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・この夏、
ノース・テキサスは異常気象でした

参加者の声

・テキサス州の旗「ローンスター」

第 回ノース・テキサス大会最新情報

・テキサスは大統領の名産地？

ジョン万 次 郎 生 誕の地で新たな 交 流が生 まれました

第

テキサス豆知識

速
報

住所：東京都千代田区麹町2-12-18 グランアクス麹町602
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速報 第22回ノース・テキサス大会最新情報

2012 年の日米草の根交流サミット大会は

「ノース・テキサス」で開催 !

※第 22 回大会は、ダラス・フォートワース大会から「ノース・テキサス大会」に名称を変更しました。

ス市
ォートワー
ダラス、フ
！
催
開
に
を中心

来年の草の根サミット大会の日程が決定！！

テキサス州

第 22 回目の日米草の根交流サミット大会は、来年 8 月末、少しテキサスが涼しくなりかけた
頃に、ダラス市、フォートワース市を中心としたテキサス州の北部（ノース・テキサス）で
開催されます。ここでは、テキサス州、またダラスやフォートワースの側面をご紹介します。

日程表予定
8/28( 火 )

成田出発
ダラス・フォートワース空港着
＜フォートワース泊＞

8/29( 水 )

オプショナル・ローカルツアー
オープニング・セレモニー
▼ ウェルカム・パーティー
▼
▼

＜フォートワース泊＞

8/30( 木 )

▼

地域分科会

＜ホームステイ＞

8/31( 金 )

▼

地域分科会

＜ホームステイ＞

9/ 1 ( 土 )

▼

地域分科会

フォートワース
大会のオープニングは、フォートワース市で開催予定です。あまり日本で
はなじみのない地名ですが、ダラスとともにツイン・シティ（双子の市）
と呼ばれています。フォートワースは、可愛らしい「ダウンタウン」
（中心街）
と、西部劇のような「ストックヤード」地区、そして美術館と博物館の地
域である「カルチュラル・ディストリクト」の 3 つの地域に大きくに分け
ることができます。

● ダウンタウン
あまり広くはないので歩くこともできますが、無料のトロリーバス「モ
リー・ザ・トロリー」（モリーは牛のこと）という周遊バスが出ています。
ダウンタウンの中心は「サンダンススクエア」と呼ばれる区域で、ここに
は可愛らしいショップやレストランが並んでいます。

＜ホームステイ＞

9/ 2 ( 日 )

▼

クロージング・セレモニー

＜ダラス泊＞

9/ 3 ( 月 )

ダラス・フォートワース空港出発
＊または、オプショナルプログラムで各地へ移動

9/ 4 ( 火 )

成田着
モリー・ザ・トロリーのロゴ

フォートワースのダウンタウン中心部に位置するヒルトン・ホテルは、ジョン・F・ケネディ
大統領が夫人とともに最後の夜を過ごした歴史あるホテル。ホテル横の広場で演説も行
いました。ヒルトンをチェックアウトしたその日、ダラスで銃弾に倒れます。サミット
大会の初日と 2 日目の夜は、現在は国から歴史建造物として指定されているこのホテル
に宿泊予定です。

ヒルトンホテル
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速報 第22回ノース・テキサス大会最新情報
● ストックヤードで行います！

グは・・・

ダウンタウンから 15 分ほど車で

ニン
大会のオープ

走ると「ストックヤード」という
地域です。かつては、家畜の取引
が行われていた場所ですが、今は
西部劇に出てくるような「昔のア
メリカ」を見ることができ、カウ・
ボーイ、カウ・ガールに出会えま
す。週末には、カウタウン・コロ
シアムで本格的なロデオが開催さ

ストックヤードのカウボーイ、カウガール達

れます。他にも、カウボーイの殿
堂博物館、ショップやレストランが並ぶストックヤードステーションなど、
歩くだけでも楽しい場所。毎日、午前と午後に1 回ずつ、「キャトル・ドラ
イブ」という牛のパレードもあります。カウボーイハットやウェスタンブー
ツのお店のウィンドウ・ショッピングもお勧めです。
サミット大会のオープニング・セレモニーとレセプションは、このストック
板
ヤードの案内

