) 713-
726-1219 www.companyonstage.org  
Cactus Flower (~Apr. 14) 
■Main Street Theater (4617 Monstrose) 713-
524-6706 www.companyonstage.org  
How I Became a Pirate (~Apr. 5) 
■Opera in the Heights (1703 Heights) 713-861-
5303 www.operaintheheights.org  
Il Trovatore (~Mar 25) 
■Hobby Center-Sarofim Hall (800 Bagby) 713-
558-8887 www.tuts.com  
Annie (~Apr. 1) 
■Texas Repertory Theatre (14243 Stuebner 
Airline) 281-583-7573 www.texreptheatre.org  
Crimes of the Heart (~Apr. 7) 

■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 
*New Formations: Czech Avant Garde Art and 
Modern Glass -May11 
*Eye on Third Ward 2012: Jack Yates High 
School Photography - May 26  
*Shifting Paradigms in Contemporary Ceram-
ics   - Jun3 
*Utopia/Dystopia: Construction and Destruc-
tion in Photography and Collage -Jun10 
*elegance  and  Refinement:  The  Still-Life 
Painting of Willem van Aelst -May28 
@Caroline Weiss Law Building    
*Revelation: Major Paintings by Jules Olitski   
- May 6 
*Egyptomania  from Mar.18-Jul 29 
*Perspectives177:McArthur Binion - April 1 
■Houston Museum of Natural Science 
One  Hermann  Circle  Drive  713-639-4629 
www.hmns.org 
*Discovering The Civil War -Apr.29  
*Minerals Transformed Through Vision &Skill 
- through Spring 2012 
■The Menil Collection 
1515 Sul Ross 713-525-9400 http://
www.menil.org 入場無料 Open: Wed-Sun 
11:00am-7:00pm 
*Imprinting the Divine: Byzantine & Russian 
Icons from The Menil Collection  -Mar.18  
*Richard Serra Drawing : A Retrospective  - 
June 10 
*This World Is Not My Home: Danny Lyon 
Photographs from Mar.30 - July 29 

■NBA/Houston Rockets @ Toyota Center 
www.nba.com/rockets 
Mar.20(Tue) 7:00pm LA Lakers 
Mar.22(Thu) 7:00pm Golden State 
Mar.24(Sat) 7:00pm Dallas 
Mar.26(Mon) 7:00pm Sacramento 
Mar.30(Fri) 7:00pm Memphis 
Apr.1(Sun) 6:00pm Indiana 
Apr.11(Wed) 7:00pm Utah 
Apr.13(Fri) 7:00pm Phoenix 

        アート  

(Metal, Rock & Pop) 
■The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-
629-3700 
Apr. 25, 7:30pm: The Black Keys 
■Toyota Center 713-758-7200 
Mar.23,  7pm:  Winter  Jam  Tour  Spectacu-
larApr. 4, 8pm: Mana 
■House of Blues Houston 888-402-5837 
Mar.15, 8pm: The DigiTour 2012 
Mar.17, 7pm: neon Indian 
Mar.18, 7pm: Nneka 
Mar.23,  7:30pm: Mindless  Self  Indulgence-
Mar.23, 8pm: Nipsey Hussle 
Mar.24, 7pm: The Naked and FamousMar.29, 
7pm: Bret Michaels 
Mar.29,  10:00pm:  Green  River  Ordinance-
Mar.30, 8pm: Hot Chelle Rae: 2012 Beautiful 
Freaks Tour with special guests Electric Touch 
Mar.31, 8pm: Big Gigantic 
Apr.1, 7:30pm: Tech N9NE featuring Machine 
Gun Kelly and more 
Apr.5, 7pm:Avalanche Tour Featuring Shinedown 
Apr.6, 8pm: Childish Gambino 
Apr.12, 8:30pm: Steel Panther  
Apr.14, 8pm: Tyrone Wells with special guest 
Joe Brooks 
■Verizon Wireless Theater 713-230-1600 
Mar.18, 1pm: Asking Alexandria 
Mar.29 &30, 8pm: Unlimited/Twin Entertain-
ment Presents: Behind The Pulpit 
Mar.31, 3pm & 8pm: Unlimited/Twin Enter-
tainment Presents: Behind The Pulpit 
Apr.1, 3pm & 7:30pm: Unlimited/Twin Enter-
tainment Presents: Behind The Pulpit 
Apr.6, 7pm & 9:30pm: Daniel Tosh 
Apr.7, 8pm: Real Uprizing Presents: Rick Ross 
Rich Forever 
Apr.14,  8pm:  Human  Nature  The  Motown 
Show Presented by Smokey Robinson 
(Soul, R&B & Jazz) 
■Miller Outdoor Theatre 281-373-3386 
Mar.22 & 23, 8:15pm: The Original Tribute to 
The Blues Brothers 
(Classic) 
■Shepherd School of Music, Rice University 
713-348-5400 
Apr.3, 8pm: Vienna Piano Trio 
Apr.24, 8pm: Emerson String Quartet 
Jones Hall 713-224-7575 
Mar.16 & 17, 8pm: Petrenko Conducts Prokofiev 
Mar.18, 2:30pm: Petrenko Conducts Prokofiev 
Mar.22 & 24, 8pm: Mozart A Little Night Music 
Mar.25, 2:30pm: Mozart A Little Night Music 
Mar.29 & 31, 8pm: Hahn & Enigma Variations 
Mar.30, 7pm: Hahn & Enigma Variations 
Apr.1, 2:30pm: Hahn & Enigma Variations 
Apr.5-7, 8pm: Music of John Denver 
Apr.13&14, 8pm: Petrouchka & Beethoven 
Apr.15, 2:30pm: Petrouchka & Beethoven 
(Latin) 
■Toyota Center 713-758-7200 
Mar.15, 7pm: Romeo Santos 
■Miller Outdoor Theatre 281-373-3386 
Mar.24, 8pm: Noche Caliente featuring Mi-
chael Stuart 
(Reggae & Hip Hop) 
■Miller Outdoor Theatre 281-373-3386 
Mar.25, 7:30pm: Matisyahu Live for Aishel 
House 
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ヒューストン美術館 
The Arts of Japan 

