
 



 

ヒューストン日本人会主催・外務省協賛「コロナでも頑張ったあなたへ！」 

～現場医師のコロナ最前線情報と日本人芸術家の復活公演～ 

 

 アメリカ国内ではワクチン接種が進み、苦境にあった様々な業界もコロナ前の規模で再開され

ましたが、最近は新型コロナの影響でワクチン未接種者の感染増加が目立って来ています。ヒュ

ーストン日本人会でも、恒例の秋祭りは中止としましたが、外務省の支援を受け安全に最大限配

慮した形でコロナ最前線情報も盛り込んだ以下のイベントを実施致します。 

 コロナの影響が大きかったバレエダンサー、音楽家の皆さん、日系レストラン業界への支援も含

んでいます。 

 当日は、日本人バレエダンサー達の迫力ある踊り、世界クラスのピアノ・クラリネットの演奏、プ

ロのオペラ歌手の公演がすぐ目の前で見れますので、この上ない臨場感を味わって頂けること請

け合いです。素晴らしい日本人芸術家達のパフォーマンスを一堂で堪能できるこのような企画は

今回が初めてで一見の価値ありです。 

 

 尚、コロナの状況を考慮し、参加は会場への in person（先着申し込み順 250 名）もしくは Web で

の参加（制限なし）が選べます。Web では専門家が最新の映像・音響機材を駆使して生配信致し

ます。また選りすぐった日本レストラン 5 社からの特製弁当を申し込み順 350 個用意しています。

参加のお申し込みは、予約専用サイトでのみ受け付けております。 

 コロナに負けず、「楽しくて、ためになる」今回のイベントへの皆様のご参加をお待ちしておりま

す。 

 

日時: 2021 年 10 月 10 日（日）2 時～5 時 

場所： アジアソサエティの大会場 （1370 Southmore Blvd, Houston, TX 77004） 

内容： ①日本人感染症医師によるコロナ最新情報と Q&A・消毒液、マスク配布 

   ②ヒューストンバレエ日本人ダンサー6 名の公演 

   ③ピアニスト平田さんとクラリネット佐々木さんのコンサート 

   ④オペラ指導者戸田さんとオペラ歌手の公演・和服姿の合唱団コーラス 

   ⑤日本レストラン 5 社からの特製料理・飲み物の提供 

   ⑥いいちこ試飲会 

   ⑦アサヒビール飲み放題 

費用: 無料 

申し込み等： お申し込みはこちら（予約サイト）https://www.jagh.org/1010-21/ 

お問い合わせ：jagh.mail@gmail.com 

 

※コロナの感染拡大状況によっては、参加方法・人数に変更をお願いする可能性があります。 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jagh.org%2F1010-21%2F&data=04%7C01%7Chiro.nishi%40computerdojo.com%7C68fcd4ffb1bc43ef3ef808d9674217b0%7Cb2d0596d007b470f8d0761682c1f5cc8%7C1%7C0%7C637654355897082892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TMsop4bMC7Whr2NejFZJi3f9Ot%2Fyp7XiIi286YENE14%3D&reserved=0


１．会場の場所： 

 

Asia Society： 1370 Southmore Blvd.,Houston, TX 77004 

日本を代表する建築家谷口吉生氏設計の日本美を生かした建物。 

 

 

駐車場は会場前の駐車場もしくは路上駐車 

Asia Society's parking lot is located directly across the building on Southmore 

Boulevard. Enter from either Caroline Street or Austin Street. 

Metered street parking is available via ParkHouston. There is a 4-hour time limit 

for all metered street parking in the Museum District. 



２．当日のスケジュール 

1 時 15 分：受付開始; 消毒液の配布; 予備マスクの準備；飲み物の受け取り 

2 時：開会の挨拶 日本人会・総領事館・商工会 

2 時 15 分；ヒューストンバレエ公演（花束贈呈、挨拶、公演）   

         加治屋百合子さん芸術選奨文科大臣賞受賞表彰     

         日本人ダンサー6 名の公演 

         （１）加治屋百合子さん :Principal 

         （2）吉山シャールさん Principal 

         （3）加藤凌さん Soloist 

         （4）藤原青依さん Demi Soloist 

         （5）福田有美子さん Demi Soloist 

         （6）アクリ士門さん Corps De Ballet 

2 時 50 分:休憩 

3 時：日本人感染症専門医のコロナ関連講話・Q＆A 及びクイズ（景品あり） 

         （1）兒子先生(Memorial Herman Texas Medical Center) 