ヤードで開催予定です。昔のアメリカの雰囲気にたっぷり浸ってください。

ストック

● カルチュラル・ディストリクト
アート好きな人にとってもフォートワースは魅力的なところ。最近はダラスもアー
トに力を入れており、すばらしい美術館やオペラハウスがありますが、歴史的には
フォートワースの方が厚みがあります。
近代美術が好きな人には、「フォートワース近代美術館」をぜひ訪れて欲しいと思
フォートワース近代美術館

います。建物は日本の建築家・安藤忠雄氏による斬新なデザインで、モダンなアー
トにぴったりと寄り添っています。建物によってアートが 2 倍にも 3 倍にも生かさ
れていると感じることでしょう。他にも、エイモン・カーター美術館、キンベル美
術館など、いくつもの美術館巡りが楽しめます。

ダラス
ダラスといえば、ケネディ大統領が暗殺された場所としてあまりにも有名
です。1963 年 11 月 22 日、初めての衛星生中継の電波に乗ったダラスの街
かどで、この惨劇は起きました。以来、
「City of hate（憎しみの街）
」とも呼
ばれるようになり、ダラス市民にとっては恨めしくも悲しい歴史を背負い
こむことになりました。日本人は、
「ダラスと言えば、ケネディ暗殺で有名
よね」と簡単に言いますが、ダラス市民にとっては胸が痛むフレーズです。
そうはいっても、ダラスの「シックスス・フロア」は、ぜひとも行くべき
ところです。大統領の狙撃犯が忍び込んだ教科書倉庫を博物館に改造した

博物館の展示

ものです。この建物の６階から大統領は撃たれました。日本語の音声ガイ
ドがあるので、大統領の軌跡をよく学ぶことができます。
一方、もちろんダラスは違う側面をたくさんもち合わせています。

大統領を狙

撃した窓

その一つはアート。アート・ディストリクト地域では、徒歩でダラス美術館、クロウ・アジア美術館、
ネイシャー彫刻センター等、いくつもの美術館を巡ることができます。
もうひとつはビジネス。テキサスは石油、ガスの一大産地。そのため石油化学工業が発達してきましたが、現在ではエレクトロニ
クス産業も盛んです。また、連邦準備銀行は全米に12 ありますが、その一つは金融都市でもあるダラスに置かれています。アメリ
カ全体が不況に苦しむ中、テキサスは人口が増加中で、街のあちらこちらで建設が進んでいます。その活気ある経済の中心にダラ
スがあるといっていいでしょう。
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特集 高知大会 開催報告

第21回日米草の根交流サミット

高 知 大 会
開 催 報 告

オープニングセレモニー

ジョン万次郎の生誕地、高知県で初めて開催された第21回日米草の根交流サミット・高知大会は、
土佐のおもてなしの心と郷土への誇りを十二分に実感した熱い大会となりました。

