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ガルフストリームは毎月１５日発行です。 

編  集  後  記 
 

このぺージのmusic欄にThe Go-Go’sとあったの

が目に留まりました。懐かしいですね。調べてみると

80年代初めにヒットしていたころとメンバーは同じ。

ベリンダ・カーライルもちゃんとグループに残ってい

るようです。 

music 欄で他に知っている名前を探したら、

Toyotaとベートーベンとブラームスとベルリオーズを

いれて8つでした。知っている名前だと活動している

のを知るだけでも楽しいものです。 

読者の皆様はこのぺージにどんな感想をお持ち

でしょうか？ お知り合いに編集委員がいたら教えて

あげてください。                         （市川真） 

 在任期間中（約5年半）は大変お世話になりまし

た。久しぶりの東京ライフを ENJOY するはずが

ヒューストンライフを懐かしがってばかりいる今日こ

の頃。あそこのタコス、肉厚ハンバーガーが食べた

い。。。あの炎天下でのソフトボールの練習がした

い。。。最高でした、ヒューストンライフは。皆様に感

謝です。それでは、再見！               （稲森太郎） 

 「ある日～森の中～クマさんに～出会ぁた～」と、

実際はこんな呑気なものではありません！今年の夏

休み、夫婦で旅行先の山道をハイキング中、熊に

遭遇しました。結構大きく、トレイル上を正面から3m
程まで近づいて来た時は生きた心地がしませんで

したが、対処策の事前学習が功を奏し無事生還。

危うく「食ぅすとん」の記事に穴を開けるところでし

た。今年の夏の一番の思い出（？）です。 

 大好きな夏が終わる・・・・。    (Shinji Murakami） 
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 ヒューストン日本商工会とジェトロ・ヒューストンは、7月26日（木）、米国で活躍する二人の日本人弁護士を講師に

迎え、「『米国訴訟における和解交渉』および『米国就労ビザの傾向と対策』」と題するセミナーを開催しました。 
 米国において日本企業を相手とする訴訟は依然として多発しており、その訴訟の対応に苦慮するケースも多く

見られます。ダラス、ニューヨーク、東京を拠点とし、主に日系企業に対し、訴訟業務、会社法や知的財産権に関

連する法務などのサービスを提供する大橋&ホーン弁護士事務所の大橋弘昌弁護士は、具体的事例を挙げなが

ら米国における訴訟の流れをわかりやすく説明し、最も一般的なプラクティスである和解調停において交渉を有利

に進めるポイントなどを教えて下さいました。 
続いて、世界最大の移民法法律事務所、フラゴメン・デルレイ・バーンセン＆ローウィー法律事務所の日本企業

グループ責任者として、数多くの日系企業の査証申請に携わる荒木信太郎弁護士より、米国就労ビザにかかわる

最近の傾向と対策についてお話頂きました。米国就労ビザについては最近審査が厳しくなる傾向にあり、日系企

業の円滑なビジネス活動に影響を及ぼしています。荒木弁護士は、日系企業に最も一般的なビザを中心に、申請

のポイントや注意点を丁寧に説明して下さいました。 
以下、講演の概要をご紹介します。 

ライブ音楽 

(Metal, Rock & Pop) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-629-3700 
Sept. 15, 12pm: Rockstar Energy Drink Uproar Festival 
Sept. 29, 7:30pm: Florence & The Machine 
Oct. 11, 7:30pm: GOTYE 
Oct. 12, 7:30pm: GOTYE 
House of Blues Houston 888-402-5837 
Sept. 16, 4pm: Ethan Bortmik 
Sept. 16, 8pm: Rockie Fresh 
Sept. 18, 7:30pm: Owl City 
Sept. 19, 8pm: Beach House 
Sept. 20, 8pm: Citizen Cope 
Sept. 21, 8pm: Ron Pope 
Sept. 21, 9pm: The Psychedelic Furs 
Sept. 22, 9pm: The Ruby Revue Burlesque Show 
Sept. 24, 8pm: The Go-Go’s 
Sept. 26, 9pm: 2 Chainz 
Sept. 27, 8pm: My Life With The Thrill Kill Kult 
Sept. 27, 9pm: Dark Star Orchestra 
Sept. 28, 9pm: Cowboy Mouth 
Sept. 29, 7:30pm: Circa Survive 
Sept. 29, 8:30pm: Red Wanting Blue 
Oct. 2, 7pm: All American Rejects/Boys Like Girls 
Oct. 5, 9pm: Who’s Bad 
Oct. 6, 9pm: Scoremore presents Big K.R.I.T 
Oct. 7, 8pm: FLOBOTS with special quest Astronautalis 
Oct. 9, 9:30pm: Garbage 
Oct. 10, 8pm: The Shins 
Oct. 11, 8pm: Trampled by Turtles 
Oct. 11, 9pm: Grouplove 
Oct. 12, 9:30pm: Andrew Bird 
Oct. 13, 9pm: Two Door Cinema Club 
Oct. 15, 8pm: Metric 
Oct. 15, 9pm: Father John Misty with La Sera and 
Jeffertitti’s Nile 
Oct. 18, 9:30pm: Matt Wertz 
Oct. 19, 9pm: Matt & Kim 
Oct. 23, 9pm: Rodriguez 
Oct. 25, 8pm: Galactic & JJ Grey and Mofro 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Sept. 20, 7pm: Rise Against with The Gaslight Anthem 
and Hot Water Music 
Sept. 21, 8:30pm: Fiona Apple 
Oct. 15, 8pm : Rufus Wainright   
Oct. 27, 8:30pm : Ian Anderson   
Oct. 30, 8pm : The Script    
Toyota Center 713-758-7200 
Oct. 20, 7:30pm: Red Hot Chili Peppers 
Oct. 24 & 25, 8pm: Madonna 
Oct. 30, 7pm: Justin Bieber 
Reliant Park 800-745-3000 
Oct. 30, 7pm: Twins of Evil Tour 
(Soul, R&B & Jazz) 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Oct. 20, 8pm : Norah Jones   
(Classic) 
Jones Hall 713-224-7575 
Sept. 15, 16, 20, 22, 23, 28, 29, 30 8pm: Best of Brahms 
Oct. 5&6, 8pm: 7, 7:30pm: Wicked Divas  
Oct. 18& 20, 8pm: Lang Lang Plays Beethoven  
Oct. 21, 2:30pm: Lang Lang Plays Beethoven  
Oct. 25&27, 8pm: 26, 7:30pm: 28, 2:30pm:   
                 Berlioz’ Symphonie fantastique  
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-629-3700 
Sept. 21, 8pm: Evening with Brahms 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Sept. 22, 7:30pm: Il Volo  
Miller Outdoor Theatre 832-487-7102 
Sept. 22, 7:30pm: Salsa Y Salud 
(Latin) 
Toyota Center 713-758-7200 
Oct. 26, 8pm: Vicente Fernandez 
(Country and Folk) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-629-3700 
Oct. 26, 7pm: Jason Aldean 
Toyota Center 713-758-7200 
Sept.21, 7:30pm: Eric Church 

(Children/Family) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-629-3700 
Oct. 12, 7:30pm: Hocus Pocus Pops 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Sept. 30, 8pm & 5pm: Imagination Movers   
(Dance/ Electric) 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Sept. 23, 8pm: Pretty Lights  
(Rap/ Hiphop) 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Oct. 13, 8pm: Mac Miller   

Alley Theatre (615 Texas Avenue) 713-220-5700 
www.alleytheatre.org 
November (~Sept. 23) 
Death of a Salesman (Sept. 28~Oct. 28) 
Hobby Center (800 Bagby) 800-952-6560 
www.thehobbycenter.org 
Disney’s Beauty and the Beast (Sept. 25~30) 
Jekyll & Hyde (Oct. 9~21) 
Theatre Suburbia (4106 Way Out West Dr) 713-682-3525 
www.theatresuburbia.org 
Getting Sara Married (Sept. 14~Oct. 13) 
Main Street Theater – Chelsea Market (4617 Montrose 
Boulevard) 713-524-6706 www.mainstreettheater.com  
Life Is a Dream (Sept. 20~Oct. 21) 
Duck for President (Sept. 26~Oct. 26) 
Playhouse 1960 (6814 Gant Road) 281-587-8243 
www.ph1960.com 
Lend Me a Tenor (Oct. 5~27) 
Stages Repertory Theatre (3202 Allen Parkway, Suite 
101) 713-527-0220 www.stagestheatre.com 
2 Pianos 4 Hands (~Oct. 28) 

<The Museum of Fine Arts Houston>  
(visitorservices@mfah.org www.mfah.org 木曜Free) 
@Audrey Jones Beck Building 
*The Art of Exaggerarion  ~Sep.23 
*Constructed  Dialogues:  Concrete,  Geometric,  and 
Kinetic Art from the Latin American Art Collection 
  from Sep.16 
*W. Eugene Smith and James Nachtwey from Oct.14 
*American made: 250 years of American Art  at  the 
Museum of Fine Arts, Houston  ~Jan1 2013 
@Caroline Weiss Law Building  
*Unrivalled  Splendor:  The  Kimiko and John Powers 
Collection of Japanese Art ~Sep23 
*Scandinavian Design  from Aug.26 
*Public Dress ~Oct 8 
@Glassell School of Art       
*There is no archive in which nothing gets lost  ~Nov.25  
<Contemporary Arts Museum Houston> 
(5216 Montrose Blvd  www.camh.org 入場無料) 
*Perspectives  179 Alvin  Baltrop:  Dreams  Into  Glass 
~Oct.21 
*Jane Alexander: (Surveys)  ~Nov.4 
<Houston Museum of Natural Science> 
(One Hermann Circle Drive  www.hmns.org) 
*Titanic. The Artifact Exhibition  ~Sept23 
*Crystals Transformed Through Vision & Skill 
<The Menil Collection> 
(1515 Sul Ross 713-525-9400 http://www.menil.org 入
場無料 Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm) 
*Silence ~Oct.21 
*Dear John & Dominique: Letters and Drawings from the 
Menil Archives  from Aug.10 
*Class Oldenburg: Strange Eggs  From Sep. 20 ~Feb.3 
2013 

MLB/Houston Astros @ Minute Maid Park (http://
houston.astros.mlb.com) 
Sept.15 (Sat) 6:05pm Philadelphia Phillies 
Sept.16 (Sun) 1:05pm Philadelphia Phillies 
Sept.21 (Fri) 7:05pm Pittsburgh Pirates 
Sept.22 (Sat) 6:05pm Pittsburgh Pirates 
Sept.23 (Sun) 1:05pm Pittsburgh Pirates 
Sept.24-26(M-W) 7:05pm St. Louis Cardinals 
NFL/Houston Texans @ Reliant Stadium (http://
www.houstontexans.com) 

Sept.30 (Sun) 12:00pm Tennessee Titans 
Oct.14 (Sun) 7:20pm Green Bay Packers 
Oct. 21 (Sun) 12:00pm Baltimore Ravens 

Sept. 15,16  Houston Hot Sauce Festival @ 
Stafford Center (10505 Cash Rd. 77477)the sampling 
of fiery food products.  Admission $5 / 12 and under 
Free  See: http://www.houstonhotsauce.com/ 
Sept. 29-30 LONGHORN ROD RUN @ Spring 
TX.  Antique Cars & Historic Attractions http://
www.oldtownspring.com/longhorn_rodrun.htm 
Sept. 28-Oct 21: State Fair of Texas (Fair park in 
Dallas, TX)  www.bigtex.com 
Oct. 4-7 Greek Festival @ (3511 Yoakum 
Boulevard 77006) $5 (adults). 12 and under free. 
Pre-sale$18.00 - Includes admission and dinner plate  
http://www.greekfestival.org/about.html 
Oct. 13-14 Katy Rice Harvest Festival @ Historic 
downtown Katy. Live entertainment, craft and food 
booths, carnival.  http://riceharvestfestival.org/ 
Oct. 14-15 Cajun Catfish Festival @ Downtown 
Conroe.  $10 (adult) and free age under 12 http://
www.conroecajuncatfishfestival.com/ 
Oct. 11-14 Italian Festival @University of St. 
Thomas http://www.houstonitalianfestival.com/ 
Oct. 6-Nov. 25 Texas Renaissance Festival in 
Plantersville テキサスにいながらルネッサンス時代

にタイムトリップしてみませんか？前売り券： $40 
Family 4-Pack (2) Adult tickets and (2) Kids.  当日：

大人＄25、子供＄12 詳しくはこちらのサイトまで
http://www.texrenfest.com/home.html 

劇・エンターテインメント 

美術 

スポーツ 

その他のイベント 

「米国訴訟における和解交渉」 および 「米国就労ビザの傾向と対策」  

～ヒューストン日本商工会・ジェトロ共催セミナー～ 

＜米国訴訟における和解交渉＞ （大橋昌弁護士） 

 米国における訴訟の流れは、訴状の提出か

ら審理（トライアル）まで長いプロセスを経る。

まず、訴状が提出された後、当該裁判所の管

轄に属さない場合や訴状の送達に瑕疵があ

る 場 合 に は 訴 え の 却 下 の 申 立（Filing  of 
Motion to Dismiss）をすることができる。訴状

は送達される方法も重要。よくある例として、

日本の親会社に対する訴状を米国子会社に

送ってくることがあるが、これは正式な送達とし

て認められないため、子会社は訴訟が成立し

ない旨、却下の申立ができる。訴えの内容にはいろいろあるが、最も一般

的なのは「不法過失（Negligence）」、「厳格責任（Strict Liability）」や「保証

違反（Breach of Warranty）」などである。訴訟が成立した場合には、被告側

は期限内に答弁書を提出する。 
 次に、米国の訴訟では審理に入る前に、裁判で使う証拠の内容を確認し

あう「ディスカバリー」という手続きがある。ここでは、質問書への回答やイン

タビューによる宣誓供述（ディポジション）のほかに、争っている内容に関連

する書類の提出が要求される。この書類には契約書だけでなく、Eメールの

やり取り等も含まれるため、Eメールには注意が必要である。証拠が揃うと、

事実を争わない場合や、事実であったとしても訴えの内容が時効にかかっ

て い る 場 合 な ど は 裁 判 所 に よる「事 実 審 理 を経 な い 判 決（Summary 
Judgment）」を申し立てることができる。さらに陪審員による事実審理に進む

前には、裁判所から「調停（Mediation）」により和解の道を探ることが勧めら

れる。米国の訴訟でトライアルまで進むのは1%未満で、ほとんどのケース

は和解により決着がつけられる。 
 和解交渉にはいくつかの鉄則がある。第一に、（賠償を要求される側であ

れば）低い金額から提示すること、第二に、なるべく先方に自分側に来ても

らうなどして、相手に時間を使わせること、第三に、譲歩するときには徐々

に譲歩の幅を狭くし、「これが最後の譲歩」と思わせること、第四に、権限を

持たないで和解交渉に臨むこと。日本企業であれば「本社に権限がある」と

言うことも可能である。第五に、時には相手に賛成しながら交渉を有利に導

くことである。 
 和解調停はどのタイミングでも行うことができる。例え訴訟を起こされる前

でも、私的な調停により和解し、訴訟によるコストを省くこともできる。交渉の

成否により最後の局面での価値が大きく変わることもあり、粘り強さがカギと

なる。 

＜アメリカ就労ビザに関するコンプライアンスと、就労ビザ申請審査の傾向

と対策＞ （荒木信太郎弁護士） 

 米国移民法の特徴は、法律自体は変わらない

が、その解釈や考え方といったさじ加減が頻繁に

変わることである。ここ一年間の主な変化を見てみ

ると、まず、不法移民対策に無策な連邦政府に業

を煮やした州政府が、自ら積極的に取締りを行うよ

うになった。アラバマ州やアリゾナ州では、スピード

違反など他の法令執行を行う警察官が、在留資格

を確認することができる。アラバマ州では日系企業

関係者が逮捕されるケースも起きている。次に、L-
1Bビザ（企業内転勤・専門職ビザ）の審査が厳格化

しており、申請の3割近くが却下され、追加資料要請を受ける比率も6割を超

えている。さらにLビザ発給に関する国務省ルールが改定され、日本人の場

合は原則として5年のビザが発給されることになったことなどが挙げられる。 
 査証発給審査が厳格化される中、申請にあたっては非常に細かい内容の

情報提出が求められることに留意すべきである。管理職のためのL1-Aビザで

あれば、管理業務に専念できる環境であるかを確認するために、会社の組織

図や部下の業務内容、給料、学歴といった情報までが求められることもある。

L1-Bであれば専門性の高さ、社内における専門知識の希少価値などを証明

できなくてはならない。次にEビザ（貿易・投資ビザ）の場合は、やはり管理職

か専門職の二種類で、Lビザ同様、それを証明する情報が求められる。特に

専門職は、申請者が米国法人にとって必要不可欠な特殊技能を持っている

ことが重要であり、その専門性は「日本語に堪能」というだけでは不十分であ

る。また、現地化に努めることが前提のため、そのポジションを恒久的に外国

人が占める場合には理由の説明が必要である。どのビザを申請するかを決め

るにあたっては、Eビザ取得にあたっては企業毎に発給数に制限があるとか、

Eビザ保持者の後任はEビザ保持者でなければならないとか、EビザはLビザよ

り格が上である等という、日本企業だけが信じる「神話」にとらわれることなく、

その人の状況や技能に最も適した種類のビザを選ぶべきである。 
 米国政府はビザ申請審査だけにとどまらず、様々なところで取締りを強化し

ている。基本的だが重要なものとしてI-9（従業員就労資格確認書）のコンプラ

イアンスがあり、当局は最近頻繁に監査を行っている。違反に対する罰金は

少額だが、世間体、評判に大きなダメージを与えるものであり、記入漏れや更

新忘れには注意したい。また、就労資格を確認するため連邦政府が管理し企

業に登録を奨励するE Verifyというデータベース・システムもあり、州によって

は外国人管理にこのシステムの利用を義務付けているところもある。 

＜大橋弘昌弁護士＞  
 ＜荒木信太郎弁護士＞   

７...星出宇宙飛行士打上げ 

８...ワン！ダフル・琉球國太鼓 

９...佐久市学生訪問・現地校体験談 

１０...食ぅすとん・知っとん物語 

１１...Travel in the U.S.A. 