         （2）福田先生（Baylor College of Medicine） 

    
3 時 40 分：休憩 

4 時：ピアノ・クラリネット公演 

         （1）平田真希子さん（ソロピアニスト、ジュリアード・ライス大学博士号） 

         （2）佐々木麻衣子さん（ソロクラリネット、ライス大学博士号、RiverOaksCO の団員） 

4 時 40 分：休憩 

4 時 50 分：オペラ公演 

（1）指揮者戸田さん （東京音楽大。ヒューストングランドオペラ所属） 

（2）オペラ歌手の公演 

（3）ヒューストンコーラス団: 全員で合唱 

5 時 20 分；閉会の挨拶；日本料理弁当の配布；写真撮影 

5 時 30 分：（OPTION TIME） いいちこの試飲会とアサヒビール飲み放題 

 



３．出演者の紹介 

 

１．日本人感染症専門医 

   （1）兒子先生(The University of Texas Health Science Center at Houston/McGovern Medical 

School ) 

       

      2005 年福井大学医学部卒。 

テキサス州立大学ヒューストン校感染症科、米国内科・感染症科専門医、医学博士 

日本で研修等を修了後、米国ニューヨークにて内科と感染症の研修を修了し、2016 年

よりテキサス州立大学ヒューストン校の感染症科にて働いております。新型コロナウィ

ルスの治療・活動を通し、米国における日本人コミュニティーの方々と触れ合うことがで

き、正しい知識の普及に少しでも貢献できればと思っております。一日も早いコロナの

終息を願うばかりです。 

 

 （2）福田先生（Baylor College of Medicine） 

     

     2003 年横浜市立大学医学部卒。 

ベイラー医科大学感染症科所属。米国内科・感染症科専門医、医学博士。 

コロナオンライン勉強会や今回のプロジェクトなどを通じてヒューストン在住の日本人の

方々と関われ日本人のありがたみを感じています。コロナが終息し、誰もが苦境から立

ち直れる日が一日でも早く来ることを心待ちにしています。 



２．ヒューストンバレエダンサー 

 （１）加治屋百合子（プリンシパル） 

        