ール
大会スケジュ
6/28（火）

参加

ボランティアによる出迎え。

米国からの参加者数: 95名

羽田空港から高知龍馬空港へ移動。

式典等への参加者数：

＜高知新阪急ホテル＞

6/29（水）

大会データ

参加者・成田空港到着。

・オープニング・セレモニー

成田空港

での出迎

え

700名

・オープニング・レセプション 200名
・クロージング・セレモニー

桂浜散策後、一路土佐清水市へ。

日本人サミット同窓会 参加者数: 50名

セレモニー出席。
足摺岬、金剛福寺見学後、オープニング・

300名

※ 参 加 総 人 数 ： ア メ リ カ 人 参 加 者 、ホ ス ト フ ァ ミ リ ー 、
ボランティア、地域ボランティア、実行委員、寄付者等

レセプションに参加。
＜足摺パシフィックホテル花椿、足摺国際ホテル＞

6/30（木）
〜7/2（土）

地域分科会へ出発

7/3（日）

各地域分科会から牧野植物園へ集合。

＜ホームステイ＞

クロージング・セレモニーに参加。

レモニー後
オープニングセ
38 番札所
第
る
「足摺岬にあ
」
口
入
寺
福
金剛

よさこいワークショップ後、オプショナル・プログラム
で三翠園の「皿鉢料理体験」

オープ
ニング
セレモ
「足摺
ニー後
岬のジ
ョン万
ともに
次郎像
」
と

＜高知新阪急ホテル＞

7/4（月）

数

2,29
5名

同窓会参加者と合流、バスに分乗。
土佐清水市民文化会館でのオープニング・

者総

成田、関西空港へ向けて出発、または
オプショナル・プログラムへ参加
同窓

」

一杯！

グッと

盃で
会「大
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特集 高知大会 開催報告

草の根交流サミット同窓会 in 高知大会
第2回目となる「草の根交流サミット同窓会」は、初日に岡内啓明氏（高知県観光コ
ンベンション協会会長）による「高知の歴史・魅力紹介」
と
「ジョン万次郎について」
平野貞夫氏（CIE評議員、ジョン万次郎研究家）から記念講話をいただき、ジョン万

ご講話いただいた高知県観光
コンベンション協会会長岡内
啓明会長（左）といっしょに

平野氏による講話

万次郎生家に向け出発

中浜のジョン万次郎生家で
説明を受ける同窓会メンバー

次郎の故郷である高知の歴史と文化を学びつつ、過去のサミット大会参加者、こ
れからの参加を考えている方、海外からのゲスト、CIE役員を交え、
「庄や」さんの料
理に舌鼓を打ちながら、大いに交流を深めました。
翌日は、アメリカからの参加者と合流して土佐清水へ向かい、オープニングセレモ
ニーとレセプションに参加。最終日はジョン万次郎資料館を訪問・見学後、高知龍
馬空港で解散し、中身の濃い会となりました。

同窓会参加者の声

土佐清水までのバスの旅

●

講話をとおしてジョン万次郎や高知県人のエッセン

スが伝わりました。

4台のバスに分乗し、桂浜を散策。豊かな海と川と山に囲まれた高知の自然をバス
のなかから楽しみました。途中の道の駅のビオス大方で初の「かつおのたたき」定
食、ネストウエストガーデン土佐でもハーブの効いたランチを楽しみました。

●

ジョン万次郎の生地の足跡をたどり、土佐人の温かく

細やかなおもてなしに感激し、170年のタイムトリップ
ができました。
●

日本人同士また米国人参加者との再会、出会いの機

会でもあるのでこれからも続けて欲しい。

ネスト

同窓会
ーズ！」
ル前でハイチ
「足摺のホテ

ウエス

トでの

ランチ

オープニング・セレモニー in 土佐清水
足摺岬小学校の児童のみなさん

サンフランシスコ空港での突然のフライトキャンセルにより、関西空港を経由して高知に到着する予定だった約20名は、20時間以上か
けて土佐清水に到着し、なんとか無事にオープニング・セレモニーに参加することができました。渭南病院の有志によるあしずり踊りを
皮切りに700名の来場者を迎え、足摺岬小学校児童による舟歌と太鼓、中浜獅子舞保存会による獅子舞が披露され、土佐清水の子ども
たちからホイットフィールド船長のご子孫に、救出のお礼の記念品である大漁旗が手渡されました。恒例の地球儀交換の後に龍馬伝承
会による紙芝居DVD「ジョン万次郎物語」英語翻訳版が上映されました。

キルトパッチワーク展

帆船の展示

渡邊 泰造 CIE 理事長

ドキドキの受付風景

紙芝居DVD・ジョン万次郎物語

杉村 章夫
土佐清水市長

ビル・ファレル
CIE-US理事

お茶のコーナー

マシュー・ペリー
ペリー提督ご子孫

渭南病院有志によるあしずり踊り

中浜獅子舞保存会

左から中村 文、中濱 京、中村 明日香
ジョン万次郎ご子孫

70枚を超えるキルトの贈呈

ボブさんから明日香さんへ
地球儀の交換
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特集 高知大会 開催報告