１２...Houston Walker・編集後記 

４...婦人部便り 

５...ピーカンキッズ・駐妻日記 

６...テキサスメディカル最前線 

１...ビジネスセミナー 

２...商工会理事委員会議事録 

３...会員消息・いいことやっとん 
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アメリカの中の、ケンタッキーという国アメリカの中の、ケンタッキーという国アメリカの中の、ケンタッキーという国         

Kentucky 
石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 

The United States of Americaの名の通り、アメリカは50の州（State）が一つの

国（Country）を形 成 し て い る。こ の 50 州 の 中に は 4 つ だ け、State で は な く

Commonwealthが正式名称の州がある。マサチューセッツ、ペンシルバニア、

バージニア、そしてケンタッキーだ。ケンタッキー州は、北はオハイオ川、西はミ

シシッピ川、東は森林（Daniel Boone National Forest）に囲まれ、他地域との接

触が少ないため独自の生活や文化を築いていった。奴隷解放が争点となった

南北戦争においても、南軍(The Confederate)と同様に奴隷州でありながら、奴

隷解放を進める北軍(The Union)寄りの立場をとるなど、独自の動きをみせてい

た。アメリカ東部とも、中西部とも、南部とも一味違うケンタッキーの見所をご紹

介したい。 
まずは、州北東部の中心都市レキシントン。ヒューストンから飛行機で２時間

強の場所にある。市内には歴史的建造物やおしゃれなレストランも多いが、ブ

ルーグラス・ステイトという愛称のとおり、レキシントンの周りにはゴルフ場と見紛

うような鮮やかな緑が続く。幹線道路沿いの牧場には馬、馬、馬。ケンタッキー

ならではの情景だ。この独特の景観を作り出している最大の理由は、その地質

にある。州の基盤を形成するライムストーン（石灰岩）の層からカルシウム分が

土壌や湧き水に溶け出し、ミネラル豊富な牧草はサラブレッドのしなやかで丈

夫な骨を発達させる。アメリカの競走馬の多くがこの地域で育つ所以だ。（この

水の影響かケンタッキーには美人が多いそうだ。）そんなレキシントンは「競走

馬の都」ともいわれ、馬にまつわる場所が多い。Kentucky Horse Parkは身近に

馬に触れられる公園で、付属のミュージアムの展示も充実していて家族そろっ

て楽しめる。レキシントンには全米で指折りの名門大学ケンタッキー大学があ

り、勉学とともにスポーツも盛んで、年中ケンタッキー大ワイルドキャッツの試合

が観戦できる。2012年のNCAAの大会でバスケットボール男子が優勝したのも

記憶に新しい。 
バーボン・ウィスキーで有名なケンタッキーだが、ワインづくりも盛んである。

レキシントンから州都フランクフォートにかけてはいくつか優良なワイナリーがあ

る。今回そのうちの一つEquus Run Vineyardsに行ったが、テイスティングしたワ

インはどれも、カリフォルニア･ワインに引けを取らないと感じた。他の州ではあ

まり口にすることのないケンタッキー・ワイン、是非とも地元で味わいたい。 
州最大の都市はルイヴィル。レキシントンから西へ車で１時間程度だ。人口

30万人程度で全米規模で見ると中都市だが、ルイヴィルの見所は数多くある。

まずは1875年以来毎年休むことなく開催されている、全米最大のレース「ケン

タッキー・ダービー」が行われるチャーチル・ダウンズ競馬場。「ケンタッキー・

ダービーを見るまでは何かを見たというな」という言葉があるほど、全米が注目

する伝統のレースで、5月の第一土曜日に開催されるダービーには全世界から

約16万人が集まるという。セレブが集まるゴール前の観客席から競馬場の内側

にある芝生席まで、年に一度のダービーを見ようとどのセクションも人で埋め尽

くされる。年間80日ほどレースが開催されるというチャーチル・ダウンズには、博

物館やレストランが併設され、開催

日以外でもガイド・ツアーに参加し

て実際のターフや厩舎、スタンドに

足を踏み入れることができる。中で

も、ダービーの優勝馬しか入ること

のないウィナーズ・サークルを見る

と、このレースに勝つことが馬や

ジョッキーやオーナー、いや全て

の関係者にとってどれだけ名誉な

ことなのかが伝わってくる。 

野球好きの人にはルイヴィル・スラッ

ガーのバット工場見学がお薦めだ。殆ど

の大リーガーのバットはここで生産され

る。以前は職人が1本あたり20分かけて

削っていたものが、今では1分に何十本

も生産されているという。見学ツアーで

は、ヤンキーズのジーターやレンジャー

ズのハミルトンなどのバットを手に取って

みることができた。博物館やバッティング

センターも併設されていて、なかなか楽

しい場所だ。 
その近くには、ルイヴィル出身のボク

サー、モハメド・アリを称える博物館もあ

る。ローマ五輪の金メダリストで世界ヘ

ビー級チャンピオン。派手な記者会見な

ど現役時代の破天荒なイメージが強い

が、近年はパーキンソン病をわずらい、

アトランタ五輪の際に震える手で聖火を

点灯した姿も印象深い。彼がなぜアメリカでこれほどまでに注目される人

物なのか、この場所に来るとよくわかる。黒人差別に異を唱えて金メダル

を川に投げ捨て、ベトナム戦争に反対して兵役を拒否し、ヘビー級王座

もボクサーライセンスも剥奪されながらも、ボクシングを愛した平和主義

者。引退後も、病をおして世界各国を飛び回って国際貢献し続けている

ことを知り、アリに対する興味と尊敬の念が沸き起こった。ケンタッキー州

を表す精神として、Unbridled Spiritという語がある。Unbridleとは馬具を

はずされた状態、すなわち、とどまるところを知らない奔放な精神という意

味。まさにこの州出身のアリそのものを表す言葉で、彼の存在はケンタッ

キーのシンボルでもあるのではないかと感じた。 
ルイヴィルから車で約40分、「バーボンの都」と呼ばれるバーズタウン

も必見の街である。バーボン作りはケンタッキー州の第四番目に大きな

産業（1位はヘルスケア、2位は自動車産業、3位は馬の飼育）、アメリカ全

土で生産されるバーボンの90％以上がケンタッキーで生産される。中で

もバーズタウンは100年以上前から醸造所があり、何億円分ものバーボン

が貯蔵される7階建ての倉庫を町のあちこちで見かける。ケンタッキーの

バーボン造りには2つの重要な要素がある。ライムストーンによってろ過さ

れた鉄分のない滑らかな水と、夏は暑く冬の寒さが厳しい独特の気候

だ。この自然の恵みと厳しさによって4年以上、冷房も暖房もない倉庫で

月日を重ね熟成されたバーボン

は、ケンタッキーの、いやアメリカの

誇る数少ない純国産品だ。全米で

も最大規模の醸造所へブン・ヒル

社や名酒Maker’s Markの醸造所

に行くと、バーボンの製造過程を

見学する1時間ほどのツアーに参

加することができる。ツアーの締め

くくりはテイスティング。各社自慢の

バーボンを味わった後、バーボン・

ボールというバーボン風味の生

チョコレートの味わいも格別だ。 
 バーズタウンのもう一つの見所

は、ケンタッキーの州歌にもなって

いる、‘My Old Kentucky Home’が
作られた場所だ。アメリカを代表す

る作曲家スティーブン・フォスター

がその家を見てこの歌を書き上げ

たといわれる場所が現在は州立公園となり、旧き良きケンタッキーホーム

が大切に保存されている。夏の2ヶ月間だけこの公園の野外劇場で上演

されるフォスターの生涯を描いたミュージカルは、地元の人たちが楽しみ

にする、この地ならではのイベントだ。 
夏が終わると、またケンタッキー人が愛する季節が訪れる。美しい緑の

大地にカラフルな紅葉が彩りを添える秋だ。アメリカのどの州もどの地域

にもお国自慢はある。しかし、このケンタッキーほど自分たちの住んでい

る場所やそこで生み出される特産品に誇りを持っている場所はほかにな

いのかもしれない。変わり続けるアメリカという国の中で、今も昔も変わら

ないこの州は、これから先も変わらずケンタッキーらしさを持ち続けていく

のだろう。 Churchill Downs 

平成平成2424（（20122012）年）年88月度 月度   商工会常任委員会 議事録商工会常任委員会 議事録  

日  時： 平成24年8月22日（水）11：30 ～13:00 
場  所： Four Seasons Hotel  Room: Fairfield（3階）  
出席者： 名誉会長、名誉会員、常任委員、事務局長 

司  会： 竹田直樹幹事 

１．商工会会長連絡事項（上野真吾会長） 

この一年を振り返ると、昨年10月に着任された山本総領事を迎えて、商

工会共々新体制で新年度をスタート、日本人宇宙飛行士の活躍や美

術館のJapan Gallery オープニング、東日本大震災一周年レセプショ

ン、補習校校長交代などがあった。又、昨年度は東日本大震災の影響

で商工会行事の日程調整などがあったが、今年度は全ての予定した

行事を無事終了することができた。各部会でも活発に活動が行われ

た。関係者各位の尽力に感謝申し上げる。10月から新体制でのスター

トとなるが、活動などを通じて会員各位が良い思い出を作れるような商

工会であり続けて欲しいと願っている。今後とも商工会へのご協力・ご

支援をお願いしたい。 

２．総領事館連絡事項（山本条太総領事） 

山本総領事より下記6点の連絡があった。 

①日本の立ち直りへの支援に対する謝意と引き続きの支援のお 

願い 

②日米草の根交流北テキサス・サミットの開催と日本企業からの 

支援への謝意 

③民間主導による「北テキサス･ヒューストン間の高速鉄道構想」 

について 

④ハリケーンなど自然災害や銃等による犯罪、ウエストナイル熱な 

ど感染症への安全の備えについて 

⑤総領事館のウェブサイトのレイアウト変更と定期的な一覧のお 

願い 

⑥ヒューストン日米協会からの情報発信の強化と支援について 

３．商工会次期役員選出について（竹田直樹幹事） 

商工会定款第四条第二項「役員」（b）に基づき、次期役員選出を進め

るにあたり、まず竹田幹事から有権者数等の報告があった（有権者の

正団体会員数84に対し、出席有権者数と欠席正団体会員による会長

委任数75、無効数9）。次に、最終立候補者7名の起立紹介があり（下

記参照）、7名の信任投票を行う旨の説明があった。出席有権者の投票

用紙を回収の上、ライブロック事務局長が別室で集計し、竹田幹事の

再確認の後、会長以下幹事の立候補者全員の信任決定が発表され

た。 

＊立候補者 

会長   岡野夏井氏 （Mitsui & Co.(USA), Inc.） 
第一副会長  土光辰夫氏 （Toshiba International Corp.） 
副会長 上野真吾氏 （Sumitomo Corp. of America） 
 鈴木 一氏 （Kuraray America Inc.） 
 高杉 禎氏 （Mitsubishi International Corp.） 
幹事 石井 光氏 （JTB USA, Inc.） 
会計幹事 加藤信之氏 （Deloitte & Touche LLP） 

※副会長は受付順に記載 

※定員数は副会長の3名の他は全て1名ずつ 

４．Space Seminar 2012 について 

（山上武尊正会員：酒井純一特命理事代理） 

本年度最後となる第5回宇宙セミナーを9月30日（日）にSpace Center 
H o u s t o n で 開 催 す る 。 当 日 は 午 前 1 0 時 か ら I S S 運 用 管 制 室 

と宇宙飛行士訓練施設の見学後、昼食休憩を挟んで午後1時から「君

も宇宙飛行士になれる！」というテーマでセミナーを予定。80名程度

（20家族／グループ単位で）の参加を想定し、宇宙飛行士選抜試験相

当の課題へのチャレンジを現在検討中。入場料は参加者負担とし、トラ

ムと会議室の費用については商工会負担。 

５．来期の常任委員会開催場所について（竹田直樹幹事） 

常任委員会会場については、予算圧縮を図るため、本年1月より半年

間程、会場の選定と検討を進めてきたもの。今般、非営利団体限定で

利用可なThe Community Resource Center （@50 Waugh Drive, Houston, 
Texas 77007）を来年度から利用してみる方向で理事委員会にて協議。年

4回ある常任委員会のうち、来年1月と4月については、トライアルとして当

会場にて実施致したい。詳細は各回のご案内を事務局より出す際に記す

ため、当該連絡にご留意願いたい。 

６．委員会・部会報告 

①企画・調査委員会（木村誠企画調査委員長） 

＊商工会・JETRO共催「米国訴訟における和解交渉」および「米国就労

ビザの傾向と対策」セミナー終了報告 

7月26日（木）にFour Houston Center内のConference Roomにお 

いて、大橋＆ホーン法律事務所の大橋弘昌弁護士とフラゴメン・ 

デルレイ・バーンセン＆ローウィー法律事務所NY事務所の荒木 

信太郎弁護士を講師に迎え、米国で事業展開する日本企業が 

直面しがちな訴訟への対応や就労ビザに関する問題について 

解説いただき、当日は30名を越える参加があった。 

＊商工会主催「人事・雇用関係セミナー」について 

本日の常任委員会終了後の午後1時15分から、人事・雇用関係 

セミナーとして、講師のAmer ican  Da taBank社の秋山利泰氏 

（CEO）とHRM Partners社の上田宗朗氏（VP／Partner）から「管 

理職が知っておきたい雇用前バックグラウンド調査とドラッグテス 

ト・コンプライアンス」と「訴訟を避けるための採用手続きと人事プ 

ロセス」について解説していただく。 

②スポーツ委員会（吉松雅敏正会員／藤井一彦スポーツ委員長代理） 

＊第543回テキサス会「United 杯」開催について 

既に商工会事務局から連絡のとおり、来る9月23日（日）に第543 
回テキサス会「United杯」を開催する。なお、先に商工会事務所 

から発信した案内状に“Southwyck Golf Club”での開催と記され 

ていたが、“Tour 18 Golf Club”が正しい開催場所となる。担当者 

の携帯番号と開催場所について、商工会事務所から発信した訂 

正連絡メールで再確認いただくとともに、賞品提供についても併 

せて協力をいただきたい。 

７．事務局連絡事項（ライブロック祐子事務局長） 

①会員消息 

正個人会員入会8社（12名）、正個人会員退会5社（9名）、常任委 

員新旧交代2社、連絡先変更連絡1社の連絡（詳細は別項「会員 

消息」欄参照）。 

②正団体会員入会申請 ＜9月度理事委員会承認事項＞ 

申請企業名：IHI E&C International Corporation 
申請者：古見嘉夫氏 

登録希望会員数：1名 

登録希望部会：エネルギー部会 

③新年度年間会議・行事予定について 

10月から開始される新年度の年間会議・行事予定表（別紙）の説 

明。新年度開始早々に最終決定版を配布のうえ、商工会ホーム 

ページに掲載するので確認をお願いしたい。 

④2012‐2013版商工会会員名簿改訂作業の協力依頼について 

11月の感謝祭休暇前に会員名簿改訂作業を完了することを目標 

に、既に改訂作業の前準備を開始している。10月早々に最新の 

会員情報提供の協力依頼をする予定。  

８．ヒューストン日米協会Gala Party開催について 

（直木純二郎特命理事・坂下ミワ様） 

直木特命理事より今年度の日米協会Gala Partyの担当責任者である坂下

ミワ様の紹介があり、坂下様から同Party開催の趣旨、日程などの説明と

テーブル購入の支援依頼があった。 

開催日時：2012年11月10日（土）17:30～ 

開催場所：Omni Hotel（4 Riverway, Houston, TX 77057） 

支援内容：テーブル購入、Host Committee登録、個人参加など 

（その他詳細については、下記リンク先参照 

   http://jashouston.com/en/7-jash-programs/39-jash-gala）  
 



Gulf    Stream 10 Gulf    Stream 3 

 うちの会社 

MITSUI USA – MARCH OF DIMES 2012 

Since 1979, Team Mitsui USA has united with 
fellow employees across the country in support of 
the March of Dimes (MOD) “March for Babies”. 
In April of this year, the Mitsui Houston office 
alone  had  132  qualified  walkers  (employees, 
immediate family members and friends) covering a 
wide range of ages. From East coast to West coast 
on the day of the “March for Babies”, tens of 
thousands of walkers of all ages start the 4 mile 
walk in support of healthy babies.   As part of the  
Mitsui  USA  Houston   tradition  many  of  the 
departments  had raffles, contests, baked goods,  
the sale of MOD “Beanie  Babies”, fundraising 
lunches, personal pledges by Mitsui employees  
and other activities to raise money as part of our 
fundraising efforts.  Adding to the fun of the day, 
many  of  the  Mitsui  USA  offices  organize  a 
luncheon after the walk for their employees and 
their family and friends,  another aspect of the 
Team’s  annual  tradition.  By  the  end  of  the 
morning, smiles are plentiful in spite of the tired 
feet  and  the  Houston  hot  and  humid  weather 
condition.  Enthusiasm was high throughout the 
walk  as  Mitsui  USA  and  our  local  group 
companies marched together for a cause close to 
everyone’s heart. With everyone’s support, we are 
working together to improve the health of mothers 
and babies all across the United States and we 
encourage more to join in our efforts. 