愛知県出身。8 歳でバレエを始め、10 歳、上海舞踊学校入学、奨学金を得て首席で卒

業。在学中の 2000 年、若手バレエダンサーの登竜門であるローザンヌ国際バレエ・ コ

ンクールでローザンヌ賞を受賞。奨学金を得てカナダ国立バレエ学校入学。 翌年アメリ

カン・バレエ・シアター(ABT)スタジオカンパニー入団。 同バレエ団の研究生を経て正団

員となり 2007 年ソリストに昇格。 2014 年ヒューストンバレエ団移籍後、最高位プリンシ

パルとして舞台を踏む。 

レパートリーには「くるみ割り人形」「コッペリア」「ジゼル」「眠れる森の美女」「ドンキ・ 

ホーテ」「白鳥の湖」「ラ・バヤデール」「レ・シルフィード」「マノン」「蝶々夫人」「メ 

リー・ウィドウ」等に主演。またアレクセイ・ラトマンスキー、トワイラ・サープ、マーク・モー 

リス、 ヨーマ・エロ、イリ・キリアン、スタントン・ウェルチ、マーサ・グラハム、ジョー 

ジ・バランシン、ケネス・マクミラン、アントニー・チューダー、 ジェームス・クデルカ、フ 

レデリック・アシュトン、ジェローム・ロビンズ振付作品でも主演パートを勤める。 

Newsweek 誌「世界が尊敬する日本人 100 人」や TIME 誌「次世代リーダー」で紹介され、

国際社会で顕著な活動を行い世界で「日本」の発信に貢献したとして、内閣府から「世

界で活躍し『日本』を発信する日本人」の一人に選ばれる。 

2016 年、2019 年にはジゼル主演公演が「Dance Europe」、「Pointe Magazine」にてベス

トパフォーマンスの一人として選ばれる。 

「情熱大陸」、アメリカ高視聴率番組「So You Think You Can Dance」ゲスト出演。NHK 

にてアメリカン・バレエ・シアター来日主演公演「ドンキ・ホーテ」が放送され、その様子を

追ったドキュメンタリー「バレリーナ Yuriko ~輝きの舞」も NHK・BS にて放映。 

2017 年ニューヨークにてヒューストンハリケーン支援ガラ公演を主催。 

2018 年ローザンヌ国際バレエコンクール審査員、2019 年北京国際バレエコンクールに

て審査員を務める。 

2020 年コロナ禍では日本のアーティストと舞台芸術のためのプロジェクト『Hearts for 

Artists』 を立ち上げ、舞台芸術の支援基金に寄付。 



14 カ国 22 バレエ団 32 人のバレリーナが踊る「瀕死の白鳥」アーティスト支援プロジェク

トにも賛同&出演。 

2021 年（第 71 回）芸術選奨文部科学大臣賞受賞。 

世界のバレエ団、ガラ公演に招かれる他、マスタークラスや講習会を開き後進の指導に

も力を入れている。 

 

 （2）吉山シャール ルイ・アンドレ（プリンシパル） 

        

5 歳からヒラキバレエスクールに於いて、開良和及び芝江泰惠子に師事 

2005 年 4 月～2007 年 7 月 英国イングリッシュナショナルバレエスクール（うち 1 年間

は文化庁の海外研修生として派遣）。在学中に Trinity College London にて Level 6 

National diploma in professional dance を取得 

2007 年 ローザンヌ国際バレエコンクールの決選に出場。コンテンポラリー賞を受賞 

ローザンヌ・ガラ 2007（高円宮憲仁親王殿下メモリアル）にローザンヌ国際バレエコンク

ール受賞者として出演 

2007 年 ヒューストンバレエⅡに入り、翌年 7 月、ヒューストンバレエ団に入団 

2016 年 6 月 プリンシパルに昇格 

2019 年 NHK バレエの饗宴ゲスト出演 

 

主演作品： 

ケネス・マクミラン振付：マイヤリング（ルドルフ）、マノン（デ・グリュー） 

バランシン振付: Theme and Variations、BALLO DELLA REGINA、Symphony in C、Ballet 

Imperial、Jewels (emerald) 

ジョン ノイマイヤー振付：真夏の夜の夢（オベロン） 

スタントン ウェルチ振付：ジゼル（アルブレヒト）、白鳥の湖（ジークフリート）、ラ・バヤデ

ール（ソロル）、ロミオ＆ジュリエット（マキューシオ）、シンデレラ（王子） 

ベン スティーブンソン振付：ドン・キホーテ（バジル）、くるみ割り人形（王子）、眠りの森

の美女（王子）、コッペリア（フランツ） 



 

その他アシュトン,イリ キリヤン,ウィリアム フォーサイス,ウェイン マクレガー,ナチョ ドゥ

アト,アレクサンダー エクマンなど著名振付家の作品も数多く出演。 

パリ、ニューヨーク、ロンドン、ドバイ、メルボルン、ハンブルクなど数多くの舞台を踏み、

NY Times、 Financial Times から称賛を獲るダンサーとして活躍中。 

 

 （３）加藤凌（ソリスト） 

       

12 歳より埼玉県のアクリ・堀本バレエアカデミーにてバレエを始める。NBA 全国バレ 

エコンクール、オールジャパンバレエユニオンコンクールでなどで第 1 位、ローザンヌ 

国際バレエコンクールファイナリスト、ベルリン国際バレエコンクールでゴールドメダ 

ルを受賞。 

16 歳でポルトガル国立コンセルバトワールに留学後、ジョージア国立バレエ団、香港バ 

レエ団を経て、2017 年にヒューストンバレエ団に入団。 

 

（4）藤原青依（デミソリスト） 

       

3 歳よりバレエを始める。堀川美和、蘇漢華に師事。バレコン大阪第 1 位、 

オールジャパンバレエユニオンコンクール第 1 位などバレエコンクールで優 



秀な成績を収める。 

15 歳の時、ジャパングランプリにて第 3 位を受賞し、フルスカラシップで米 

国ヒューストンバレエアカデミーに留学する。翌年ヒューストンバレエセ 

カンドカンパニーに入団。2014 年ヒューストンバレエに入団。 

主な出演作品として、スタントンウェルチ版「ジゼル」のペザント、「く 

るみ割り人形」のクララ、ベン・スティーブンソン版「眠れる森の美女」 

のフロリナ王女、ヨルマン作品「One/End/One」、ジャスティンペック作品 

「Reflections」、アレクサンダー・エクマン作品「Cacti」、スタントン 

ウェルチ作品「Sons de L’ame」のパドドゥ、「春の水」のパドドゥなど。 

 