東日本大震災、被災地からの報告

被災地域の支援として、松島にお越しください。
オープニング・セレモニーでは、2009 年の日米草の根交流サミットみやぎ大会副実行委
員長であり、社団法人松島観光協会会長の佐藤久一郎氏から「東日本大震災、被災地か
らの報告」としてメッセージをいただきました。その内容を要約してご紹介します。
「宮城県南三陸町の防災庁舎 3 階屋上からの写真です。40 人がこの屋上に避難しましたが、生き残った
3 階建の屋上まで水が迫り、この後 2m ほど上昇

のは町長はじめ 10 人でした。津波は何度も押し寄せ翌日夕方まで水は引きませんでした。そして瓦礫
だけが残されました。
私は 1613 年 9 月日本からヨーロッパに向けて初めて外交使節団をローマ・バチカンに派遣した仙台藩
主伊達政宗公の歴史を伝える歴史館を日本三景松島で経営しています。
東日本大震災に際しまして、暖かいお見舞いや励ましをいただき誠にありがとうございました。
一昨年での宮城大会では、松島で開会式を行い、南三陸町でもホームステイをしていただきました。

津波は何度も押し寄せ、翌日夕方まで水は引かなかった

3 月 11 日は仙台市内におり、近くの中学校に避難後 13 日の朝、友人の車で自宅のある南三陸町志津川
に向かいました。道路は寸断され、山道を経由したどり着いた町は壊滅状態で瓦礫の中を歩き回りまし
た。我が家は土蔵も含め跡形もなく消えていました。しかし家族全員が無事であった事が何よりでした。
14 日に松島に入ると、ヘドロと瓦礫が散乱してはいますが沿岸市町とは異なり、島々のおかけで奇跡的
に 1m 程の浸水被害に止まり、建物の流出被害はありませんでした。1,200 人の観光客が誰一人怪我も
なく無事にお帰りいただいたことは幸いでした。全国から駆け付けてくれたボランティアの方々が労を
惜しまず泥だらけになって黙々とヘドロと戦っている姿に頭が下がりました。
松島はゴールデンウィーク前までに観光客をお迎えできるまで復旧しました。観光は農業や漁業で生産

避難所になった中学校体育館。余震が続き、電気・
水道・ガス・鉄道・信号等のインフラがストップ

された食材を提供し、文化や生活を体験してもらう産業です。被災した地域への支援の一環として、松
島に是非お越しいただき、現地をご覧いただくとともに地
域の物産をお買い求めください。
壊滅状態の南三陸町では避難所から仮設住宅に移り、これ
から新しい街づくりが始まります。10 年以上かかると思い
ますが、必ずあの美しいふるさとを取り戻します。志津川
と松島を往復しながら、皆様から寄せられた温かい励まし

伊達政宗歴史館の１階ろう人形の偉人コーナーは
ヘドロの海に

を糧として元気に頑張ってまいります。末永くご支援いた
だきますようお願いします。」

松島の五大堂

ル花椿

フィックホテ
オープニング・レセプション in 足摺パシ
会場を足摺に移して、オープニング・レ セプションが賑やかに
催されました。土佐清水青年会議所のみなさんによる「たこや
き」やウェルカムジョン万の会特 製の「万次郎かぼちゃのスー
プ」に「創 作寿司」、そして「活作り」と 目移りしてしまうご
ちそうが所 狭しと並べられ、唄あり、踊りありの熱気あふれる
時間 となりました。

郎さん

土佐清水商工会議所会
頭の音頭に
よる鏡開き

参加者の声

ン万次
“ かわいい ” ジョ
も大人気！

ルーニーさんの美声

スン

踊りレッ

しばてん

手づくりの

お料理が盛

りだくさん

●

足摺おどりは幻想的で美しく、土佐清水の小学生の一生懸命な唄と踊りはとても素晴らしいものでした。
（M さん・男性）

●

ジョン万次郎、ホイットフィールド船長、
そしてペリー提督のご子孫がこの土佐清水の地を踏まれたことに歴史のつながりを感じました。
（K さん・女性）
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地域分科会−ホームステイ・プログラム
6 月 30 日午前、参加者は足摺を後にして地域分科会に出発。13 の地域の分科会に分かれ、ホームステイをしながら現地の方々と交流
を深めました。
（カッコの中はホームステイした参加者数です）