会社概要 

米国三井物産株式会社 

事業：「金属」「機械・インフラ」「化学品」「エネ

ルギー」「生活産業」「次世代・機能推

進」の6事業分野において、多岐にわた

るビジネスを展開。 

従業員数：約450名 

拠点：New York本店の他米国内9支店。 

 約50の関係会社。 

第２回  米国三井物産株式会社 

（日本語訳） 

三井物産USA 

 - マーチ・オブ・ダイムス2012 - 

1979年以来、チーム三井物産USAでは、

「赤ちゃんのための行進」マーチ・オブ・ダ

イムス（MOD）を全米の社員である仲間た

ち一丸となり毎年支援しています。今年4月

の本催しでは、三井物産ヒューストン支店

だけで、幅広い年齢層から132人の仲間た

ち（社員、家族、友人）が参加しました。「赤

ちゃんのための行進」当日には、東海岸か

ら西海岸まで、全ての年齢層の参加者数

万人が、「健康な赤ちゃん」を願い、4マイ

ルの行進をします。三井物産USAヒュースト

ン支店の伝統では、募金活動の一環とし

て、ラッフル、コンテスト、(クッキー・ケーキ

などの)焼き菓子、MOD版ビーニーベイ

ビーの販売、ランチ、三井物産社員による

寄付、などを行っています。更なる楽しみで

あり、チーム毎年恒例の伝統の一つとし

て、三井物産USAの支店の多くは、行進に

参加した社員･家族・友人を招いての昼食

会も開催しています。疲れきった足やヒュー

ストンの高温多湿の気候条件にもかかわら

ず、皆の笑顔は絶えません。身近に感じら

れる運動目的ということで、三井物産USA

及び各地のグループ企業の参加者から強

い熱意が感じられました。皆の支援を受

け、私たちは全米すべての母親・赤ちゃんの

健康の向上のため団結し、より多くの方々に

この運動に参加して欲しいと願っています。 

新 

レストラン紹介 

Vol.29 
Ikuko Murakami 

レストラン構想をする時、どうレストランの名

前をつけるかは、オーナーが頭をひねるポイ

ントの一つになります。お店や自分の個性を

表現でき、お客様にお店が何を売りにしたい

のかというコンセプトが伝わるような名前を考

えるのは楽しいひと時でもあります。私も日々

の生活の中で刺激を受けた物事を、お店の

名前やコンセプトに活かそうとメモを残してい

ます。今のところ、日本の美しい風土と季節感

を大切に、歳時に合わせたお料理を出すお

店として、「こよみ（KOYOMI）」という名前を候

補に考えていますが、私の日本への愛情は

皆さんに伝わるでしょうか。 

今回紹介するお店は、テキサス州を愛し

ていること、フランス料理がベースにあること

が伝わってくるネーミングの「Mockingbird 

Bistro」です。モッキンバード（日本名：マネシ

ツグミ）はテキサス州の州鳥で、スズメ目のコ

ロンと丸い体つきに少し長い尾を持つ、灰色

の可愛らしい鳥です。また、ビストロはフレン

チの店であることを容易に想像させます。場

所は、ダウンタウンから少し西、メインの通りか

らはずれた住宅街の中に隠れるようにありま

す。コロラド州のスキーリゾートで長く働いて

いたシェフがヒューストンへ戻り、10年前に

オープンしたお店だそうです。一度故郷を離

れて懐かしの地へ戻る時の、オーナーシェフ

のテキサスへの望郷の思いが伝わってくるお

店のネーミングは、日本を遠く離れた私たち

の思いと重なるものを感じます。お料理は高

級リゾート地で揉まれただけあって、何を注

文しても美味しいのですが、特に有名なのが

「M Bistro Burger」。$32と驚愕のお値段です

が、神戸牛のパテの上に贅沢にカットされた

フォアグラが鎮座し、トリュフの香り漂うフレン

チフライがついてきます（ディナータイムの

み、ランチではフォアグラなしの神戸牛バー

ガー$16があります）。また、「Mussels」もお

勧めです。前菜としてはポピュラーですが、

こちらのお店のムール貝は、レッドカレーと

ココナツミルクというタイ料理仕立てになっ

ていて、新しい美味しさが発見できます。フ

レンチの技を基本に、新しい素材と組み合

わせていく抜群のセンスと研究熱心の情熱

のシェフなので、メニューは頻繁に変わりま

す。ホームページでメニューを確認して行く

のもいいかもしれません。 

フ ォ ー マ ル な

雰囲気でお値段

も張るお店ですの

で、奥 様 同 士 で

お洒落をして、た

ま の 贅 沢 ラ ン チ

や、記念日などの

大人のデートにい

かがでしょうか。お得に楽しみたい方には、

平日5時から7時のハッピーアワーがあり、

各種お酒やおつまみが5ドル均一です。名

店の味が気軽に楽しめるのは嬉しいです

ね。美味しいお料理で幸せな時間を過ごし

て下さい。 

1985 Welch St., Houston, TX 77019 
Tel: 713-533-0200  

Mockingbird Bistro  
月～金11:30-2pm、月～日5:30-10pm、

サンデーブランチ11:00-3pm  
昼 $25～、夜 $50～  

No.54 

M Bistro Burger 

Lemon Tart 

９．Houston Grand Operaの“East + West Project”の説明と寄付依 

頼について（Mr. Evan Wildstein） 

Houston Grand Opera（HGP）は日本を題材にした30分もののオペ 

ラ“The Memory Stone”を、来年4月9日から14日にかけて上演を企 

画。上演するための様々な経費として$178,460が見込まれるため、 

当地の日系企業やコミュニティーの協力支援をお願いしたい。 

１０．その他 

本会議が初回参加となる委員の紹介と、帰任などで最後となる委員

から簡単な挨拶をいただく。 

議事録2ページからの続き 

会 員 消 息会 員 消 息  ＜敬称略、（＜敬称略、（  ）内は配偶者名＞）内は配偶者名＞    

よろしく！～新規入会です  

●正個人会員入会 
＊ITOCHU International Inc.     小島和寿／範 海波／鈴木崇章  

＊Marubeni America Corporation  松本享 

＊Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.    山根康之 

＊Mitsubishi International Corp.    松本晋／堀江崇之 

＊MOEX USA Corp.        松浦大介／ポール・マーストン 

＊Okaya USA Inc.         佐藤剛 

＊Sumitomo Metal USA Inc.   難波岳大 

＊Toshiba International Corp.  金田陽助 

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

●正個人会員退会 
  ＊ITOCHU Int’l Inc.  塚本一朗／平松亮一／古谷太資 

  ＊Mitsubishi Int’l Corp.  岸田修一（朋美）／稲森太郎（裕子） 

  ＊MOEX USA Corporation   石井直樹／加藤彰太 

  ＊Nikkiso Pumps America, Inc. 長山栄一 

  ＊Okaya USA Inc.  太田昌尚（～9/30/2012） 

●替わりました  ～ メモのお願い 

●常任委員新旧交代 
  ＊MOEX USA Corporation  （旧）石井直樹 →（新）松浦大介 

  ＊Hanwa American Corporation  （旧）佐藤文昭 →（新）藤田耕司 

                                     （9/1/2012～） 

                       ＜佐藤様は正個人会員登録継続＞ 

●正団体会員連絡先変更連絡 
  ＊Marubeni Unconventional Resources Corporation 
  （新）2800 Post Oak Blvd., Suite 5800, Houston, TX 77056 
  Tel. 281-661-2438     Fax. 281-661-2432  



Gulf    Stream 4 
2 Gulf    Stream 9 

婦人部便り 

「きらきら星変奏曲」のピアノソロ。聞き慣れた懐かしい音楽が心地よい

リズムで始まる。しばし聴き入り、「それにしても、コロコロとよく動く指・・・」

なんて、プロのピアニストさんに向かって失礼なことを思いながら、ふと観

客席に眼をやると、「か、かわいい！！！！」小さなお客様が、これまた

小さな小さなおててを精一杯広げて、リズムに合わせて踊ってる。「かわ

いすぎる。」思わず見とれて数秒後、我に

返り、気づく。「ひぇ～、写真撮ってない

し・・・。」 
これは、4月27日（金）商工会婦人部委

員会主催で行った「クラシックコンサート～

赤ちゃんから大人まで どなたでも～」で

の、当日、写真係を任された私の、失敗談

ながらも楽しかった思い出です。 
今回のコンサートは、表題でも分かるよ

うに、「日ごろ、ゆっくりと音楽を楽しむこと

が難しい、小さなお子さまをお持ちのお父

さまお母さまにもぜひ参加していただきた

い。」という想いから企画されたものなので

すが、私たちが、こだわったのは、「ワイワ

イガヤガヤの親子コンサートにはしたくな

い」ということ。親子で口ずさめるような聴き

なじみのある曲を取り入れながらも、クラ

シック通の方にも充分楽しんでいただけ

る“本格的な”コンサートを目指したい、と考えたのです。 
こんなわがまま言いたい放題の私たちに、どど～んと応えてくださった

のが、ヴァイオリン奏者の阿部雪子さん、クラリネット奏者の佐々木麻衣

子さん、ピアノ奏者の平田真希子さんでした。「楽しく、やさしく、音楽

史！」をテーマに、練りに練られたコンサート内容で、演奏だけでなく、話

術でも、私たちを引き込んでくださいました。 
私たちは、コンサートの最終章では、クッテンベルガー「デュエッティッ

シモ」で、ヴァイオリンとクラリネットのみの演奏という珍しい組み合わせで

の音色の妙を楽しみ、シュライナー「だんだん小さく」では、クラリネットがトカゲ

のように、次々とお尻（しっぽ？！）を外されていきながらも続く演奏に、声をあ

げ、拍手喝采し、そして、最後のミヨー「組曲より第1楽章」が終わってしまった

ときには、感動と、終わってしまう寂しさを感じました。                
そして、気になる小さなお客様たちは、といいますと、、ミヨー「組曲より第3

楽章」で静かに聞き入り、モーツァルト「きらき

ら星変奏曲」で踊り、ベートーヴェン「ソナタ14
番、月光」で「怖い！！」と言って怯え、我慢

できずにおしりがムズムズしてしまい、お母さ

まに休憩室へ強制連行されても・・・存分に音

楽を楽しんでいてくれていたように思います。 
 ひょっとしたら、参加対象を欲張りすぎて、ク

ラシック通の方にとっても、お父さまお母さま

にとっても、そして、小さなお子さまにとって

も、充分ではなかった、という感想を持った方

がいらっしゃったかもしれません。けれども、婦

人部委員の想いをしっかりと受け止め、おおら

かに笑顔で、そして、自身が楽しんで取り組ん

でくださった演奏家のみなさまの素晴らしい演

奏や心が伝わり、会場全体が何ともいえない

温かい雰囲気に包まれていたコンサートで

あったと自負しています。 
 最後になりましたが、演奏者のみなさまはも

ちろん、お子さまたちが少しでもリラックスできるようにと、休憩時間に、指人形

や手遊びをしてくださった「あそぼ～かい」のみなさま、実際に参加してくだ

さった方など、コンサートに関わってくださったすべての方に感謝の気持ちで

いっぱいです。本当にありがとうございました。 
婦人部ではこれからも、商工会会員およびそのご家族様をはじめヒュースト

ンに在住する日本人の皆様の生活をサポートし豊かなものにするため、様々

なイベントを企画していきたいと思っています。アイデア、リクエストなどがござ

いましたら商工会事務局またはお近くの婦人部委員までご一報ください。 

コンサート回想録コンサート回想録コンサート回想録   
～赤ちゃんから大人までそれぞれの楽しみ方～ 

宮井純子  

 前日までの予報では悪天候

の可能性が大でしたが、そん

な不安も何処へ、本年もジャ

パンフェスティバルの当日は

晴天に恵まれました。お天気がいいのは有難いの

ですが、両日とも終了時間ぎりぎりまで汗ばむどこ

ろか、汗びっしょり、てんてこ舞いかつ大盛況の商

工会婦人部主催『浴衣トライオン』のテントでした。

集計結果で、なんと『浴衣トライオン』の集客数は、

参加団体の中で断トツ１位だったこと、ご存知でし

たか？元ミスジャパンのような綺麗どころ（？）にボラ

ンティアとしてお集まりいただき、暑くて目が回るほ

どの忙しさにもかかわら

ず、大和魂を発揮して機

敏に作業していただいた

賜物です。あらためて、ご

協力いただいたボランティ

アの皆様に心から御礼申

し上げます。 
 アメリカの中でも食べるこ

とが大好きな人が集まって

いるといわれるヒューストン

という場所柄、浴衣の試着

をご希望される方のなかにはかなり

大柄の方が多くいらっしゃる状況。

比較的小柄な日本人女性にとって

みれば、ただの『浴衣着付け』を超

越し、どこかの支度部屋を彷彿して

しまうような雰囲気、といったら怒ら

れるでしょうか…。でも、はじめは、

たくましい！っという空気を醸しだし

ていらした女性でも、着付けされて

いるうちに表情がみるみる変わって

いき、完了のときにはまるで別人か

と思えるような柔かい笑顔になって

いたことに、お気づきになられた方

も少なくはないと思います。万国女

性共通の乙女心♡をひきだすお手

伝いが出来たといっても過言ではな

いでしょうか。 
 それだけではありません。実は今

回、ちょっとした戦略がありました。

はじめのうちは、手当たり次第来場

者の方々にお声を掛けて勧誘して

いたのですが、そのうちあることに

気が付きました。『カップルを狙え!』
ファミリーでのご来場、例えば子沢山の大家族

はこちらでは珍しくないのですが、やはりお一人

チケット5枚で全員分となってくると、ちょっと…と

考えてしまうようです。それに比べてカップル

は、こちらが多くを語らずにいても彼の方が「トラ

イしてみれば？」と彼女に促してくれるのです。

そうなるとほぼ9割方の女性はノリ気になってくれ

ました。気が変わらぬうちにそそくさと、当方、ま

るで介添人のようにテントまでお連れするのに大

成功！そこで、2度目の好転機。あるカップルの

会話…♂『僕はここで待ってい

るから…』 ♀『あら？あなたもト

ライしないの?』 ♂『僕はいい

よ。君だけで。』 ♀『WHY? あ

なたも一緒に浴衣着て、写真を

撮 る の よ !!』  ♂渋々『はい。』 

商談（?）成立。女性強し。これも

万国共通だとか？ さっさと着

付けを終えた彼氏はいずれにし

ろ待つことになるのですが、よう

やくお二人完了の瞬間はハニ

カミながら本当に嬉しそう。早

速、庭園内で束の間の日本情

緒たっぷりのお散歩に出かけて

行かれるのですが、待てど暮ら

せど戻って来な～い！（制限時

間20分という決まり事はお二人

の世界では通用せず） そこで

優しい介添人だったはずの当

方が、心を鬼にして連れ戻しに

出るのですが、人目を憚ることな

しに5ｍ移動するたびにチュッ

チュ（ときにはブチュー）っと。こ

ちらならではですが、当方内心シドロモドロの

挙動不審状態。 
 たった2日間のイベントでしたが、大勢の方

に日本文化に触れて頂き、それぞれ思い出

作りをされたことは、私たち日本人にとっても、

大変喜ばしいことだったと思います。また、あ

らためて日本文化の素晴らしさを再認識する

機会を与えてくれた、誇りに感じられるイベン

トだったと自負しています。皆様、本当にお疲

れ様でした！ 

満員御礼！ 

浴衣トライオン 

こぼれ話                                          

篠崎有実 

 

 

＜子どもの目から見て＞ 

・現地校との違い： 先生の迫力。現地校の先生はよく怒り、お菓子を食

べていて、生徒に教えるのが面倒そう。あまり歩かない。車で送迎。近く

への遠足もスクールバスを使う。 

・驚いたこと： よくパーティーがある。お菓子パーティーとか、賞品を

ゲットできたりもする。勉強が日本より簡単で、進むのが遅い。そうじは

そうじ専門のおじさん・おばさんがやる。朝食も出る。 

・良いところ： 日本より校舎がしっかりしている。夏休みの宿題がない。 

・嫌いなところ： ランチがおいしくない。パン系しかでなくて、ごはんが

ない。学校を気に入ってもらおう、楽しくしようというのがない。 

   

 娘は楽しそうに答えていましたので、ホッとしました。現地校に通って1

年、いろいろありましたが、子供の成長を今ほど感じることはありませ

ん。しかし、この長い夏休みが私にとってはやっぱり一番の驚きです。 

                                     （Nさん） 

あるある へ～ 

 

＜体操着洗濯代＞ 

 ハイスクールの話です。選択で体育を取った息子が、20ドルの

小切手を書いてほしいと言ってきました。何のためかと聞くと、体

育のとき、学校で貸してくれる体操着（これにも驚きました！）を、

使い終わった後に指定のバスケットに入れておくと洗ってくれるの

で（誰が？）、その洗濯代だというのです。選択科目に洗濯代が

ついてくるのか？と思わずつっこんでしまいました。 

 体が急に大きくなって、せっかく買った体操着がすぐ着られなく

なってしまうのはもったいないので、自分の体に合った体操着を

貸してもらえるのはなかなか良いアイデアです。でも、洗濯くらい

自分で…と思うのは、日本人ならでは？洗ってこいといっても洗わ

ない人がいるのは迷惑だから、最初からみんなまとめて洗ってあ

げるようにしているのでしょうか。こういう仕事を作ることで雇用を創

出しているのでしょうか。どちらにしても、これでは自分で使ったも

のは自分で始末するという責任感は育たないのではないでしょう

か。分業主義は、このように学校時代からアメリカ人の体に浸透し

ていくのだなあ、と痛感しました。（Sさん） 

 

＜ドレスコード＞ 

 制服がない学校では、ドレスコードを

楽しむ習慣なのか、サングラスをかけて

くる日、パジャマを着てまくらを持ってく

る日、先生の好きな色をきてくる日、トロ

ピカルな服を着てくる日、などなど、日本

にはないことなので驚きました。（Mさん） 

 

＜入学者の登録＞ 

 娘がキンダーガーテンに入るに当たり、一番近い

小学校に登録に行きました。指定の時間に行った

のに、窓口はすでに閉まっており、翌日はお休み

で、その次の日が学校の初日でした。しかたなく、

初日に学校へ行って、登録をしようとしましたが、他

にもたくさんの人が来ていて、結局娘の登録が済ん

だのが10時近くなってしまいました。それから急いで

娘のクラスに連れて行くと、いきなり遅刻扱いに…。

いくら事情を説明しても聞き入れてもらえず、しょっ

ぱなから後味の悪い思いをしました。（Fさん） 

 