 （5）福田有美子（デミソリスト） 

  

5 歳の時に埼玉県のアクリ・堀本バレエアカデミーにてバレエを始める。NBA 全国バレ 

エコンクール、バレエコンクール in 横浜第 2 位、ローザンヌ国際バレエコンクールファ 

イナリスト。 

15 歳の時にイギリスのイングリッシュナショナルバレエスクールに留学。その後ドイツ・ 

ヴュルツブルクの州立マインフランケン劇場、ジョージア国立バレエ団、香港バレエ団 

を経て、2017 年にヒューストンバレエ団に入団。 

 

 （6）アクリ士門（ダンサー） 

  



4 歳からアクリ・塚本バレアカデミーでバレエを始める。2011 年ジャパングランプリ・ジュ

ニア部門 1 位。全日本バレエコンクール・ジュニア B 部門 1 位。2021 年全国舞踊コンク

ール・ジュニア 1 位。ジャパングランプリ・ジュニア A 部門 1 位。2013 年 NBA 全国バレ

エコンクール高校生部門 1 位。ローザンヌ国際バレエコンクールのファイナリスト。2013

年に Royal Ballet School に入学。2016 年に卒業し Tulsa Ballet に入団。2018 年から

Houston Balletni 入団。 

 

3．音楽家 

 （1）平田真希子（ピアニスト） 

          

      13 歳で合格したジュリアード音楽院プレカレッジに始まるＮＹでの勉強中に、数々の受

賞を経て、南米、北米、ヨーロッパ、日本での演奏旅行を開始。ボリビア国立交響楽団

やヒホンスペイン交響楽団、ペーチ・ハンガリア交響楽団など世界各地のオーケストラと

共演。ＬＡのコルバーン音楽学校で特待研究生として４年を過ごし、2009 年にはレオン・

フライシャーの指揮でコルバーン・オーケストラと「パガニーニの主題による狂詩曲」を演

奏。2009 年と 2010 年の夏にはタングルウッド音楽祭の研究生として招待され、世界的

指揮者やピアニストと勉強、共演。 

 

「暗譜演奏の起源」についての博士論文出版で 2017 年にライス大学から博士号を取得。

精力的な演奏活動と共に、執筆、テレビ・ラジオ出演、教育者・客演講師などの活動しな

がら、音楽学者としても探求を進める。『演奏者と聴き手の距離を縮める音楽活動』をモ

ットーに製作した YouTube シリーズ「Poco Piano」では音楽理論や音楽史の基礎をピア

ノ演奏を交えながら分かりやすく解説。FM ブルー湘南で毎週土曜日におなじみのクラ

シック音楽ラジオ番組「スカッとスカぴあ」担当。2019 年から『日刊サン』でコラム「ピアノ

の道」を執筆開始。 

 

音楽の医療効果・脳神経レヴェルでの効用などの共同研究や論文執筆にも携わる。音

楽の持つ治癒能力の広報に、病院・学校・公共図書館などで「Dr.ピアニスト」としての出

張公演や講義・執筆なども積極的に行う。在米 31 年目の在外日本人として、音楽活動

を通じての世界平和貢献を模索。日米財団のフラッグシップ企画、「日米リーダーシップ



プログラム」に 2017 年から参加。企業向けの音楽を使ったリーダーシップやチームビル

ディングのワークショップも好評。 

 

録音アーティストとしては、ソロアルバムを今まで６枚リリースしているほか、『音楽は世

界の共通語』を体現する日本人デュオ MATIMA の創始者としても 2 枚のアルバムをリリ

ース。アメリカ現代音楽を代表する女流作曲家、オーガスタ・リード・トーマス氏の室内

楽作品集にピアノ・ソロ組曲「Traces」を収録。River Oaks Chamber Orchestra の団員と

して収録に携わった「Visions Take Flight」のプロデューサーは 2020 年グラミー賞を受

賞。横須賀拠点の「海外で活躍する演奏家を応援する会」支援で始まった日本での演

奏活動は多大な賛同者を得て、コロナ禍による中断まで 20 年続いた。 

詳しくはホームページにて：https://musicalmakiko.com  

 