9 10 越知町・佐川町 (5)

7 高知市 B(6)

6 高知市 A(4)

8 高知市 C(6)

14 高知市 D(12)

11 中土佐町・大野見 (5)

5 南国市 (8)

4 香南市 (5)

6 7 8 14
5
9
10

3
4

2
1

11

12 中土佐町・久礼 (3)

3 香美市 (3)

12

13

1 奈半利町 (6)

2 安芸市 (5)

13 土佐清水市 (16)

デール・イケダ氏による講演
7 月 1 日（金）高知大学のカフェテリアでの昼食会の後、高知大学人文学部、高
知大学国際・地域連携センター国際連携部門の共催で「強制収容と戦後補償をめ
ぐる日系アメリカ人の物語」と題して、サミット大会参加者のデール・イケダ氏（フ
レスノ郡高等裁判所判事、フレスノ・高知姉妹都市委員会共同代表、日系アメリ
カ市民連盟中部カリフォルニア地区委員会委員長）が学生と一般の方約 100 名を
前に講演を行いました。
デールさんのご両親と長兄の体験を通じて、強制収容所の過酷な状況や日系人の歴史、
戦後補償に向けての動きを丁寧にお話いただきました。
講演後は高知大学が所蔵しているジョン万次郎『英米対話捷径』(1859 年版 )、『百科
全書（初版本）』（1751 年版 ) を奥様のデボラさんとともに見学されました。

デール・イケダ氏講演
「高知大学のみなさんと」
（中央がデール夫妻）
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クロージング・セレモニー

会場は満員御礼

地域分科会終了日、7月3日午後3時から五台山にある 県

尾﨑正直
高知県知事

北代淳二
CIE 評議員

ピーター・グリーリ
CIE―US 理事

橋井昭六
高知サミット大会
実行委員会会長

立牧野植物園 にホストファミリーやキーパーソンの方々
を交えてクロージング・セレモニーを開催しました。高知
大会実行委員会名誉会長の尾﨑正直高知県知事を迎え、
分科会をふりかえった後には、高知とカリフォルニアでス
ズキ・メソード音楽教室に通う子どもたちによる演奏があり
ました。そのなかにはジョン万次郎が初めて日本に伝えた
「ABC の歌」(キラキラ 星)も演奏されました。

米の生徒たち よさこいおもてなし
隊「いちむじん
ド音楽教室の日
」
スズキ・メソー

最後に、第 22 回 ノース・テキサス大会開催地のダラス・
フォートワースからの呼びかけのあとは、
よさこいおもてなし
隊「いちむじん」による
「よさこいワークショップ」が行われま
した。また、
この日の夜の「皿鉢料理」のオプショナル・ディナ
ーには60名が参加。美味しい料理とよさこい踊り、分科会の
報告でおおいに盛り上がりました。

大勢のホストファ

ミリーに見送られ

て

う！

また会いましょ

グラム

ポスト・サミット・オプショナル・プロ

大会終了翌日の7月4日からは、4つのオプショナル・プログラムを開催。東京、大阪でのフリープランのほか、京都ホームステイプラン、内
子町~道後温泉~宮島~広島平和記念公園と京都を訪問するツアーで、
さらに交流を深めました。

松山城の前で

参加者の声

京都のホストファミリーといっしょに

京都駅の売店で

●

高知大会での経験と出会った人たちは、いつも心の中の宝物です。
（Gさん・女性）

●

サミットには他では味わえない強烈で忘れられない経験がいっぱいです（Gさん・男性）

新幹線で京都まで！
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参 加 者 の 声
日本 - 僕の人生を変えた体験

ブラディ・ハンソンさん ( ニューメキシコ )