＜親のためのESL＞  

 私共の住むKaty ISDではペアレンツセン

ターなるものがあり、ここでは私の様に英語

が不得手な親のためのESLのクラスが平日

(月)～(木)二時間開かれ、無料で英語を学

べます。この事を日本で知人から聞き、住

まいをKatyに決めるきっかけになりました。

さらにKatyでは、子供のサマースクールも

六月中無料で受けられ、教育の手厚さに感

動しています。（Mさん） 

＊ここで掲載した以外にもまだまだ体験談は

続きます。次号以降も連載予定ですので、ご

期待下さい。 

～ その２ ～ 

 前回好評をいただきました現地校体験談の第2弾です。お子

さんが現地校に通われている皆さんからの「生の声」をレポート

しました。日本の常識を覆すアメリカの学校での体験の数々。

未経験の方は心の準備のために、すでに経験済みの方は、う

んうん、とうなずきながら、お楽しみください。 

 平成24年8月4日、長野県佐久市から中学生海外研

修団がヒューストン日本語補習校を訪れました。長野

県は山岡校長先生や油井宇宙飛行士の出身地という

ヒューストンに縁のある地からの訪問です。昨年は先

生方だけでしたが、今回は、佐久市中学生の希望者

の中から抽選で選ばれた中学1年生3名、2年生4名、3
年生1名の計8名が、3名の先生方と旅行会社の添乗

員とともに補習校を訪れ、補習校の中学生、教員と交

流しました。 
 アメリカには一週間の滞在で、デトロイト美術館、

ヒューストンではライス大学、NASAの Johnson 
Space Centerを見学し、最後に補習校の訪問とな

りました。2時限目に補習校中学部の見学と授業

を体験し、3時限目には補習校中学3年生との座

談会が実施され、生徒間で意見交換、質疑応答

が行われました。 
 座談会では各人の自己紹介のあと、佐久市中

学生の感想として、｢補習校では授業中に生徒が

自由に発言し、教室がシーンとすることがないの

が印象的であった」、「授業体験では最初緊張し

ていたが、フレンドリーな雰囲

気で、気を楽にしていろいろ

な話ができた」、「授業を進め

るペースが速いと感じた」との

ことでした。 
 質疑応答では、佐久市中学

生からアメリカでの食生活や、

現地校・補習校の授業や部

活動、放課後活動に関してい

ろいろな質問が出され、補習

校生徒が英語と日本語の二ヶ

国語で、｢世界各国の料理が

手近に食べられるが味が濃い

ものが多い｣、｢補習校は楽し

いが宿題が多いので現地校

のほうが好き｣などと応えてい

ました。補習校中学生からは

日本の部活動に関する質問があり、テニス、

バスケット、サッカー、陸上などのスポーツだ

けでなく、琴などの邦楽のクラブもあることを

知りました。また、長野県と佐久市の特産品

（りんご、キャベツ、レタス、そば）についても

紹介がありました。短い時間でしたが、日米

の異なる環境で生活、勉強する日本人中学

生同士の交流を深める良い機会となりまし

た。                     （文責 補習校運営委員） 

 長野県佐久市の中学生長野県佐久市の中学生長野県佐久市の中学生 補習校を訪問 

コンサート終了後の出演者と婦人部委員。 

前列左から、平田真希子さん、阿部雪子さん、佐々木麻衣子さん 



今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞  
9月8日（土） 9時30分～  
9月11日（火） 10時30分～  
10月4日（木） 10時30分～  
10月6日（土） 9時30分～  
11月3日（土） 9時30分～  
11月9日（金） 10時30分～  
12月1日（土） 9時30分～  

＜絵本読み聞かせの会＞ 

9月15日（土） 
10月13日（土） 
11月10日（土） 

2 Gulf    Stream 8 Gulf    Stream 5 

す腕もないわたしの作り出す料理はお世辞にも食べられたものでは

なく、毎日母の味が懐かしく、泣きながら食卓につくこともありました。

このままではいけない！と毎日インターネットを見漁っては「初心者

でも簡単レシピ」を試したり、わたしの士気が上がるようにと「星3つで

す！」の某テレビ番組を真似た主人による料理の採点制度が導入さ

れました。 

 更にもっと料理が習いたいと思っていた時、語学学校の韓国人のク

ラスメイトが以前オースティンで日本人相手に料理教室を開いていた

という日本語が堪能でお料理上手の韓国人マダムを紹介してくれ、

すぐさま彼女のお宅で韓国料理が習える運びとなりました。韓国料理

定番のチヂミから海老の頭から出汁をとって作るスンドゥブチゲ、自

家製の焼肉のたれ、また韓国特有の食材（韓国版"さつまあげ"、エ

ゴマ、トッポギ、見た目からして辛そうな青唐辛子etc.）を使った1品な

ど、コツを丁寧に教わりながら本格的な韓国家庭料理を習得すること

ができました。彼女に料理を習い始めてすごくためになったのは、も

ちろん異国の料理が習えることもありますが、いろいろな食材の使い

方とこちらで手に入る食材の代替品を教えてもらえたことです。また

私にとってとても励みになったのは、先生を務めてくれた彼女もアメリ

カでの生活を始めたときは、自国の料理を作るのに使い慣れた材料

や調味料がなかなか手に入らずに苦労し、工夫に工夫を重ねて作っ

てきた、そして料理が大好きになって上達してきたと教えてくれたこと

でした。 

何の取り柄も趣味もないままヒューストンに越してきたわたしがここ

まで1年半、なんとか暮らせているのはこちらで知り合った日本人の

方を始め、母国は違うものの共に「外国に暮らす仲間」として知り合え

た世界各国の友人たちのおかげとつくづく実感しています。 近で

は妊娠によるつわりでご飯が作れずもどかしい時期もありましたが、

新しい家族を秋に迎えるにあたり、ますます料理の腕を磨いていか

なければ！と奮起している日々です。 

 2011年3月に日本を襲った東日本大震災の約10日後に気持ちの

整理もつかないままに日本を後にし、主人の駐在地であるヒュース

トンにやってきました。本格的な渡米前に一度、下見旅行として

ヒューストンを訪れていましたが、実際に日常生活を送るとなると、

分からないことや不安なことだらけでのスタートとなりました。 

 なかでも特にわたしを落ち込ませたのは、わたし自身の料理の腕

でした。ヒューストンに越してから結婚生活を始めたので、主婦業も

いちからのスタート、その準備として日本では半年間料理教室に通

い、母直伝のレシピも習ってきたので何とかなるだろうと思っていま

したがそれは甘い考えでした。慣れないキッチンや食材を使いこな

婦人部便り 

 補習校も始まり、長かった夏休みも

終わりに近づいた8月11日、2ヶ月ぶり

に「あそぼーかい」が開催され、真っ

黒に日焼けした元気なちびっ子達が

たくさん集まってくれました。 

 今回のプログラムは、紙芝居「したき

りすずめ」。少々長いお話ではありま

したが、みんな食い入るようにお話を

聞いていました。 

 紙芝居の後は、「したきりすずめ」に

も出てきたおばけの歌「おばけなんて

ないさ」を元気いっぱい歌い、みんな

でおばけを退治してくれました。 

 体遊び「からだあそびのうた」は、

「頭・肩・ひ ざ・足 と 手、目・鼻・口・

ほっぺと耳」と、リズムに乗って体全部

を使っての体操。ちびっ子達だけで

なく、私達スタッフにも鈍った頭と体

の体操になりました。 

 7月、8月のお誕生日会の後は、紙

皿と折り紙で「あさがおのうちわ」を作

りました。 

 これでまだまだ続く暑いヒューストン

の夏も涼しく過ごせるといいですね。 

 これからも季節にあわせた内容で

皆さんをお待ちしております。是非、

お友達を誘って遊びに来てください!! 

第９６回  山本萌美  さん 

駐妻のヒューストン日記駐妻のヒューストン日記駐妻のヒューストン日記   

いずれも、10時～ 3歳以上、 

10時30分～ 3歳未満  

 変更がある場合もございます。三水会センター内ポスターやヒュースト

ンなびでもご確認ください。 
 スタッフは、随時募集中です。ご興味をお持ちの方やお問い合わせ

は、次のアドレスまでご連絡下さい。お待ちしております。 
あそぼーかい mama_asobokai@yahoo.co.jp 
読み聞かせの会 houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

番外編：「親子で学ぶ正しい犬との接し方講座」を開催しました。   

ワン！ダフル 

ヒューストン 

 
川原志津香 

（家庭犬しつけインストラクター） 

 7月25日（水）、三水会センター内ピーカンキッズ

ルームにて、「親子で学ぶ正しい犬との接し方講座」

を開催しました。 
 ガルフストリームに連載中の「ワン！ダフル ヒュー

ストン」のVol.10 「ワースト・フレンドにしないために」と

Vol.11 「ベビーが我が家にやってきた！」で、子供と

犬とが良い関係になるためには、お互いに接し方を

学ぶ必要があるという話をしましたが、今回の講座は

その実践編で、子供たちに犬との接し方を紹介する

ことが目的でした。参加者は合計16人。そのうち9人

が0歳から9歳の子供たちでした。 
 犬を触りたいと思ったら、まず触っても良いかどう

か、飼主に聞いてからにしましょう。この約束を守って

もらうだけでも、多くの咬傷事故は減るはずです。触

るときには、ゆっくりと犬に近づいて、大きな声を出さ

ないで、じっと目を見ないようにしながら、覆いかぶさ

らないように、やさしく触りましょう。説明だけではな

く、実際にヌイグルミの犬を使って1人1人実践しても

らいました。実際に体験することで、より理解も深ま

ります。 
 子供たちの積極的な参加で講座はとても楽しいも

のになりました。講座の 後にはクイズを行い、「お

店の外につながれている犬は飼主さんがいなくて

も触ってもいい？」という質問には、みなさん「触っ

てはだめ」、「飼主に触っていいか聞かないといけ

ない」と口々に答えが飛び出しました。実際にその

ような場面に遭遇したときには、今回の話を思い出

してもらえるのではないかと思いました。 
 家庭犬しつけインストラクターとして日本で仕事を

していた頃から、子供と犬とが仲良くなれるように触

れ合い方を教えるというのは私のライフワークのひ

とつでしたが、自分自身に子供ができて、ますます

その必要性をより強く感じるようになりました。今後

も犬関連の講座を開催したいと思っておりますの

で、ご興味のある方は是非ご参加ください。 
 

球國祭り太鼓（RMD）と出

会ったのは、今年のジャ

パンフェスティバル。エイ

サーの演技は遠目で何度か見たこ

とがあったが、印象に残ったのはカ

ラフルな衣装と独特の振り付けが見

栄えるなと言う程度で、神奈川出身

の自分にはあまり縁がないと感じて

いた。フェスティバルでボランティア

をしていた自分は、今年はその演

技すら見る時間がなかった。転機

は、彼らがたまたま隣のブースに出

店をしていた事。ブース裏での立ち

話で練習の見学に誘われ、冷やか

しで終わるかもしれないと前置きを

つけた上で行くことにした。  

 練習はRichmondとFondrenの交差点近くにある

IMA空手道場で、水曜と土曜の夜に行われている。

見学に行った日、勧められるがまま道場に上がり、

太鼓を腹前に担いで実際に叩いてみた。和太鼓は

太鼓に正面から向かい、バチを叩きつける。それに

対し琉球太鼓は側面から、手首のスナップを利かせ

ひっぱたく。皮面の中心にバチが当たると、太鼓の

反対側の皮面と呼応しあい、驚くほど大きな音とな

る。更にそれが室内で反響し、大変迫力が出る。 

 叩き方を教わった後は、バチ回しと足上げという振

りを教わる。バチ回しとは、バチを持った右手を頭の

周り一周させてから太鼓を叩く振り。足上げとは横に

上げた足を、太鼓を叩くのと同じタイミングで下ろす

動作を左右交互に続ける振り。2分も続けるとかなり

きついが、良い運動になる。 

 体験の後はパフォーマーの皆さんの練習見学。練

習といっても数曲通しての実演練習なので、パ

フォーマンスを目の前で見ているのと変わらな

い。全員の動きが組体操のようにぴったりと合

う。太鼓の音と沖縄独特の掛け声が音楽に重

なり、道場を揺らす。音楽に合わせた踊りの要

素、太鼓を叩く演奏の要素、そして素早い動き

で間を作り、作った間を利用して極めのポーズ

を取る空手の型の要素。すっかり魅せられてし

まった。 

 それからというもの、時間が取れる限り練習に

参加するようになった。元々はダンス、演奏、組

琉 
体操、空手の要素のコンビネー

ションに魅かれたのだが、次第に

パフォーマーの皆といつか一緒に

舞いたいという気持ちが強くなっ

ていった。 

 練習に四苦八苦していると、支

部長のトモエさん、副支部長のイ

ツキさん、マサさん始めパフォー

マーの皆が懇切丁寧に教えてく

れる。練習後も皆がすぐには解散

せず、おしゃべりをしては笑ってし

ばらく過ごす。参加したばかりのメ

ンバーを、長く付き合っている仲

間のように温かみを持って迎え入

れてくれる。自分が過去に受けた

習い事では、気のあった数人で出

かける事はあっても、クラス全体がレッスン終了

後にすぐ解散してしまうのが普通だったので、楽

しくはあったが正直戸惑った。 

 ある日、そんな戸惑いを正直に訊いてみた。

返ってきた言葉は沖縄の言葉、「いちゃりば

ちょーでー」。“一度会ったら皆兄弟”という意味

だ。RMDの皆は、沖縄と全く無関係な自分を兄

弟のように受け入れてくれていた。それに気づく

と、自分も皆が兄弟姉妹に思え、惜しみなく尽く

したくなった。自分の中に、もう一つ大切なもの

ができた瞬間だった。 
 RMDの流派であれば、世界中でその振りは同

じなので、例えばRMDのハワイ支部を明日訪れ

ても、エイサーを通しすぐ一体となれる。自分た

ちはエイサーを通じ世界規模でつながってい

る。い や、何 も な く た っ て「い ち ゃ り ば ち ょ ー

でー」の精神で皆つながっているんだって、

近はよく思っている。 

 琉球國祭り太鼓がくれた物琉球國祭り太鼓がくれた物琉球國祭り太鼓がくれた物   
川添 賢一  

古本市開催古本市開催古本市開催   

 ご好評頂いております古本

市の次回開催日時をお知らせ

致します。 

 ご不要になりました本が御座

いましたら、お手数でも三水会

センター迄ご持参頂けると幸い

です。 

 

日時： 10月6日（土） 

三水会センター前ホール 

             （東側） 

8時45分から15時15分まで 
 

（婦人部委員会 

        古本市担当一同） 

積極的な子どもたちのおかげで大変盛り上がりました。 突然頭をなでられると驚きますねと体験してみました。 
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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。 