＊会場のピアノは KAWAI USA 様のご提供 

   

（2）佐々木麻衣子（クラリネット） 

  

７歳よりクラリネットを始め、東京芸術大学音楽学部を卒業、同大学より修士を取得後、

オーケストラ・シンポシオンの首席クラリネット奏者のほか、フリーランスとして日本で活

動。2004 年に渡米、ヒューストンのライス大学の博士課程に留学。在籍中より、シェパ

ードスクール・コンチェルト・コンペティション優勝、国際クラリネット教会オーケストラオー

ディションコンペティション優勝、 将来有望な音楽家に贈られるプレッサー賞を始め、

数々の賞を受賞。現在、アメリカを中心に、ソロ、室内楽、オーケストラ奏者として活躍

中。2016 年、ケネディーセンター、2020 年にはカーネギーホールデビューを果たす。ヒュ

ーストンでは River Oaks Chamber Orchestra（2020 年、ファーストアルバムのプロデュー

サーがグラミー賞を受賞）、Opera in the Heights に在籍のほか、フリーランスとして、



Houston Grand Opera, Gilbert & Sullivan Society of Houston 等のオーケストラ、 Musiqa 

(The Chamber Music America/ASCAP Award for Adventurous Programming)や Take 

Five （ヒューストンシンフォニー、教育プログラム）等の室内楽のコンサートに出演。 

2011 年、東日本大震災のチャリティーコンサートを機に、ピアニスト平田真希子氏と日

本人デュオ MATIMA を創立。多くのコンサートシリーズやチャリティーを主催するほか、

ダンスカンパニーHope Stone Inc.、ROCO、Asia Society とのコラボレーションも行う。

2015 年には、マドリードで行われた国際クラリネットフェスティバルにゲストアーティスト

として出演。自身の編曲を収録した「The Greener Grass」、「100 Years: Early Beethoven 

and Late Brahms」の２枚のアルバムをリリース。 

 

また、現存の作曲家とのコラボレーションも積極的に行っている。2016 年、Robert 

Avalon International Composition Competition で 、 ア レ ハ ン ド ロ ・ バ ス ル ト 氏 の

Migraciones Nocturnas を演奏、最優秀パフォーマンスに贈られるオーディエンス賞を受

賞。カリム・アルザンド氏の「Four Fables」の収録に参加、キャプストーン出版より CD リ

リース。日本人作曲家、加藤邦弘氏より多くの曲を献呈され、オフィスマキナより、「アデ

ュー等々力」「ノスタルジア組曲」「２つのクラリネットソナタ」の３枚の CD をリリース。 

 

精力的な演奏活動と共に、Juilliard School Pre-college Program の臨時講師、High 

School of Performance Visual Arts の木管コンサルタント、ArtsAhimsa Chamber Music 

Festival の講師といった後進の育成や 、 The American Federation of Musicians 

(Musician’s union)ヒューストン支部の diversity committee や、Opera in the Heights の

orchestra committee 等のリーダーシップにも参加している。 

 

4．オペラ 

（１）戸田光彦（オペラ・コンダクター） 

  