僕にとって今回が初めての海外旅行そして来日でした。小さい頃から日本に行くことが夢だった僕にとっ
て、サミット大会を知った時、夢がかなったと思いました。
オープニングセレモニーでのパフォーマンスの躍動感と素晴らしさにも感激しました。レセプションでは、
高知で初めての友人ができ、たこやきを作らせてもらい和気あいあいとした雰囲気を心から楽しみました。
土佐清水への道中や分科会でもいろいろなところを訪ねましたが、どこもが息をのむような美しさで言葉
では言い表せません。初めてホストファミリーに会ったときは気持ちの準備ができておらず、とても緊張
した自己紹介になりました。川崎さんのお宅に連れていってもらい、次の日からの数日間、香南市の神社
や記念碑や高知城や尾長鶏センターとたくさんのところに連れていってもらいました。

川崎さん一家とブラディ君

僕はまるで川崎さん一家の子どもの一人のようでした。僕の日本語は本当にまだまだですが、子どもたちがどんどん僕に話しかけてくれたのがと
てもよかったです。
ある日、朝起きるとお母さんが台所で朝ごはんの準備をしていたので、いっしょに手伝いました。子どもたちとはビデオゲームで遊んだり、話し
たりして絆が深まっていくのを感じました。
川崎さんご一家は、全員で僕とコミュニケーションを図ろうと努力してくれました。そのなかでもお父さんが膝を付き合わせて 2 ヶ国語の辞書を
使いながら過ごしてくれたことを思い出します。
閉会式の後、ホテルに戻るバスを待っている間、家族と別れなければならなくなったとき、涙をこらえるのに必死でした。（数日間をいっしょに
過ごしただけですが、僕にとって川崎さん一家はほんとうの家族です）このような機会を与えてもらって、ほんとうに感謝しています。ちがう言
葉を話すけれど、ほんとうに素晴らしい家族とつながりをもつことができました。
日本は僕が想像していたとおりの、それ以上の素晴らしい国でした。僕の夢の第 1 歩を踏み出した気分です。帰国後は日本語が上手に話せるよう
に一生懸命勉強しています。そして、僕の夢はまた必ず日本に行って、できればずっと高知で暮らしたいです。
日本を初めて訪れてたくさんの素敵な人たちと出会って、僕に日本の暮らしを体験させてもらい、人生の方向性を見つける機会を与えてもらった
ことにほんとうに感謝しています。ありがとうございました。

家族皆で辞書を片手に楽しい 3 泊 4 日

川崎正忠さん ( 香南市ホストファミリー )

「来た、来た！」緑の瞳、ブロンドの髪、長身のハンサムボーイだ。家族 8 人から笑顔がこぼれた。遊覧船から龍馬像を見た。高知城から町を見た。
はりまや橋で写真を撮った。弥太郎邸の庭石の日本地図を見た。他にもいっぱい見た。彼は獣医を目指しているそうな。私の孫も獣医を目指して
高知農業高校畜産科に今年入学した。二人共なれたら良いなと思った。四番目は幼稚園児で女の子だが、風呂上がりに裸で彼の前を右左。米国の
お客様はどう思ったでしょう。家族皆、辞典を片手に悪戦苦闘の 3 泊 4 日。でも、とっても楽しかった。良い体験が出来た。彼はブラディ・ハン
ソン君といった。グッドラック。

高知がいちばん好きになりました

ゲイリー＆ジェニファー・ウォルシュさん ( シアトル )

僕は今回が 4 回目のサミット大会への参加でした。今回初めて妻も一緒に参加できて、僕にとっても今回は
特別な旅でした。僕たちは他の参加者、ボランティアそしてホストファミリーと出会って素晴らしい時を過
ごしました。僕は今までに訪れた日本のなかで、高知がいちばん好きになりました。妻といっしょに必ず高
知に戻り、県内の隅々を旅行するつもりです。実は自分たちが選んだ分科会ではなかったのですが、中土佐
町の久礼やお世話になったホストファミリー以上に楽しい場所は考えられません。これからもお世話になっ
たみなさんと連絡をとり、また訪ねたいと思います。サミット大会では他では味わえない強烈で忘れられな
足摺国際ホテルでの朝食、
ウォルシュさん夫妻

素晴らしい出会いに感謝

い経験ができます。

エリン・ロバーツさん ( サンフランシスコ )