前回の後町武志先生から乳腺外科がご専門の多根井智紀先生にバトンが移りました。 

 第96回 
‘ 

「乳がんについて」 
 

Methodist Hospital Research Institute  

多根井智紀 

 2011年春より大阪からヒューストンにやって

き て、現 在、Methodist  Hospital  Research 
Instituteで乳がんの研究をしています。ガルフ

ストリームの読者の方は、乳がんについて関心

をお持ちの主婦などの女性の方々が多いと伺

いましたので、できるかぎりわかりやすくなるよ

うに書いてみました。 
 
 みなさんは乳がんってどんな病気かご存じで

すか？女性の乳房にできるしこりの悪い病気と

だけイメージされる方も多いと思いますが、乳

がんにはさまざまな性質があり、個人個人の乳

がんによっても異なる性格をもっていることが

わかってきています。乳がんは、乳房の中のミ

ルクの通り道である乳管、またはミルクをつくり

だす小葉から発生する悪性腫瘍（無秩序に自

分勝手に増殖する細胞のかたまり）です。さら

に乳がんは乳管などから染み出して、リンパ管

や血管に潜みこんでリンパ液や血液に流れや

すい性質があります。また、乳がんの治療は、

それぞれの患者さんの乳がんの性格に応じて

全身への転移のリスク（危険性）を減らす為

に、手術だけでなくホルモン治療、抗がん剤や

分子標的治療薬（ハーセプチンなど）を組み

合わせて行われています。 
 では、乳がんって何人くらいの女性の方が患

うかご存知ですか？日本では現在、約25人程

度に一人の割合で一生の間に乳がんを患うこ

とが分かっています。だいたいクラスメートに一

人くらいと思って頂ければ結構かと思います。

一方、欧米では、なんと全女性の8人に一人の

割合で患う病気になっています。これらの国で

は重大な国家問題になっている為、国を挙げ

て乳がん対策に取り組んでいます。なぜ、欧

米の女性に乳がんが多いのでしょうか？この

答えについては、食事、特に動物性たんぱく

質の摂りすぎによる悪影響が最も大きいといわ

れています。以前の疫学研究でハワイに在住

している日本人女性と、日本の日本人女性を

比べてみて乳がんの割合を調べたところ、明ら

かにハワイに在住している日本人女性の方が、

乳がんを患う方が多いことがわかってきました。

同じ日本人同士なので遺伝的なものは一緒な

はずなのに、どうしてハワイに在住している女

性に乳がんが多いのか？その最も大きな原因

は欧米型の食生活にあることが認められてお

り、特に肥満と乳がんには非常に強い関係が

あることがわかってきました。また、乳がんの発

症には女性の体内の状態の一つである女性ホ

ルモンとも密接に関係していることもわかって

おり、最近の食生活以外に非婚傾向や高齢出

産などのライフスタイルの変化が、体内の女性

ホルモンの分泌の（一生の間で放出する）割合

を増加させ、乳がんの発生に関わっていること

が判明しています。さらに今後も乳がんを患う

日本人女性は増え続けていくことが予測されて

いますが、現実的に私達が、急に江戸時代の

ような穀物だけの食生活に変えることは不可能

なことですし、ライフスタイルも2年や3年では大

きく変わらないでしょう（一説には10代前半に結

婚、出産すれば乳がんのリスクはかなり減少す

ると統計でいわれていますが、非現実的ですよ

ね～）。 
残念ながら、実際、今後も増えつづける乳が

んを患われる女性の数を減らすこと自体は困

難です。それであれば、私達ができる唯一の手

段は、乳がんを患われた方を一人でも多く救う

こと、つまりできるだけ病気で亡くなること（死亡

率）を少なくすることだけなのです。 
では、どのように死亡率を少なくすることがで

きるのでしょうか？その答えは、「早期発見」と

「標準治療の普及」といわれています。具体的

に言えば、マンモグラフィ（乳房X線撮影）検診

にて早期発見を行い、しこりが小さいうちに見

つけ、最も効果が高いと証明された治療を行う

ことになります。経済協力開発機構（OECD）の

ヘルスデータによるとアメリカやイギリスでは40
～50歳代の女性の70％以上が約2年に1回は

マンモグラフィを受診しています。その結果、ア

メリカやイギリスでは、乳がん発生率は増加して

いるにもかかわらず、乳がん死亡率が減少し始

めています。一方、同じように日本でも40歳以

上の女性に対するマンモグラフィ（視触診併

用）が有効と判断されているにもかかわらず、

日本でのマンモグラフィ受診率は10%程度に

すぎません（厚生労働省 政府統計の総合窓

口の調査 2010年）。また稀ですが20～30歳台

の女性でも乳がんを患うことがありますが、現在

のところ確立した検診方法はまだありません。 
  実際に、アメリカに在住されているガルフスト

リームの読者の方（40歳以上の女性）も、アメリ

カでは民間の医療保険に加入していれば、定

期健診として大抵年に一回のマンモグラフィ

検診を無料で受けることができます（保険会

社により可能な検査など異なりますので御自

身で確認してください）。日本と異なりアメリ

カには国民健康保険制度はまだありません

ので、会社勤めの方やその家族は会社でま

とめて民間の保険に加入する必要がありま

す。また、医療保険では、家族ごとや個人ご

とに診察可能な身近なプライマリードクター

（家庭内科医）を予め決めておいて、定期健

診の際、血液検査やマンモグラフィなどの検

査項目をプライマリードクターと相談して決

めていきます。もし定期健診で異常を指摘さ

れた場合は、その医師から専門医への紹介

状を書いてもらいます。 
日本の乳がん検診については、市町村・

職場・人間ドックなどで乳がん検診を行って

いますが、国民健康保険適用外であり未だ

有料です。また、最近、乳がん検診の普及

の為に40歳台に一回限りの無料クーポンな

どを配布するサービスを行政が開始している

ところです 
もし、読者のみなさんでマンモグラフィ検

診を受けていない方がいましたら、ぜひ一度

受診してください。可能でしたら2年に一度。

また、乳腺エコー（超音波検査）も有効な検

査方法ですが、検診としての有用性につい

ては証明されておらず、現在のところ臨床試

験を行って乳腺エコーとマンモグラフィを併

用して日本の多施設で調査している段階で

す。 
また、ご自身で乳房にしこり、乳頭からの

分泌液、乳頭のただれや乳房の皮膚にえく

ぼ状のくぼみ、または脇の下にしこりを発見

した場合、外来を受診することをお薦めしま

す。アメリカであれば、まずはプライマリード

クター、日本であれば乳腺専門の先生（多く

は乳腺外科）の外来ということになります。 
よく乳がんと間違えやすい病気としては、

繊維腺腫（コロンとした良性のしこり）や乳腺

症（生理前に乳腺が張って痛みがでて硬く

なる）などがあります。乳がんと似ている症状

もあるので、このような病状があれば外来を

受診してください。また、乳がんは体表のす

ぐ近くに発生する為、自分自身で発見するこ

とが多い病気ですので、早期発見の為に、

毎月一回は乳房のセルフチェックをしましょ

う。生理終了後の乳房の痛みや張りがない

時に、自己触診（自分で触ってしこりやくぼ

みがないか確認）してみましょう。 
  「標準治療の普及」の趣旨は、現在、最も

効果が高いと証明された治療法をうけること

により、乳がんの再発（転移）リスクをできる

限り少なくすることです。乳がんの性格・病

状に応じて、ホルモン療法、抗がん剤、分子

標的治療薬や放射線治療などを組み合わ

せて行うこともありますが、主治医の先生とよ

く相談されて、どういう治療が最適であるか、

本人が知っておくことは大切です。乳がんの

治療については他のがんに比べて多くの立

証された治療方法があり、さまざまなガイドラ

インがでています。乳がんは、早期の段階で

みつけることができ、適切な治療がなされれ

ば、治療後10年間、経過観察を行う必要が

あるものの、完治する可能性の高い病気にな

ります。 

 最後になりますが、乳がんを患われる女性

の方は、家族の中心的役割を担っている主

婦、母親が多く、家族みなさんの生活自体に

影響がでることがあり、この病気は女性本人

にとどまるものではありません。愛する家族の

為にも乳がん検診を受けるようにしましょう。 

 

 次回は、消化器外科がご専門の西田尚弘

先生です。（西田先生は、7年前、国立大阪

医療センターという病院で同じ若手医師とし

て激務の診療医療を共に経験した後輩で

す。今年の5月からヒューストンに留学のた

め、奥様とふたりで渡米されました。今は、家

族ぐるみで仲良く付き合っております。私と

違ってスマートな（体型も含めて）先生です。  

テキサス・メディカルセンター最前線 

 去る7月14日（土）、NASAジョンソン宇宙セン

ター（JSC）において星出彰彦宇宙飛行士が搭

乗したソユーズ宇宙船の打上げパブリックビュー

イングを開催しました。当日は、ミッションコント

ロールセンター（NASA主催）及びギルルースセ

ンター（JAXA主催）の両会場で、星出宇宙飛行

士のゲストやNASA関係者、商工会関係者な

ど、併せて168名もの方々にご参加いただきまし

た。 
 
 また、今回は当地ヒューストン会場のほか、

ニューヨーク会場（星出宇宙飛行士が通ってい

たニューヨーク補習校）とワシントンDC 会場

（JAXAワシントン駐在員事務所）もSkypeで接続

し、JAXA主催の3会場で同時に開催しました。 
 
 油井宇宙飛行士によるオープニングトーク、国

際宇宙ステーション（ISS）に関するクイズ大会、

星出宇宙飛行士からのビデオメッセージ上映、

並びにミッション概要の説明が行われ、午後9時

40分、星出宇宙飛行士の搭乗するソユーズ宇

宙船の打上げをリアルタイム中継で観覧。3会場

に集まった大勢の参加者が見守る中、ソユーズ

宇宙船の打上げは無事成功し、星出宇宙飛行

士はISSに向けて飛び立っていきました。星出宇

宙飛行士は、4ヵ月間に渡ってISSに長期滞在

し、宇宙実験等の様々な活動を行う予定

です。是非、応援してください。 

 

（文責：JAXA） 
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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。 

前回の後町武志先生から乳腺外科がご専門の多根井智紀先生にバトンが移りました。 

 第96回 
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Methodist Hospital Research Institute  

多根井智紀 
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今後の開催予定 

＜あそぼーかい＞  
9月8日（土） 9時30分～  
9月11日（火） 10時30分～  
10月4日（木） 10時30分～  
10月6日（土） 9時30分～  
11月3日（土） 9時30分～  
11月9日（金） 10時30分～  
12月1日（土） 9時30分～  

＜絵本読み聞かせの会＞ 

9月15日（土） 
10月13日（土） 
11月10日（土） 
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す腕もないわたしの作り出す料理はお世辞にも食べられたものでは

なく、毎日母の味が懐かしく、泣きながら食卓につくこともありました。

このままではいけない！と毎日インターネットを見漁っては「初心者

でも簡単レシピ」を試したり、わたしの士気が上がるようにと「星3つで

す！」の某テレビ番組を真似た主人による料理の採点制度が導入さ

れました。 

 更にもっと料理が習いたいと思っていた時、語学学校の韓国人のク

ラスメイトが以前オースティンで日本人相手に料理教室を開いていた

という日本語が堪能でお料理上手の韓国人マダムを紹介してくれ、

すぐさま彼女のお宅で韓国料理が習える運びとなりました。韓国料理

定番のチヂミから海老の頭から出汁をとって作るスンドゥブチゲ、自

家製の焼肉のたれ、また韓国特有の食材（韓国版"さつまあげ"、エ

ゴマ、トッポギ、見た目からして辛そうな青唐辛子etc.）を使った1品な

ど、コツを丁寧に教わりながら本格的な韓国家庭料理を習得すること

ができました。彼女に料理を習い始めてすごくためになったのは、も

ちろん異国の料理が習えることもありますが、いろいろな食材の使い

方とこちらで手に入る食材の代替品を教えてもらえたことです。また

私にとってとても励みになったのは、先生を務めてくれた彼女もアメリ

カでの生活を始めたときは、自国の料理を作るのに使い慣れた材料

や調味料がなかなか手に入らずに苦労し、工夫に工夫を重ねて作っ

てきた、そして料理が大好きになって上達してきたと教えてくれたこと

でした。 

何の取り柄も趣味もないままヒューストンに越してきたわたしがここ

まで1年半、なんとか暮らせているのはこちらで知り合った日本人の

方を始め、母国は違うものの共に「外国に暮らす仲間」として知り合え

た世界各国の友人たちのおかげとつくづく実感しています。 近で

は妊娠によるつわりでご飯が作れずもどかしい時期もありましたが、

新しい家族を秋に迎えるにあたり、ますます料理の腕を磨いていか

なければ！と奮起している日々です。 

 2011年3月に日本を襲った東日本大震災の約10日後に気持ちの

整理もつかないままに日本を後にし、主人の駐在地であるヒュース

トンにやってきました。本格的な渡米前に一度、下見旅行として

ヒューストンを訪れていましたが、実際に日常生活を送るとなると、

分からないことや不安なことだらけでのスタートとなりました。 

 なかでも特にわたしを落ち込ませたのは、わたし自身の料理の腕

でした。ヒューストンに越してから結婚生活を始めたので、主婦業も

いちからのスタート、その準備として日本では半年間料理教室に通

い、母直伝のレシピも習ってきたので何とかなるだろうと思っていま

したがそれは甘い考えでした。慣れないキッチンや食材を使いこな

婦人部便り 

 補習校も始まり、長かった夏休みも

終わりに近づいた8月11日、2ヶ月ぶり

に「あそぼーかい」が開催され、真っ

黒に日焼けした元気なちびっ子達が

たくさん集まってくれました。 

 今回のプログラムは、紙芝居「したき

りすずめ」。少々長いお話ではありま

したが、みんな食い入るようにお話を

聞いていました。 

 紙芝居の後は、「したきりすずめ」に

も出てきたおばけの歌「おばけなんて

ないさ」を元気いっぱい歌い、みんな

でおばけを退治してくれました。 

 体遊び「からだあそびのうた」は、

「頭・肩・ひ ざ・足 と 手、目・鼻・口・

ほっぺと耳」と、リズムに乗って体全部

を使っての体操。ちびっ子達だけで

なく、私達スタッフにも鈍った頭と体

の体操になりました。 

 7月、8月のお誕生日会の後は、紙

皿と折り紙で「あさがおのうちわ」を作

りました。 

 これでまだまだ続く暑いヒューストン

の夏も涼しく過ごせるといいですね。 

 これからも季節にあわせた内容で

皆さんをお待ちしております。是非、

お友達を誘って遊びに来てください!! 

第９６回  山本萌美  さん 

駐妻のヒューストン日記駐妻のヒューストン日記駐妻のヒューストン日記   

いずれも、10時～ 3歳以上、 

10時30分～ 3歳未満  

 変更がある場合もございます。三水会センター内ポスターやヒュースト

ンなびでもご確認ください。 
 スタッフは、随時募集中です。ご興味をお持ちの方やお問い合わせ

は、次のアドレスまでご連絡下さい。お待ちしております。 
あそぼーかい mama_asobokai@yahoo.co.jp 
読み聞かせの会 houstonyomikikase@yahoo.co.jp 

番外編：「親子で学ぶ正しい犬との接し方講座」を開催しました。   

ワン！ダフル 

ヒューストン 

 
川原志津香 

（家庭犬しつけインストラクター） 

 7月25日（水）、三水会センター内ピーカンキッズ

ルームにて、「親子で学ぶ正しい犬との接し方講座」

を開催しました。 
 ガルフストリームに連載中の「ワン！ダフル ヒュー

ストン」のVol.10 「ワースト・フレンドにしないために」と

Vol.11 「ベビーが我が家にやってきた！」で、子供と

犬とが良い関係になるためには、お互いに接し方を

学ぶ必要があるという話をしましたが、今回の講座は

その実践編で、子供たちに犬との接し方を紹介する

ことが目的でした。参加者は合計16人。そのうち9人

が0歳から9歳の子供たちでした。 
 犬を触りたいと思ったら、まず触っても良いかどう

か、飼主に聞いてからにしましょう。この約束を守って

もらうだけでも、多くの咬傷事故は減るはずです。触

るときには、ゆっくりと犬に近づいて、大きな声を出さ

ないで、じっと目を見ないようにしながら、覆いかぶさ

らないように、やさしく触りましょう。説明だけではな

く、実際にヌイグルミの犬を使って1人1人実践しても

らいました。実際に体験することで、より理解も深ま

ります。 
 子供たちの積極的な参加で講座はとても楽しいも

のになりました。講座の 後にはクイズを行い、「お

店の外につながれている犬は飼主さんがいなくて

も触ってもいい？」という質問には、みなさん「触っ

てはだめ」、「飼主に触っていいか聞かないといけ

ない」と口々に答えが飛び出しました。実際にその

ような場面に遭遇したときには、今回の話を思い出

してもらえるのではないかと思いました。 
 家庭犬しつけインストラクターとして日本で仕事を

していた頃から、子供と犬とが仲良くなれるように触

れ合い方を教えるというのは私のライフワークのひ

とつでしたが、自分自身に子供ができて、ますます

その必要性をより強く感じるようになりました。今後

も犬関連の講座を開催したいと思っておりますの

で、ご興味のある方は是非ご参加ください。 
 

球國祭り太鼓（RMD）と出

会ったのは、今年のジャ

パンフェスティバル。エイ

サーの演技は遠目で何度か見たこ

とがあったが、印象に残ったのはカ

ラフルな衣装と独特の振り付けが見

栄えるなと言う程度で、神奈川出身

の自分にはあまり縁がないと感じて

いた。フェスティバルでボランティア

をしていた自分は、今年はその演

技すら見る時間がなかった。転機

は、彼らがたまたま隣のブースに出

店をしていた事。ブース裏での立ち

話で練習の見学に誘われ、冷やか

しで終わるかもしれないと前置きを

つけた上で行くことにした。  

 練習はRichmondとFondrenの交差点近くにある

IMA空手道場で、水曜と土曜の夜に行われている。

見学に行った日、勧められるがまま道場に上がり、

太鼓を腹前に担いで実際に叩いてみた。和太鼓は

太鼓に正面から向かい、バチを叩きつける。それに

対し琉球太鼓は側面から、手首のスナップを利かせ

ひっぱたく。皮面の中心にバチが当たると、太鼓の

反対側の皮面と呼応しあい、驚くほど大きな音とな

る。更にそれが室内で反響し、大変迫力が出る。 

 叩き方を教わった後は、バチ回しと足上げという振

りを教わる。バチ回しとは、バチを持った右手を頭の

周り一周させてから太鼓を叩く振り。足上げとは横に

上げた足を、太鼓を叩くのと同じタイミングで下ろす

動作を左右交互に続ける振り。2分も続けるとかなり

きついが、良い運動になる。 

 体験の後はパフォーマーの皆さんの練習見学。練

習といっても数曲通しての実演練習なので、パ

フォーマンスを目の前で見ているのと変わらな

い。全員の動きが組体操のようにぴったりと合

う。太鼓の音と沖縄独特の掛け声が音楽に重

なり、道場を揺らす。音楽に合わせた踊りの要

素、太鼓を叩く演奏の要素、そして素早い動き

で間を作り、作った間を利用して極めのポーズ

を取る空手の型の要素。すっかり魅せられてし

まった。 

 それからというもの、時間が取れる限り練習に

参加するようになった。元々はダンス、演奏、組

琉 
体操、空手の要素のコンビネー

ションに魅かれたのだが、次第に

パフォーマーの皆といつか一緒に

舞いたいという気持ちが強くなっ

ていった。 

 練習に四苦八苦していると、支

部長のトモエさん、副支部長のイ

ツキさん、マサさん始めパフォー

マーの皆が懇切丁寧に教えてく

れる。練習後も皆がすぐには解散

せず、おしゃべりをしては笑ってし

ばらく過ごす。参加したばかりのメ

ンバーを、長く付き合っている仲

間のように温かみを持って迎え入

れてくれる。自分が過去に受けた

習い事では、気のあった数人で出

かける事はあっても、クラス全体がレッスン終了

後にすぐ解散してしまうのが普通だったので、楽

しくはあったが正直戸惑った。 

 ある日、そんな戸惑いを正直に訊いてみた。

返ってきた言葉は沖縄の言葉、「いちゃりば

ちょーでー」。“一度会ったら皆兄弟”という意味

だ。RMDの皆は、沖縄と全く無関係な自分を兄

弟のように受け入れてくれていた。それに気づく

と、自分も皆が兄弟姉妹に思え、惜しみなく尽く

したくなった。自分の中に、もう一つ大切なもの

ができた瞬間だった。 
 RMDの流派であれば、世界中でその振りは同

じなので、例えばRMDのハワイ支部を明日訪れ

ても、エイサーを通しすぐ一体となれる。自分た

ちはエイサーを通じ世界規模でつながってい

る。い や、何 も な く た っ て「い ち ゃ り ば ち ょ ー

でー」の精神で皆つながっているんだって、

近はよく思っている。 

 琉球國祭り太鼓がくれた物琉球國祭り太鼓がくれた物琉球國祭り太鼓がくれた物   
川添 賢一  

古本市開催古本市開催古本市開催   

 ご好評頂いております古本

市の次回開催日時をお知らせ

致します。 

 ご不要になりました本が御座

いましたら、お手数でも三水会

センター迄ご持参頂けると幸い

です。 

 