Gallery  
オープン 

 

ARTS OF JAPAN 
MFAH  
The Museum of Fine Arts Houston   
http://www.mfah.org 

 去る2月19日（日）にヒューストン美術館のThe Arts 
of Japan Galleryがオープンしました。同美術館では

5年をかけて、中国、インド、インドネシア、韓国、そ

して日本のあわせて5カ国の美術品展示室建設が

進められ、Japan Gallery開設で全展示室の建設が

終了しました。 
 多くのヒューストンの人々にアジア文化の理解を深

めてもらう機会と場所を提供するため、同美術館は5
つのGallery建設を進めてきました。Japan Galleryの

建設のため、建設費の一部や美術品Acquisition費

用の寄付依頼を受けた商工会は、会員企業からの

寄付金とあわせてJBA Houston Foundation, Inc.から

15万ドルを昨年9月にヒューストン美術館へ寄付しま

した。開設されたJapan Galleryの壁には、商工会を

含む全ての寄付者の名前を日本語と英語で刻んだ

プレートがかけられています。 
 Japan Galleryオープンを記念し、東京国立博物館

保有の国宝「万葉集」や「大日如来坐像」を含む重

要文化財3点と共に、陶器や仏画、楽器など美術品

が4月8日（日）まで展示されています。是非Japan 
Galleryで日本の素晴らしい美術品の数々を心ゆく

まで楽しんでください。 

■AHL/Houston Aeros @ Toyota Center 
www.aeros.com 
Mar.16(Fri) 7:35pm Rockford 
Mar.17(Sat) 7:35pm Abbotsford 
Mar.18(Sun) 5:05pm Oklahoma City 
Mar.29(Thu) 7:05pm Lake Erie 
Mar.31(Sat) 7:35pm Hamilton 
Apr.6(Fri) 7:35pm Chicago 
Apr.7(Sat) 7:35pm Peoria 
Apr.8(Sun) 5:05pm Milwaukee 
Apr.14(Sat) 7:35pm San Antonio 
Apr.15(Sun) 5:05pm Texas 

■Cy-Fest 2012 March 23 -March 25, 2012 
@29300  Hempstead  Rd.,  Cypress,  Texas. 
Three days of fun, food, adventure, rides, live 
music, carnival games. Please see the website 
http://www.cyfest.com/index.htm 
■Tomball German Heritage Festival March 
30, 31, & April 1@ Historical Train Depot in 
Old Town Tomball Texas 77375 Three stages 
of live Music, Folk Dancers, Arts Crafts, Food, 
Beer,  Carnival,  Fireworks,  and much more. 
Free Festival, No admission or parking fees. 
http://www.tomballsistercity.org/festival.htm 
■Children’s’ Festival: March 31 and April 1 
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. 
http://www.houstonchildrensfestival.com/ 
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