私の高知訪問はすべての面で素晴らしいものでした。人生のなかで最もよかった経験のひとつです。ホストファミリー
は、信じられないほど親切で心が広く、すてきなご自宅で私を迎えてくれました。庭で採れた野菜をつかった家庭料理
を堪能し、書道を楽しみ、いっしょに出かけました。
（高知城のプライベートツアーもありました）さらに、私のためにパー
ティーも開いてくれました。私は彼ら以上に素晴らしいホストファミリーを知りません。このホームステイ期間中が私
の 18 日間の日本滞在中のハイライトでした。このような機会をつくってくれたすべてのみなさんと私のホストファミ
リーに感謝します。
エリンさんと高原さん
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事務局だより・協賛企業一覧
事務局だより

テキサス豆知識

事務局長

轟木 ひろ子(洋子)

来年のノース・テキサス大会に向けて、
これまで3度ダラス・フォートワース地域を訪問する機会がありました。
その度に新しい発見
をしていますが、
そのテキサスに関するちょっとした豆知識をご紹介します。

テキサスは大統領の名産地？
テキサス州は第二次世界大戦後、4 人の大統領を輩出しました。そして、現
在のテキサス州知事リック・ペリー氏も、来年（2012 年）の大統領選の共和
党候補者の一人になっています。来年の草の根サミット大会は大統領選を間
近に控えた時期。もちろん、大会までに状況は変化していることでしょうが、
いずれにしても大統領選の燃える雰囲気を味わえるはずです。
テキサス州出身の大統領リスト
・第34代大統領 ドワイト・D・アイゼンハワー
・第36代大統領 リンドン・B・ジョンソン
・第41代大統領 ジョージ・ハーバード・ウォーカー・ブッシュ
・第43代大統領 ジョージ・ウォーカー・ブッシュ
（※ちなみに、
ダラス市の名称は、第11代副大統領のジョージ・ダラス氏の名前を取ったものです。）

テキサス州の旗「ローンスター」
テキサス州の旗は「一つ星」。英語ではローンスターと呼ばれています。以前は独立した共和国だったテキサス。その時代の
誇りを受け継いでいる旗です。テキサスは「ローンスター・ステート」とも呼ばれています。

この夏、ノース・テキサスは異常気象でした
今年の夏（2011 年）、ダラス・フォートワース地域では 70 日間も華氏 100
度（摂氏 37.7 度）を超える異常日が続き、家畜が食む草が枯れ、山火事
が多発するなど大きな被害が出ました。ただ、高温多湿の日本と異なり、
ノー
ス・テキサスでは乾燥しているために汗をあまりかきません。日本の蒸し暑
さとはちょっと違う種類の暑さです。来年の大会は 8 月末から。いつもの年
なら、少し気温も下がってくる時期です。「今年が暑すぎたから、来年は涼
しいんじゃないかなぁ」と現地の方々は希望を込めておっしゃっています。
平均最高気温

平均最低気温

降水量

８月

36 度

24 度

55.1ｍｍ

９月

32 度

21 度

67.3ｍｍ

平成22年度協賛企業一覧
アイシン精機株式会社／愛知製鋼株式会社／曙ブレーキ工業株式会社／アサヒビール株式会社／イオン株式会社／
NTTコミュニケーションズ株式会社／株式会社関電工／キッコーマン株式会社／キヤノン株式会社／
キリンホールディングス株式会社／四国電力株式会社／住友化学株式会社／全日本空輸株式会社／株式会社大庄／
中部電力株式会社／株式会社デンソー／東京海上日動火災保険株式会社／東京電力株式会社／
豊田合成株式会社／トヨタ自動車株式会社／株式会社豊田自動織機／豊田通商株式会社／
トヨタファイナンシャルサービス株式会社／トヨタ紡織株式会社／株式会社永谷園／株式会社ニフコ／日本郵船株式会社／
日本ユニシス株式会社／パナソニック株式会社／日野自動車株式会社／株式会社ブリヂストン／丸紅株式会社／
三井住友海上火災保険株式会社／三菱商事株式会社／三菱食品株式会社／明治安田生命保険相互会社／矢崎総業株式会社
財団法人ジョン万次郎ホイットフィールド記念
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