日時： 10月6日（土） 

三水会センター前ホール 

             （東側） 

8時45分から15時15分まで 
 

（婦人部委員会 

        古本市担当一同） 

積極的な子どもたちのおかげで大変盛り上がりました。 突然頭をなでられると驚きますねと体験してみました。 



Gulf    Stream 4 
2 Gulf    Stream 9 

婦人部便り 

「きらきら星変奏曲」のピアノソロ。聞き慣れた懐かしい音楽が心地よい

リズムで始まる。しばし聴き入り、「それにしても、コロコロとよく動く指・・・」

なんて、プロのピアニストさんに向かって失礼なことを思いながら、ふと観

客席に眼をやると、「か、かわいい！！！！」小さなお客様が、これまた

小さな小さなおててを精一杯広げて、リズムに合わせて踊ってる。「かわ

いすぎる。」思わず見とれて数秒後、我に

返り、気づく。「ひぇ～、写真撮ってない

し・・・。」 
これは、4月27日（金）商工会婦人部委

員会主催で行った「クラシックコンサート～

赤ちゃんから大人まで どなたでも～」で

の、当日、写真係を任された私の、失敗談

ながらも楽しかった思い出です。 
今回のコンサートは、表題でも分かるよ

うに、「日ごろ、ゆっくりと音楽を楽しむこと

が難しい、小さなお子さまをお持ちのお父

さまお母さまにもぜひ参加していただきた

い。」という想いから企画されたものなので

すが、私たちが、こだわったのは、「ワイワ

イガヤガヤの親子コンサートにはしたくな

い」ということ。親子で口ずさめるような聴き

なじみのある曲を取り入れながらも、クラ

シック通の方にも充分楽しんでいただけ

る“本格的な”コンサートを目指したい、と考えたのです。 
こんなわがまま言いたい放題の私たちに、どど～んと応えてくださった

のが、ヴァイオリン奏者の阿部雪子さん、クラリネット奏者の佐々木麻衣

子さん、ピアノ奏者の平田真希子さんでした。「楽しく、やさしく、音楽

史！」をテーマに、練りに練られたコンサート内容で、演奏だけでなく、話

術でも、私たちを引き込んでくださいました。 
私たちは、コンサートの最終章では、クッテンベルガー「デュエッティッ

シモ」で、ヴァイオリンとクラリネットのみの演奏という珍しい組み合わせで

の音色の妙を楽しみ、シュライナー「だんだん小さく」では、クラリネットがトカゲ

のように、次々とお尻（しっぽ？！）を外されていきながらも続く演奏に、声をあ

げ、拍手喝采し、そして、最後のミヨー「組曲より第1楽章」が終わってしまった

ときには、感動と、終わってしまう寂しさを感じました。                
そして、気になる小さなお客様たちは、といいますと、、ミヨー「組曲より第3

楽章」で静かに聞き入り、モーツァルト「きらき

ら星変奏曲」で踊り、ベートーヴェン「ソナタ14
番、月光」で「怖い！！」と言って怯え、我慢

できずにおしりがムズムズしてしまい、お母さ

まに休憩室へ強制連行されても・・・存分に音

楽を楽しんでいてくれていたように思います。 
 ひょっとしたら、参加対象を欲張りすぎて、ク

ラシック通の方にとっても、お父さまお母さま

にとっても、そして、小さなお子さまにとって

も、充分ではなかった、という感想を持った方

がいらっしゃったかもしれません。けれども、婦

人部委員の想いをしっかりと受け止め、おおら

かに笑顔で、そして、自身が楽しんで取り組ん

でくださった演奏家のみなさまの素晴らしい演

奏や心が伝わり、会場全体が何ともいえない

温かい雰囲気に包まれていたコンサートで

あったと自負しています。 
 最後になりましたが、演奏者のみなさまはも

ちろん、お子さまたちが少しでもリラックスできるようにと、休憩時間に、指人形

や手遊びをしてくださった「あそぼ～かい」のみなさま、実際に参加してくだ

さった方など、コンサートに関わってくださったすべての方に感謝の気持ちで

いっぱいです。本当にありがとうございました。 
婦人部ではこれからも、商工会会員およびそのご家族様をはじめヒュースト

ンに在住する日本人の皆様の生活をサポートし豊かなものにするため、様々

なイベントを企画していきたいと思っています。アイデア、リクエストなどがござ

いましたら商工会事務局またはお近くの婦人部委員までご一報ください。 

コンサート回想録コンサート回想録コンサート回想録   
～赤ちゃんから大人までそれぞれの楽しみ方～ 

宮井純子  

 前日までの予報では悪天候

の可能性が大でしたが、そん

な不安も何処へ、本年もジャ

パンフェスティバルの当日は

晴天に恵まれました。お天気がいいのは有難いの

ですが、両日とも終了時間ぎりぎりまで汗ばむどこ

ろか、汗びっしょり、てんてこ舞いかつ大盛況の商

工会婦人部主催『浴衣トライオン』のテントでした。

集計結果で、なんと『浴衣トライオン』の集客数は、

参加団体の中で断トツ１位だったこと、ご存知でし

たか？元ミスジャパンのような綺麗どころ（？）にボラ

ンティアとしてお集まりいただき、暑くて目が回るほ

どの忙しさにもかかわら

ず、大和魂を発揮して機

敏に作業していただいた

賜物です。あらためて、ご

協力いただいたボランティ

アの皆様に心から御礼申

し上げます。 
 アメリカの中でも食べるこ

とが大好きな人が集まって

いるといわれるヒューストン

という場所柄、浴衣の試着

をご希望される方のなかにはかなり

大柄の方が多くいらっしゃる状況。

比較的小柄な日本人女性にとって

みれば、ただの『浴衣着付け』を超

越し、どこかの支度部屋を彷彿して

しまうような雰囲気、といったら怒ら

れるでしょうか…。でも、はじめは、

たくましい！っという空気を醸しだし

ていらした女性でも、着付けされて

いるうちに表情がみるみる変わって

いき、完了のときにはまるで別人か

と思えるような柔かい笑顔になって

いたことに、お気づきになられた方

も少なくはないと思います。万国女

性共通の乙女心♡をひきだすお手

伝いが出来たといっても過言ではな

いでしょうか。 
 それだけではありません。実は今

回、ちょっとした戦略がありました。

はじめのうちは、手当たり次第来場

者の方々にお声を掛けて勧誘して

いたのですが、そのうちあることに

気が付きました。『カップルを狙え!』
ファミリーでのご来場、例えば子沢山の大家族

はこちらでは珍しくないのですが、やはりお一人

チケット5枚で全員分となってくると、ちょっと…と

考えてしまうようです。それに比べてカップル

は、こちらが多くを語らずにいても彼の方が「トラ

イしてみれば？」と彼女に促してくれるのです。

そうなるとほぼ9割方の女性はノリ気になってくれ

ました。気が変わらぬうちにそそくさと、当方、ま

るで介添人のようにテントまでお連れするのに大

成功！そこで、2度目の好転機。あるカップルの

会話…♂『僕はここで待ってい

るから…』 ♀『あら？あなたもト

ライしないの?』 ♂『僕はいい

よ。君だけで。』 ♀『WHY? あ

なたも一緒に浴衣着て、写真を

撮 る の よ !!』  ♂渋々『はい。』 

商談（?）成立。女性強し。これも

万国共通だとか？ さっさと着

付けを終えた彼氏はいずれにし

ろ待つことになるのですが、よう

やくお二人完了の瞬間はハニ

カミながら本当に嬉しそう。早

速、庭園内で束の間の日本情

緒たっぷりのお散歩に出かけて

行かれるのですが、待てど暮ら

せど戻って来な～い！（制限時

間20分という決まり事はお二人

の世界では通用せず） そこで

優しい介添人だったはずの当

方が、心を鬼にして連れ戻しに

出るのですが、人目を憚ることな

しに5ｍ移動するたびにチュッ

チュ（ときにはブチュー）っと。こ

ちらならではですが、当方内心シドロモドロの

挙動不審状態。 
 たった2日間のイベントでしたが、大勢の方

に日本文化に触れて頂き、それぞれ思い出

作りをされたことは、私たち日本人にとっても、

大変喜ばしいことだったと思います。また、あ

らためて日本文化の素晴らしさを再認識する

機会を与えてくれた、誇りに感じられるイベン

トだったと自負しています。皆様、本当にお疲

れ様でした！ 

満員御礼！ 

浴衣トライオン 

こぼれ話                                          

篠崎有実 

 

 

＜子どもの目から見て＞ 

・現地校との違い： 先生の迫力。現地校の先生はよく怒り、お菓子を食

べていて、生徒に教えるのが面倒そう。あまり歩かない。車で送迎。近く

への遠足もスクールバスを使う。 

・驚いたこと： よくパーティーがある。お菓子パーティーとか、賞品を

ゲットできたりもする。勉強が日本より簡単で、進むのが遅い。そうじは

そうじ専門のおじさん・おばさんがやる。朝食も出る。 

・良いところ： 日本より校舎がしっかりしている。夏休みの宿題がない。 

・嫌いなところ： ランチがおいしくない。パン系しかでなくて、ごはんが

ない。学校を気に入ってもらおう、楽しくしようというのがない。 

   

 娘は楽しそうに答えていましたので、ホッとしました。現地校に通って1

年、いろいろありましたが、子供の成長を今ほど感じることはありませ

ん。しかし、この長い夏休みが私にとってはやっぱり一番の驚きです。 

                                     （Nさん） 

あるある へ～ 

 

＜体操着洗濯代＞ 

 ハイスクールの話です。選択で体育を取った息子が、20ドルの

小切手を書いてほしいと言ってきました。何のためかと聞くと、体

育のとき、学校で貸してくれる体操着（これにも驚きました！）を、

使い終わった後に指定のバスケットに入れておくと洗ってくれるの

で（誰が？）、その洗濯代だというのです。選択科目に洗濯代が

ついてくるのか？と思わずつっこんでしまいました。 

 体が急に大きくなって、せっかく買った体操着がすぐ着られなく

なってしまうのはもったいないので、自分の体に合った体操着を

貸してもらえるのはなかなか良いアイデアです。でも、洗濯くらい

自分で…と思うのは、日本人ならでは？洗ってこいといっても洗わ

ない人がいるのは迷惑だから、最初からみんなまとめて洗ってあ

げるようにしているのでしょうか。こういう仕事を作ることで雇用を創

出しているのでしょうか。どちらにしても、これでは自分で使ったも

のは自分で始末するという責任感は育たないのではないでしょう

か。分業主義は、このように学校時代からアメリカ人の体に浸透し

ていくのだなあ、と痛感しました。（Sさん） 

 

＜ドレスコード＞ 

 制服がない学校では、ドレスコードを

楽しむ習慣なのか、サングラスをかけて

くる日、パジャマを着てまくらを持ってく

る日、先生の好きな色をきてくる日、トロ

ピカルな服を着てくる日、などなど、日本

にはないことなので驚きました。（Mさん） 

 

＜入学者の登録＞ 

 娘がキンダーガーテンに入るに当たり、一番近い

小学校に登録に行きました。指定の時間に行った

のに、窓口はすでに閉まっており、翌日はお休み

で、その次の日が学校の初日でした。しかたなく、

初日に学校へ行って、登録をしようとしましたが、他

にもたくさんの人が来ていて、結局娘の登録が済ん

だのが10時近くなってしまいました。それから急いで

娘のクラスに連れて行くと、いきなり遅刻扱いに…。

いくら事情を説明しても聞き入れてもらえず、しょっ

ぱなから後味の悪い思いをしました。（Fさん） 

 

＜親のためのESL＞  

 私共の住むKaty ISDではペアレンツセン

ターなるものがあり、ここでは私の様に英語

が不得手な親のためのESLのクラスが平日

(月)～(木)二時間開かれ、無料で英語を学

べます。この事を日本で知人から聞き、住

まいをKatyに決めるきっかけになりました。

さらにKatyでは、子供のサマースクールも

六月中無料で受けられ、教育の手厚さに感

動しています。（Mさん） 

＊ここで掲載した以外にもまだまだ体験談は

続きます。次号以降も連載予定ですので、ご

期待下さい。 

～ その２ ～ 

 前回好評をいただきました現地校体験談の第2弾です。お子

さんが現地校に通われている皆さんからの「生の声」をレポート

しました。日本の常識を覆すアメリカの学校での体験の数々。

未経験の方は心の準備のために、すでに経験済みの方は、う

んうん、とうなずきながら、お楽しみください。 

 平成24年8月4日、長野県佐久市から中学生海外研

修団がヒューストン日本語補習校を訪れました。長野

県は山岡校長先生や油井宇宙飛行士の出身地という

ヒューストンに縁のある地からの訪問です。昨年は先

生方だけでしたが、今回は、佐久市中学生の希望者

の中から抽選で選ばれた中学1年生3名、2年生4名、3
年生1名の計8名が、3名の先生方と旅行会社の添乗

員とともに補習校を訪れ、補習校の中学生、教員と交

流しました。 
 アメリカには一週間の滞在で、デトロイト美術館、

ヒューストンではライス大学、NASAの Johnson 
Space Centerを見学し、最後に補習校の訪問とな

りました。2時限目に補習校中学部の見学と授業

を体験し、3時限目には補習校中学3年生との座

談会が実施され、生徒間で意見交換、質疑応答

が行われました。 
 座談会では各人の自己紹介のあと、佐久市中

学生の感想として、｢補習校では授業中に生徒が

自由に発言し、教室がシーンとすることがないの

が印象的であった」、「授業体験では最初緊張し

ていたが、フレンドリーな雰囲

気で、気を楽にしていろいろ

な話ができた」、「授業を進め

るペースが速いと感じた」との

ことでした。 
 質疑応答では、佐久市中学

生からアメリカでの食生活や、

現地校・補習校の授業や部

活動、放課後活動に関してい

ろいろな質問が出され、補習

校生徒が英語と日本語の二ヶ

国語で、｢世界各国の料理が

手近に食べられるが味が濃い

ものが多い｣、｢補習校は楽し

いが宿題が多いので現地校

のほうが好き｣などと応えてい

ました。補習校中学生からは

日本の部活動に関する質問があり、テニス、

バスケット、サッカー、陸上などのスポーツだ

けでなく、琴などの邦楽のクラブもあることを

知りました。また、長野県と佐久市の特産品

（りんご、キャベツ、レタス、そば）についても

紹介がありました。短い時間でしたが、日米

の異なる環境で生活、勉強する日本人中学

生同士の交流を深める良い機会となりまし

た。                     （文責 補習校運営委員） 

 長野県佐久市の中学生長野県佐久市の中学生長野県佐久市の中学生 補習校を訪問 

コンサート終了後の出演者と婦人部委員。 

前列左から、平田真希子さん、阿部雪子さん、佐々木麻衣子さん 
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 うちの会社 

MITSUI USA – MARCH OF DIMES 2012 

Since 1979, Team Mitsui USA has united with 
fellow employees across the country in support of 
the March of Dimes (MOD) “March for Babies”. 
In April of this year, the Mitsui Houston office 
alone  had  132  qualified  walkers  (employees, 
immediate family members and friends) covering a 
wide range of ages. From East coast to West coast 
on the day of the “March for Babies”, tens of 
thousands of walkers of all ages start the 4 mile 
walk in support of healthy babies.   As part of the  
Mitsui  USA  Houston   tradition  many  of  the 
departments  had raffles, contests, baked goods,  
the sale of MOD “Beanie  Babies”, fundraising 
lunches, personal pledges by Mitsui employees  
and other activities to raise money as part of our 
fundraising efforts.  Adding to the fun of the day, 
many  of  the  Mitsui  USA  offices  organize  a 
luncheon after the walk for their employees and 
their family and friends,  another aspect of the 
Team’s  annual  tradition.  By  the  end  of  the 
morning, smiles are plentiful in spite of the tired 
feet  and  the  Houston  hot  and  humid  weather 
condition.  Enthusiasm was high throughout the 
walk  as  Mitsui  USA  and  our  local  group 
companies marched together for a cause close to 
everyone’s heart. With everyone’s support, we are 
working together to improve the health of mothers 
and babies all across the United States and we 
encourage more to join in our efforts. 

会社概要 

米国三井物産株式会社 

事業：「金属」「機械・インフラ」「化学品」「エネ

ルギー」「生活産業」「次世代・機能推

進」の6事業分野において、多岐にわた

るビジネスを展開。 

従業員数：約450名 

拠点：New York本店の他米国内9支店。 

 約50の関係会社。 

第２回  米国三井物産株式会社 

（日本語訳） 

三井物産USA 

 - マーチ・オブ・ダイムス2012 - 

1979年以来、チーム三井物産USAでは、

「赤ちゃんのための行進」マーチ・オブ・ダ

イムス（MOD）を全米の社員である仲間た

ち一丸となり毎年支援しています。今年4月

の本催しでは、三井物産ヒューストン支店

だけで、幅広い年齢層から132人の仲間た

ち（社員、家族、友人）が参加しました。「赤

ちゃんのための行進」当日には、東海岸か

ら西海岸まで、全ての年齢層の参加者数

万人が、「健康な赤ちゃん」を願い、4マイ

ルの行進をします。三井物産USAヒュースト

ン支店の伝統では、募金活動の一環とし

て、ラッフル、コンテスト、(クッキー・ケーキ

などの)焼き菓子、MOD版ビーニーベイ

ビーの販売、ランチ、三井物産社員による

寄付、などを行っています。更なる楽しみで

あり、チーム毎年恒例の伝統の一つとし

て、三井物産USAの支店の多くは、行進に

参加した社員･家族・友人を招いての昼食

会も開催しています。疲れきった足やヒュー

ストンの高温多湿の気候条件にもかかわら

ず、皆の笑顔は絶えません。身近に感じら

れる運動目的ということで、三井物産USA

及び各地のグループ企業の参加者から強

い熱意が感じられました。皆の支援を受

け、私たちは全米すべての母親・赤ちゃんの

健康の向上のため団結し、より多くの方々に

この運動に参加して欲しいと願っています。 

新 

レストラン紹介 

Vol.29 
Ikuko Murakami 

レストラン構想をする時、どうレストランの名

前をつけるかは、オーナーが頭をひねるポイ

ントの一つになります。お店や自分の個性を

表現でき、お客様にお店が何を売りにしたい

のかというコンセプトが伝わるような名前を考

えるのは楽しいひと時でもあります。私も日々

の生活の中で刺激を受けた物事を、お店の

名前やコンセプトに活かそうとメモを残してい

ます。今のところ、日本の美しい風土と季節感

を大切に、歳時に合わせたお料理を出すお

店として、「こよみ（KOYOMI）」という名前を候

補に考えていますが、私の日本への愛情は

皆さんに伝わるでしょうか。 

今回紹介するお店は、テキサス州を愛し

ていること、フランス料理がベースにあること

が伝わってくるネーミングの「Mockingbird 

Bistro」です。モッキンバード（日本名：マネシ

ツグミ）はテキサス州の州鳥で、スズメ目のコ

ロンと丸い体つきに少し長い尾を持つ、灰色

の可愛らしい鳥です。また、ビストロはフレン

チの店であることを容易に想像させます。場

所は、ダウンタウンから少し西、メインの通りか

らはずれた住宅街の中に隠れるようにありま

す。コロラド州のスキーリゾートで長く働いて

いたシェフがヒューストンへ戻り、10年前に

オープンしたお店だそうです。一度故郷を離

れて懐かしの地へ戻る時の、オーナーシェフ

のテキサスへの望郷の思いが伝わってくるお

店のネーミングは、日本を遠く離れた私たち

の思いと重なるものを感じます。お料理は高

級リゾート地で揉まれただけあって、何を注

文しても美味しいのですが、特に有名なのが

「M Bistro Burger」。$32と驚愕のお値段です

が、神戸牛のパテの上に贅沢にカットされた

フォアグラが鎮座し、トリュフの香り漂うフレン

チフライがついてきます（ディナータイムの

み、ランチではフォアグラなしの神戸牛バー

ガー$16があります）。また、「Mussels」もお

勧めです。前菜としてはポピュラーですが、

こちらのお店のムール貝は、レッドカレーと

ココナツミルクというタイ料理仕立てになっ

ていて、新しい美味しさが発見できます。フ

レンチの技を基本に、新しい素材と組み合

わせていく抜群のセンスと研究熱心の情熱

のシェフなので、メニューは頻繁に変わりま

す。ホームページでメニューを確認して行く

のもいいかもしれません。 

フ ォ ー マ ル な

雰囲気でお値段

も張るお店ですの

で、奥 様 同 士 で

お洒落をして、た

ま の 贅 沢 ラ ン チ

や、記念日などの

大人のデートにい

かがでしょうか。お得に楽しみたい方には、

平日5時から7時のハッピーアワーがあり、

各種お酒やおつまみが5ドル均一です。名

店の味が気軽に楽しめるのは嬉しいです

ね。美味しいお料理で幸せな時間を過ごし

て下さい。 

1985 Welch St., Houston, TX 77019 
Tel: 713-533-0200  

Mockingbird Bistro  
月～金11:30-2pm、月～日5:30-10pm、

サンデーブランチ11:00-3pm  
昼 $25～、夜 $50～  

No.54 

M Bistro Burger 

Lemon Tart 

９．Houston Grand Operaの“East + West Project”の説明と寄付依 

頼について（Mr. Evan Wildstein） 

Houston Grand Opera（HGP）は日本を題材にした30分もののオペ 

ラ“The Memory Stone”を、来年4月9日から14日にかけて上演を企 

画。上演するための様々な経費として$178,460が見込まれるため、 

当地の日系企業やコミュニティーの協力支援をお願いしたい。 

１０．その他 

本会議が初回参加となる委員の紹介と、帰任などで最後となる委員

から簡単な挨拶をいただく。 

議事録2ページからの続き 

会 員 消 息会 員 消 息  ＜敬称略、（＜敬称略、（  ）内は配偶者名＞）内は配偶者名＞    

よろしく！～新規入会です  

●正個人会員入会 
＊ITOCHU International Inc.     小島和寿／範 海波／鈴木崇章  

＊Marubeni America Corporation  松本享 

＊Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.    山根康之 

＊Mitsubishi International Corp.    松本晋／堀江崇之 

＊MOEX USA Corp.        松浦大介／ポール・マーストン 

＊Okaya USA Inc.         佐藤剛 

＊Sumitomo Metal USA Inc.   難波岳大 

＊Toshiba International Corp.  金田陽助 

◆さようなら！  ～残念ながら退会です 

●正個人会員退会 
  ＊ITOCHU Int’l Inc.  塚本一朗／平松亮一／古谷太資 

  ＊Mitsubishi Int’l Corp.  岸田修一（朋美）／稲森太郎（裕子） 

  ＊MOEX USA Corporation   石井直樹／加藤彰太 

  ＊Nikkiso Pumps America, Inc. 長山栄一 

  ＊Okaya USA Inc.  太田昌尚（～9/30/2012） 

●替わりました  ～ メモのお願い 

●常任委員新旧交代 
  ＊MOEX USA Corporation  （旧）石井直樹 →（新）松浦大介 

  ＊Hanwa American Corporation  （旧）佐藤文昭 →（新）藤田耕司 

                                     （9/1/2012～） 

                       ＜佐藤様は正個人会員登録継続＞ 

●正団体会員連絡先変更連絡 
  ＊Marubeni Unconventional Resources Corporation 
  （新）2800 Post Oak Blvd., Suite 5800, Houston, TX 77056 
  Tel. 281-661-2438     Fax. 281-661-2432  



2 Gulf    Stream 2 Gulf    Stream 11 

アメリカの中の、ケンタッキーという国アメリカの中の、ケンタッキーという国アメリカの中の、ケンタッキーという国         

Kentucky 
石井 光（JTB USA,INC.ヒューストン支店) 

The United States of Americaの名の通り、アメリカは50の州（State）が一つの

国（Country）を形 成 し て い る。こ の 50 州 の 中に は 4 つ だ け、State で は な く

Commonwealthが正式名称の州がある。マサチューセッツ、ペンシルバニア、

バージニア、そしてケンタッキーだ。ケンタッキー州は、北はオハイオ川、西はミ

シシッピ川、東は森林（Daniel Boone National Forest）に囲まれ、他地域との接

触が少ないため独自の生活や文化を築いていった。奴隷解放が争点となった

南北戦争においても、南軍(The Confederate)と同様に奴隷州でありながら、奴

隷解放を進める北軍(The Union)寄りの立場をとるなど、独自の動きをみせてい

た。アメリカ東部とも、中西部とも、南部とも一味違うケンタッキーの見所をご紹

介したい。 
まずは、州北東部の中心都市レキシントン。ヒューストンから飛行機で２時間

強の場所にある。市内には歴史的建造物やおしゃれなレストランも多いが、ブ

ルーグラス・ステイトという愛称のとおり、レキシントンの周りにはゴルフ場と見紛

うような鮮やかな緑が続く。幹線道路沿いの牧場には馬、馬、馬。ケンタッキー

ならではの情景だ。この独特の景観を作り出している最大の理由は、その地質

にある。州の基盤を形成するライムストーン（石灰岩）の層からカルシウム分が

土壌や湧き水に溶け出し、ミネラル豊富な牧草はサラブレッドのしなやかで丈

夫な骨を発達させる。アメリカの競走馬の多くがこの地域で育つ所以だ。（この

水の影響かケンタッキーには美人が多いそうだ。）そんなレキシントンは「競走

馬の都」ともいわれ、馬にまつわる場所が多い。Kentucky Horse Parkは身近に

馬に触れられる公園で、付属のミュージアムの展示も充実していて家族そろっ

て楽しめる。レキシントンには全米で指折りの名門大学ケンタッキー大学があ

り、勉学とともにスポーツも盛んで、年中ケンタッキー大ワイルドキャッツの試合

が観戦できる。2012年のNCAAの大会でバスケットボール男子が優勝したのも

記憶に新しい。 
バーボン・ウィスキーで有名なケンタッキーだが、ワインづくりも盛んである。

レキシントンから州都フランクフォートにかけてはいくつか優良なワイナリーがあ

る。今回そのうちの一つEquus Run Vineyardsに行ったが、テイスティングしたワ

インはどれも、カリフォルニア･ワインに引けを取らないと感じた。他の州ではあ

まり口にすることのないケンタッキー・ワイン、是非とも地元で味わいたい。 
州最大の都市はルイヴィル。レキシントンから西へ車で１時間程度だ。人口

30万人程度で全米規模で見ると中都市だが、ルイヴィルの見所は数多くある。

まずは1875年以来毎年休むことなく開催されている、全米最大のレース「ケン

タッキー・ダービー」が行われるチャーチル・ダウンズ競馬場。「ケンタッキー・

ダービーを見るまでは何かを見たというな」という言葉があるほど、全米が注目

する伝統のレースで、5月の第一土曜日に開催されるダービーには全世界から

約16万人が集まるという。セレブが集まるゴール前の観客席から競馬場の内側

にある芝生席まで、年に一度のダービーを見ようとどのセクションも人で埋め尽

くされる。年間80日ほどレースが開催されるというチャーチル・ダウンズには、博

物館やレストランが併設され、開催

日以外でもガイド・ツアーに参加し

て実際のターフや厩舎、スタンドに

足を踏み入れることができる。中で

も、ダービーの優勝馬しか入ること

のないウィナーズ・サークルを見る

と、このレースに勝つことが馬や

ジョッキーやオーナー、いや全て

の関係者にとってどれだけ名誉な

ことなのかが伝わってくる。 

野球好きの人にはルイヴィル・スラッ

ガーのバット工場見学がお薦めだ。殆ど

の大リーガーのバットはここで生産され

る。以前は職人が1本あたり20分かけて

削っていたものが、今では1分に何十本

も生産されているという。見学ツアーで

は、ヤンキーズのジーターやレンジャー

ズのハミルトンなどのバットを手に取って

みることができた。博物館やバッティング

センターも併設されていて、なかなか楽

しい場所だ。 
その近くには、ルイヴィル出身のボク

サー、モハメド・アリを称える博物館もあ

る。ローマ五輪の金メダリストで世界ヘ

ビー級チャンピオン。派手な記者会見な

ど現役時代の破天荒なイメージが強い

が、近年はパーキンソン病をわずらい、

アトランタ五輪の際に震える手で聖火を

点灯した姿も印象深い。彼がなぜアメリカでこれほどまでに注目される人

物なのか、この場所に来るとよくわかる。黒人差別に異を唱えて金メダル

を川に投げ捨て、ベトナム戦争に反対して兵役を拒否し、ヘビー級王座

もボクサーライセンスも剥奪されながらも、ボクシングを愛した平和主義

者。引退後も、病をおして世界各国を飛び回って国際貢献し続けている

ことを知り、アリに対する興味と尊敬の念が沸き起こった。ケンタッキー州

を表す精神として、Unbridled Spiritという語がある。Unbridleとは馬具を

はずされた状態、すなわち、とどまるところを知らない奔放な精神という意

味。まさにこの州出身のアリそのものを表す言葉で、彼の存在はケンタッ

キーのシンボルでもあるのではないかと感じた。 
ルイヴィルから車で約40分、「バーボンの都」と呼ばれるバーズタウン

も必見の街である。バーボン作りはケンタッキー州の第四番目に大きな

産業（1位はヘルスケア、2位は自動車産業、3位は馬の飼育）、アメリカ全

土で生産されるバーボンの90％以上がケンタッキーで生産される。中で

もバーズタウンは100年以上前から醸造所があり、何億円分ものバーボン

が貯蔵される7階建ての倉庫を町のあちこちで見かける。ケンタッキーの

バーボン造りには2つの重要な要素がある。ライムストーンによってろ過さ

れた鉄分のない滑らかな水と、夏は暑く冬の寒さが厳しい独特の気候

だ。この自然の恵みと厳しさによって4年以上、冷房も暖房もない倉庫で

月日を重ね熟成されたバーボン

は、ケンタッキーの、いやアメリカの

誇る数少ない純国産品だ。全米で

も最大規模の醸造所へブン・ヒル

社や名酒Maker’s Markの醸造所

に行くと、バーボンの製造過程を

見学する1時間ほどのツアーに参

加することができる。ツアーの締め

くくりはテイスティング。各社自慢の

バーボンを味わった後、バーボン・

ボールというバーボン風味の生

チョコレートの味わいも格別だ。 
 バーズタウンのもう一つの見所

は、ケンタッキーの州歌にもなって

いる、‘My Old Kentucky Home’が
作られた場所だ。アメリカを代表す

る作曲家スティーブン・フォスター

がその家を見てこの歌を書き上げ

たといわれる場所が現在は州立公園となり、旧き良きケンタッキーホーム

が大切に保存されている。夏の2ヶ月間だけこの公園の野外劇場で上演

されるフォスターの生涯を描いたミュージカルは、地元の人たちが楽しみ

にする、この地ならではのイベントだ。 
夏が終わると、またケンタッキー人が愛する季節が訪れる。美しい緑の

大地にカラフルな紅葉が彩りを添える秋だ。アメリカのどの州もどの地域

にもお国自慢はある。しかし、このケンタッキーほど自分たちの住んでい

る場所やそこで生み出される特産品に誇りを持っている場所はほかにな

いのかもしれない。変わり続けるアメリカという国の中で、今も昔も変わら

ないこの州は、これから先も変わらずケンタッキーらしさを持ち続けていく

のだろう。 Churchill Downs 

平成平成2424（（20122012）年）年88月度 月度   商工会常任委員会 議事録商工会常任委員会 議事録  

日  時： 平成24年8月22日（水）11：30 ～13:00 
場  所： Four Seasons Hotel  Room: Fairfield（3階）  
出席者： 名誉会長、名誉会員、常任委員、事務局長 

司  会： 竹田直樹幹事 

１．商工会会長連絡事項（上野真吾会長） 

この一年を振り返ると、昨年10月に着任された山本総領事を迎えて、商

工会共々新体制で新年度をスタート、日本人宇宙飛行士の活躍や美

術館のJapan Gallery オープニング、東日本大震災一周年レセプショ

ン、補習校校長交代などがあった。又、昨年度は東日本大震災の影響

で商工会行事の日程調整などがあったが、今年度は全ての予定した

行事を無事終了することができた。各部会でも活発に活動が行われ

た。関係者各位の尽力に感謝申し上げる。10月から新体制でのスター

トとなるが、活動などを通じて会員各位が良い思い出を作れるような商

工会であり続けて欲しいと願っている。今後とも商工会へのご協力・ご

支援をお願いしたい。 

２．総領事館連絡事項（山本条太総領事） 

山本総領事より下記6点の連絡があった。 

①日本の立ち直りへの支援に対する謝意と引き続きの支援のお 

願い 

②日米草の根交流北テキサス・サミットの開催と日本企業からの 

支援への謝意 

③民間主導による「北テキサス･ヒューストン間の高速鉄道構想」 

について 

④ハリケーンなど自然災害や銃等による犯罪、ウエストナイル熱な 

ど感染症への安全の備えについて 

⑤総領事館のウェブサイトのレイアウト変更と定期的な一覧のお 

願い 

⑥ヒューストン日米協会からの情報発信の強化と支援について 

３．商工会次期役員選出について（竹田直樹幹事） 

商工会定款第四条第二項「役員」（b）に基づき、次期役員選出を進め

るにあたり、まず竹田幹事から有権者数等の報告があった（有権者の

正団体会員数84に対し、出席有権者数と欠席正団体会員による会長

委任数75、無効数9）。次に、最終立候補者7名の起立紹介があり（下

記参照）、7名の信任投票を行う旨の説明があった。出席有権者の投票

用紙を回収の上、ライブロック事務局長が別室で集計し、竹田幹事の

再確認の後、会長以下幹事の立候補者全員の信任決定が発表され

た。 

＊立候補者 

会長   岡野夏井氏 （Mitsui & Co.(USA), Inc.） 
第一副会長  土光辰夫氏 （Toshiba International Corp.） 
副会長 上野真吾氏 （Sumitomo Corp. of America） 
 鈴木 一氏 （Kuraray America Inc.） 
 高杉 禎氏 （Mitsubishi International Corp.） 
幹事 石井 光氏 （JTB USA, Inc.） 
会計幹事 加藤信之氏 （Deloitte & Touche LLP） 

※副会長は受付順に記載 

※定員数は副会長の3名の他は全て1名ずつ 

４．Space Seminar 2012 について 

（山上武尊正会員：酒井純一特命理事代理） 

本年度最後となる第5回宇宙セミナーを9月30日（日）にSpace Center 
H o u s t o n で 開 催 す る 。 当 日 は 午 前 1 0 時 か ら I S S 運 用 管 制 室 

と宇宙飛行士訓練施設の見学後、昼食休憩を挟んで午後1時から「君

も宇宙飛行士になれる！」というテーマでセミナーを予定。80名程度

（20家族／グループ単位で）の参加を想定し、宇宙飛行士選抜試験相

当の課題へのチャレンジを現在検討中。入場料は参加者負担とし、トラ

ムと会議室の費用については商工会負担。 

５．来期の常任委員会開催場所について（竹田直樹幹事） 

常任委員会会場については、予算圧縮を図るため、本年1月より半年

間程、会場の選定と検討を進めてきたもの。今般、非営利団体限定で

利用可なThe Community Resource Center （@50 Waugh Drive, Houston, 
Texas 77007）を来年度から利用してみる方向で理事委員会にて協議。年

4回ある常任委員会のうち、来年1月と4月については、トライアルとして当

会場にて実施致したい。詳細は各回のご案内を事務局より出す際に記す

ため、当該連絡にご留意願いたい。 

６．委員会・部会報告 

①企画・調査委員会（木村誠企画調査委員長） 

＊商工会・JETRO共催「米国訴訟における和解交渉」および「米国就労

ビザの傾向と対策」セミナー終了報告 

7月26日（木）にFour Houston Center内のConference Roomにお 

いて、大橋＆ホーン法律事務所の大橋弘昌弁護士とフラゴメン・ 

デルレイ・バーンセン＆ローウィー法律事務所NY事務所の荒木 

信太郎弁護士を講師に迎え、米国で事業展開する日本企業が 

直面しがちな訴訟への対応や就労ビザに関する問題について 

解説いただき、当日は30名を越える参加があった。 

＊商工会主催「人事・雇用関係セミナー」について 

本日の常任委員会終了後の午後1時15分から、人事・雇用関係 

セミナーとして、講師のAmer ican  Da taBank社の秋山利泰氏 

（CEO）とHRM Partners社の上田宗朗氏（VP／Partner）から「管 

理職が知っておきたい雇用前バックグラウンド調査とドラッグテス 

ト・コンプライアンス」と「訴訟を避けるための採用手続きと人事プ 

ロセス」について解説していただく。 

②スポーツ委員会（吉松雅敏正会員／藤井一彦スポーツ委員長代理） 

＊第543回テキサス会「United 杯」開催について 

既に商工会事務局から連絡のとおり、来る9月23日（日）に第543 
回テキサス会「United杯」を開催する。なお、先に商工会事務所 

から発信した案内状に“Southwyck Golf Club”での開催と記され 

ていたが、“Tour 18 Golf Club”が正しい開催場所となる。担当者 

の携帯番号と開催場所について、商工会事務所から発信した訂 

正連絡メールで再確認いただくとともに、賞品提供についても併 

せて協力をいただきたい。 

７．事務局連絡事項（ライブロック祐子事務局長） 

①会員消息 

正個人会員入会8社（12名）、正個人会員退会5社（9名）、常任委 

員新旧交代2社、連絡先変更連絡1社の連絡（詳細は別項「会員 

消息」欄参照）。 

②正団体会員入会申請 ＜9月度理事委員会承認事項＞ 

申請企業名：IHI E&C International Corporation 
申請者：古見嘉夫氏 

登録希望会員数：1名 

登録希望部会：エネルギー部会 

③新年度年間会議・行事予定について 

10月から開始される新年度の年間会議・行事予定表（別紙）の説 

明。新年度開始早々に最終決定版を配布のうえ、商工会ホーム 

ページに掲載するので確認をお願いしたい。 

④2012‐2013版商工会会員名簿改訂作業の協力依頼について 

11月の感謝祭休暇前に会員名簿改訂作業を完了することを目標 

に、既に改訂作業の前準備を開始している。10月早々に最新の 

会員情報提供の協力依頼をする予定。  

８．ヒューストン日米協会Gala Party開催について 

（直木純二郎特命理事・坂下ミワ様） 

直木特命理事より今年度の日米協会Gala Partyの担当責任者である坂下

ミワ様の紹介があり、坂下様から同Party開催の趣旨、日程などの説明と

テーブル購入の支援依頼があった。 

開催日時：2012年11月10日（土）17:30～ 

開催場所：Omni Hotel（4 Riverway, Houston, TX 77057） 

支援内容：テーブル購入、Host Committee登録、個人参加など 

（その他詳細については、下記リンク先参照 

   http://jashouston.com/en/7-jash-programs/39-jash-gala）  
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このぺージのmusic欄にThe Go-Go’sとあったの

が目に留まりました。懐かしいですね。調べてみると

80年代初めにヒットしていたころとメンバーは同じ。

ベリンダ・カーライルもちゃんとグループに残ってい

るようです。 

music 欄で他に知っている名前を探したら、

Toyotaとベートーベンとブラームスとベルリオーズを

いれて8つでした。知っている名前だと活動している

のを知るだけでも楽しいものです。 

読者の皆様はこのぺージにどんな感想をお持ち

でしょうか？ お知り合いに編集委員がいたら教えて

あげてください。                         （市川真） 

 在任期間中（約5年半）は大変お世話になりまし

た。久しぶりの東京ライフを ENJOY するはずが

ヒューストンライフを懐かしがってばかりいる今日こ

の頃。あそこのタコス、肉厚ハンバーガーが食べた

い。。。あの炎天下でのソフトボールの練習がした

い。。。最高でした、ヒューストンライフは。皆様に感

謝です。それでは、再見！               （稲森太郎） 

 「ある日～森の中～クマさんに～出会ぁた～」と、

実際はこんな呑気なものではありません！今年の夏

休み、夫婦で旅行先の山道をハイキング中、熊に

遭遇しました。結構大きく、トレイル上を正面から3m
程まで近づいて来た時は生きた心地がしませんで

したが、対処策の事前学習が功を奏し無事生還。

危うく「食ぅすとん」の記事に穴を開けるところでし

た。今年の夏の一番の思い出（？）です。 

 大好きな夏が終わる・・・・。    (Shinji Murakami） 
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 ヒューストン日本商工会とジェトロ・ヒューストンは、7月26日（木）、米国で活躍する二人の日本人弁護士を講師に

迎え、「『米国訴訟における和解交渉』および『米国就労ビザの傾向と対策』」と題するセミナーを開催しました。 
 米国において日本企業を相手とする訴訟は依然として多発しており、その訴訟の対応に苦慮するケースも多く

見られます。ダラス、ニューヨーク、東京を拠点とし、主に日系企業に対し、訴訟業務、会社法や知的財産権に関

連する法務などのサービスを提供する大橋&ホーン弁護士事務所の大橋弘昌弁護士は、具体的事例を挙げなが

ら米国における訴訟の流れをわかりやすく説明し、最も一般的なプラクティスである和解調停において交渉を有利

に進めるポイントなどを教えて下さいました。 
続いて、世界最大の移民法法律事務所、フラゴメン・デルレイ・バーンセン＆ローウィー法律事務所の日本企業

グループ責任者として、数多くの日系企業の査証申請に携わる荒木信太郎弁護士より、米国就労ビザにかかわる

最近の傾向と対策についてお話頂きました。米国就労ビザについては最近審査が厳しくなる傾向にあり、日系企

業の円滑なビジネス活動に影響を及ぼしています。荒木弁護士は、日系企業に最も一般的なビザを中心に、申請

のポイントや注意点を丁寧に説明して下さいました。 
以下、講演の概要をご紹介します。 

ライブ音楽 

(Metal, Rock & Pop) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-629-3700 
Sept. 15, 12pm: Rockstar Energy Drink Uproar Festival 
Sept. 29, 7:30pm: Florence & The Machine 
Oct. 11, 7:30pm: GOTYE 
Oct. 12, 7:30pm: GOTYE 
House of Blues Houston 888-402-5837 
Sept. 16, 4pm: Ethan Bortmik 
Sept. 16, 8pm: Rockie Fresh 
Sept. 18, 7:30pm: Owl City 
Sept. 19, 8pm: Beach House 
Sept. 20, 8pm: Citizen Cope 
Sept. 21, 8pm: Ron Pope 
Sept. 21, 9pm: The Psychedelic Furs 
Sept. 22, 9pm: The Ruby Revue Burlesque Show 
Sept. 24, 8pm: The Go-Go’s 
Sept. 26, 9pm: 2 Chainz 
Sept. 27, 8pm: My Life With The Thrill Kill Kult 
Sept. 27, 9pm: Dark Star Orchestra 
Sept. 28, 9pm: Cowboy Mouth 
Sept. 29, 7:30pm: Circa Survive 
Sept. 29, 8:30pm: Red Wanting Blue 
Oct. 2, 7pm: All American Rejects/Boys Like Girls 
Oct. 5, 9pm: Who’s Bad 
Oct. 6, 9pm: Scoremore presents Big K.R.I.T 
Oct. 7, 8pm: FLOBOTS with special quest Astronautalis 
Oct. 9, 9:30pm: Garbage 
Oct. 10, 8pm: The Shins 
Oct. 11, 8pm: Trampled by Turtles 
Oct. 11, 9pm: Grouplove 
Oct. 12, 9:30pm: Andrew Bird 
Oct. 13, 9pm: Two Door Cinema Club 
Oct. 15, 8pm: Metric 
Oct. 15, 9pm: Father John Misty with La Sera and 
Jeffertitti’s Nile 
Oct. 18, 9:30pm: Matt Wertz 
Oct. 19, 9pm: Matt & Kim 
Oct. 23, 9pm: Rodriguez 
Oct. 25, 8pm: Galactic & JJ Grey and Mofro 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Sept. 20, 7pm: Rise Against with The Gaslight Anthem 
and Hot Water Music 
Sept. 21, 8:30pm: Fiona Apple 
Oct. 15, 8pm : Rufus Wainright   
Oct. 27, 8:30pm : Ian Anderson   
Oct. 30, 8pm : The Script    
Toyota Center 713-758-7200 
Oct. 20, 7:30pm: Red Hot Chili Peppers 
Oct. 24 & 25, 8pm: Madonna 
Oct. 30, 7pm: Justin Bieber 
Reliant Park 800-745-3000 
Oct. 30, 7pm: Twins of Evil Tour 
(Soul, R&B & Jazz) 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Oct. 20, 8pm : Norah Jones   
(Classic) 
Jones Hall 713-224-7575 
Sept. 15, 16, 20, 22, 23, 28, 29, 30 8pm: Best of Brahms 
Oct. 5&6, 8pm: 7, 7:30pm: Wicked Divas  
Oct. 18& 20, 8pm: Lang Lang Plays Beethoven  
Oct. 21, 2:30pm: Lang Lang Plays Beethoven  
Oct. 25&27, 8pm: 26, 7:30pm: 28, 2:30pm:   
                 Berlioz’ Symphonie fantastique  
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-629-3700 
Sept. 21, 8pm: Evening with Brahms 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Sept. 22, 7:30pm: Il Volo  
Miller Outdoor Theatre 832-487-7102 
Sept. 22, 7:30pm: Salsa Y Salud 
(Latin) 
Toyota Center 713-758-7200 
Oct. 26, 8pm: Vicente Fernandez 
(Country and Folk) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-629-3700 
Oct. 26, 7pm: Jason Aldean 
Toyota Center 713-758-7200 
Sept.21, 7:30pm: Eric Church 

(Children/Family) 
The Cynthia Woods Mitchell Pavilion 713-629-3700 
Oct. 12, 7:30pm: Hocus Pocus Pops 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Sept. 30, 8pm & 5pm: Imagination Movers   
(Dance/ Electric) 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Sept. 23, 8pm: Pretty Lights  
(Rap/ Hiphop) 
Bayou Music Center 713-230-1666 
Oct. 13, 8pm: Mac Miller   

Alley Theatre (615 Texas Avenue) 713-220-5700 
www.alleytheatre.org 
November (~Sept. 23) 
Death of a Salesman (Sept. 28~Oct. 28) 
Hobby Center (800 Bagby) 800-952-6560 
www.thehobbycenter.org 
Disney’s Beauty and the Beast (Sept. 25~30) 
Jekyll & Hyde (Oct. 9~21) 
Theatre Suburbia (4106 Way Out West Dr) 713-682-3525 
www.theatresuburbia.org 
Getting Sara Married (Sept. 14~Oct. 13) 
Main Street Theater – Chelsea Market (4617 Montrose 
Boulevard) 713-524-6706 www.mainstreettheater.com  
Life Is a Dream (Sept. 20~Oct. 21) 
Duck for President (Sept. 26~Oct. 26) 
Playhouse 1960 (6814 Gant Road) 281-587-8243 
www.ph1960.com 
Lend Me a Tenor (Oct. 5~27) 
Stages Repertory Theatre (3202 Allen Parkway, Suite 
101) 713-527-0220 www.stagestheatre.com 
2 Pianos 4 Hands (~Oct. 28) 

<The Museum of Fine Arts Houston>  
(visitorservices@mfah.org www.mfah.org 木曜Free) 
@Audrey Jones Beck Building 
*The Art of Exaggerarion  ~Sep.23 
*Constructed  Dialogues:  Concrete,  Geometric,  and 
Kinetic Art from the Latin American Art Collection 
  from Sep.16 
*W. Eugene Smith and James Nachtwey from Oct.14 
*American made: 250 years of American Art  at  the 
Museum of Fine Arts, Houston  ~Jan1 2013 
@Caroline Weiss Law Building  
*Unrivalled  Splendor:  The  Kimiko and John Powers 
Collection of Japanese Art ~Sep23 
*Scandinavian Design  from Aug.26 
*Public Dress ~Oct 8 
@Glassell School of Art       
*There is no archive in which nothing gets lost  ~Nov.25  
<Contemporary Arts Museum Houston> 
(5216 Montrose Blvd  www.camh.org 入場無料) 
*Perspectives  179 Alvin  Baltrop:  Dreams  Into  Glass 
~Oct.21 
*Jane Alexander: (Surveys)  ~Nov.4 
<Houston Museum of Natural Science> 
(One Hermann Circle Drive  www.hmns.org) 
*Titanic. The Artifact Exhibition  ~Sept23 
*Crystals Transformed Through Vision & Skill 
<The Menil Collection> 
(1515 Sul Ross 713-525-9400 http://www.menil.org 入
場無料 Open: Wed-Sun 11:00am-7:00pm) 
*Silence ~Oct.21 
*Dear John & Dominique: Letters and Drawings from the 
Menil Archives  from Aug.10 
*Class Oldenburg: Strange Eggs  From Sep. 20 ~Feb.3 
2013 

MLB/Houston Astros @ Minute Maid Park (http://
houston.astros.mlb.com) 
Sept.15 (Sat) 6:05pm Philadelphia Phillies 
Sept.16 (Sun) 1:05pm Philadelphia Phillies 
Sept.21 (Fri) 7:05pm Pittsburgh Pirates 
Sept.22 (Sat) 6:05pm Pittsburgh Pirates 
Sept.23 (Sun) 1:05pm Pittsburgh Pirates 
Sept.24-26(M-W) 7:05pm St. Louis Cardinals 
NFL/Houston Texans @ Reliant Stadium (http://
www.houstontexans.com) 

Sept.30 (Sun) 12:00pm Tennessee Titans 
Oct.14 (Sun) 7:20pm Green Bay Packers 
Oct. 21 (Sun) 12:00pm Baltimore Ravens 

Sept. 15,16  Houston Hot Sauce Festival @ 
Stafford Center (10505 Cash Rd. 77477)the sampling 
of fiery food products.  Admission $5 / 12 and under 
Free  See: http://www.houstonhotsauce.com/ 
Sept. 29-30 LONGHORN ROD RUN @ Spring 
TX.  Antique Cars & Historic Attractions http://
www.oldtownspring.com/longhorn_rodrun.htm 
Sept. 28-Oct 21: State Fair of Texas (Fair park in 
Dallas, TX)  www.bigtex.com 
Oct. 4-7 Greek Festival @ (3511 Yoakum 
Boulevard 77006) $5 (adults). 12 and under free. 
Pre-sale$18.00 - Includes admission and dinner plate  
http://www.greekfestival.org/about.html 
Oct. 13-14 Katy Rice Harvest Festival @ Historic 
downtown Katy. Live entertainment, craft and food 
booths, carnival.  http://riceharvestfestival.org/ 
Oct. 14-15 Cajun Catfish Festival @ Downtown 
Conroe.  $10 (adult) and free age under 12 http://
www.conroecajuncatfishfestival.com/ 
Oct. 11-14 Italian Festival @University of St. 
Thomas http://www.houstonitalianfestival.com/ 
Oct. 6-Nov. 25 Texas Renaissance Festival in 
Plantersville テキサスにいながらルネッサンス時代

にタイムトリップしてみませんか？前売り券： $40 
Family 4-Pack (2) Adult tickets and (2) Kids.  当日：

大人＄25、子供＄12 詳しくはこちらのサイトまで
http://www.texrenfest.com/home.html 

劇・エンターテインメント 

美術 

スポーツ 

その他のイベント 

「米国訴訟における和解交渉」 および 「米国就労ビザの傾向と対策」  

～ヒューストン日本商工会・ジェトロ共催セミナー～ 

＜米国訴訟における和解交渉＞ （大橋昌弁護士） 

 米国における訴訟の流れは、訴状の提出か

ら審理（トライアル）まで長いプロセスを経る。

まず、訴状が提出された後、当該裁判所の管

轄に属さない場合や訴状の送達に瑕疵があ

る 場 合 に は 訴 え の 却 下 の 申 立（Filing  of 
Motion to Dismiss）をすることができる。訴状

は送達される方法も重要。よくある例として、

日本の親会社に対する訴状を米国子会社に

送ってくることがあるが、これは正式な送達とし

て認められないため、子会社は訴訟が成立し

ない旨、却下の申立ができる。訴えの内容にはいろいろあるが、最も一般

的なのは「不法過失（Negligence）」、「厳格責任（Strict Liability）」や「保証

違反（Breach of Warranty）」などである。訴訟が成立した場合には、被告側

は期限内に答弁書を提出する。 
 次に、米国の訴訟では審理に入る前に、裁判で使う証拠の内容を確認し

あう「ディスカバリー」という手続きがある。ここでは、質問書への回答やイン

タビューによる宣誓供述（ディポジション）のほかに、争っている内容に関連

する書類の提出が要求される。この書類には契約書だけでなく、Eメールの

やり取り等も含まれるため、Eメールには注意が必要である。証拠が揃うと、

事実を争わない場合や、事実であったとしても訴えの内容が時効にかかっ

て い る 場 合 な ど は 裁 判 所 に よる「事 実 審 理 を経 な い 判 決（Summary 
Judgment）」を申し立てることができる。さらに陪審員による事実審理に進む

前には、裁判所から「調停（Mediation）」により和解の道を探ることが勧めら

れる。米国の訴訟でトライアルまで進むのは1%未満で、ほとんどのケース

は和解により決着がつけられる。 
 和解交渉にはいくつかの鉄則がある。第一に、（賠償を要求される側であ

れば）低い金額から提示すること、第二に、なるべく先方に自分側に来ても

らうなどして、相手に時間を使わせること、第三に、譲歩するときには徐々

に譲歩の幅を狭くし、「これが最後の譲歩」と思わせること、第四に、権限を

持たないで和解交渉に臨むこと。日本企業であれば「本社に権限がある」と

言うことも可能である。第五に、時には相手に賛成しながら交渉を有利に導

くことである。 
 和解調停はどのタイミングでも行うことができる。例え訴訟を起こされる前

でも、私的な調停により和解し、訴訟によるコストを省くこともできる。交渉の

成否により最後の局面での価値が大きく変わることもあり、粘り強さがカギと

なる。 

＜アメリカ就労ビザに関するコンプライアンスと、就労ビザ申請審査の傾向

と対策＞ （荒木信太郎弁護士） 

 米国移民法の特徴は、法律自体は変わらない

が、その解釈や考え方といったさじ加減が頻繁に

変わることである。ここ一年間の主な変化を見てみ

ると、まず、不法移民対策に無策な連邦政府に業

を煮やした州政府が、自ら積極的に取締りを行うよ

うになった。アラバマ州やアリゾナ州では、スピード

違反など他の法令執行を行う警察官が、在留資格

を確認することができる。アラバマ州では日系企業

関係者が逮捕されるケースも起きている。次に、L-
1Bビザ（企業内転勤・専門職ビザ）の審査が厳格化

しており、申請の3割近くが却下され、追加資料要請を受ける比率も6割を超

えている。さらにLビザ発給に関する国務省ルールが改定され、日本人の場

合は原則として5年のビザが発給されることになったことなどが挙げられる。 
 査証発給審査が厳格化される中、申請にあたっては非常に細かい内容の

情報提出が求められることに留意すべきである。管理職のためのL1-Aビザで

あれば、管理業務に専念できる環境であるかを確認するために、会社の組織

図や部下の業務内容、給料、学歴といった情報までが求められることもある。

L1-Bであれば専門性の高さ、社内における専門知識の希少価値などを証明

できなくてはならない。次にEビザ（貿易・投資ビザ）の場合は、やはり管理職

か専門職の二種類で、Lビザ同様、それを証明する情報が求められる。特に

専門職は、申請者が米国法人にとって必要不可欠な特殊技能を持っている

ことが重要であり、その専門性は「日本語に堪能」というだけでは不十分であ

る。また、現地化に努めることが前提のため、そのポジションを恒久的に外国

人が占める場合には理由の説明が必要である。どのビザを申請するかを決め

るにあたっては、Eビザ取得にあたっては企業毎に発給数に制限があるとか、

Eビザ保持者の後任はEビザ保持者でなければならないとか、EビザはLビザよ

り格が上である等という、日本企業だけが信じる「神話」にとらわれることなく、

その人の状況や技能に最も適した種類のビザを選ぶべきである。 
 米国政府はビザ申請審査だけにとどまらず、様々なところで取締りを強化し

ている。基本的だが重要なものとしてI-9（従業員就労資格確認書）のコンプラ

イアンスがあり、当局は最近頻繁に監査を行っている。違反に対する罰金は

少額だが、世間体、評判に大きなダメージを与えるものであり、記入漏れや更

新忘れには注意したい。また、就労資格を確認するため連邦政府が管理し企

業に登録を奨励するE Verifyというデータベース・システムもあり、州によって

は外国人管理にこのシステムの利用を義務付けているところもある。 
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