東京音楽大学ピアノ演奏家コースを卒業。同大学研究生ピアノ伴奏者コース終了。１９

９４年イタリア中部チッタ•デッラ•ピエーヴェにてピアノ•ソロ•リサイタルで演奏し、その後、

東京音楽大学、昭和音楽大学にて助手、講師を務める。 1996 年よりオペラの

Pianist/Coach として活躍し、新国立劇場をはじめ、二期会、RAI Torino Symphony 



Orchestra, 読売日本交響楽団、東京都交響楽団、東京シティ•フィルハーモニック管弦

楽団等、プロフェッショナルのオペラ劇場、オーケストラと共に、数多くのオペラ公演に携

わってきた。５０以上のオペラのレパートリーを持ち、その数々のプロダクションの中で、

ジャコニーミやクルト•モル、ベルント•ヴァイクル、クリスチャン•フランツ、ガブリエル•シュ

ナウトなど多くの世界的歌手、またゲルト•アルブレヒトやブロムシュテット, ダン•エッティ

ンガー、フィリップ•オーギャンなどの世界的著名な指揮者と競演し、Pianist/Coach とし

てより深く、非常に多くの経験を積んできた。またイタリア•オペラだけにとどまらず、パル

ジファル（読売交響楽団４０周年公演、アルブレヒト指揮）（東京シティフィル、新国立劇

場芸術監督•飯守泰次郎指揮）、神々の黄昏（新国立劇場、準•メルクル指揮）、タンホイ

ザー（新国立劇場、フィリップ•オーギャン指揮）、ローエングリン（東京シティフィル、飯守

泰次郎指揮）、ニュルンベルクのマイスタージンガー（新国立劇場、ステファン•レック指

揮）、ニーベルングの指輪（東京都交響楽団、飯守泰次郎指揮）、ばらの騎士（二期会•

ケルン市立歌劇場共同制作、ダラス•オペラ音楽監督、エマニュエル•ヴィヨーム指揮） 

など数多く携わり、また、午後の曳航（ヘンツェ作曲、RAI Trino Symphony Orchestra 公

演、読売日本交響楽団公演）や、黒船（山田耕筰作曲、新国立劇場公演）など、世界初

演オペラ•プロジェクトにも大変な貢献を果たす。その後Pianist/Coach としてだけでなく、

新国立劇場等で蝶々夫人、ラ•ボエームなどの Assistant Conductor としても活躍し、ま

た２００７年 Mira Mare では”愛の妙薬”を指揮し、指揮者としてもデビューを果たすととも

に、オーケストラの編曲も手がけるなど、多岐に渡って活躍している。 

 

現在 Houston Grand Opera HSVS Program, University of Houston などで音楽スタッフと

して務めるかたわら、様々なコンサートなどに出演。最近ではニューヨーク・メトロポリタ

ン・オペラ劇場の歌手, Michelle Bradley とヒューストン、サン・ディエゴなどで共演し、大

変好評を博す。Houston Grand Opera の Outreach Program では長年音楽監督を務め、

ワールド•プレミアのプロダクションをいくつも紹介し、テキサスの多くのコミュニティに大

変貢献しただけでなく、日本の音楽の友社の雑誌にも大きく紹介された。 

 

ヒューストンの Opera in the Heights ではアシスタント•コンダクター、ヘッド•コーチを務め、

多くのプロダクションに貢献し、中でも２０１４年のドン•ジョバンニのプロダクションではチ

ェンバリストとして演奏し、ヒューストン•プレスでその質の高い演奏を賞賛される。またコ

ンサートの分野でも Gorge Bush Sr. 元大統領の前で演奏。 2012 年には Soma 

International Foundation 主催で世界的に有名なメゾ•ソプラノ歌手、Denyce Graves とリ

サイタルで共演し大成功をおさめる。またその他 The Virtuosi of Houston Young Artist 

Chamber Orchestra の審査員、Lois Alba オペラ•アリア•コンクールの公式伴奏者として

も長年携わっている。 

 



４．ご協力日本レストラン 

 （１）Soma Sushi Restaurant  (4820 Washington Ave, Houston, TX 77007) 

  

   

 2008 年の開店以来、伝統的な日本料理に加え、各国の料理を取り入れた多国籍料理

を提供させていただいております。新鮮な魚を世界各国より取り寄せております。特に

日本物は豊洲市場より直接弊店へと輸送して頂き、ヒューストンにて最も新鮮なお魚を、

お客様に楽しんでいただいております。またキッチンからはテキサス育ちの和牛を 72 時

間低温調理した”テキサス和牛”、日本の黒毛和牛を用いた”和牛シュウマイ”、アラスカ

産の”銀鱈の味噌焼き”、ロブスターリゾットやチキンウィングなど、多くのお客様からご

支持頂いております。 

レストランは最大 270 名までの収容が可能で、二階席はプライベートパーティーにもご

利用いただけます。日本酒は勿論、日本のウイスキーやソムリエが吟味した豊富なワイ

ンもご用意しております。皆様のご来店心よりお待ちしております。 

 

Executive Chef  比嘉大海 

 

 

 

 

 

 

 



 （2）Izakaya WA （メモリアル店 １2665 Memorial Dr Ste A, Houston, TX 77024) 

               （リバーオークス店 2015 W Gray St, Houston, TX 77019） 

         

 

        

            

『いらっしゃいませー』と威勢の良い声で、お客様をお迎えする”居酒屋 和”は、2013 年

ヒューストンでは初めての日本人オーナーで日本人シェフの本格居酒屋をメモリアルに

オープンいたしました。日本にある居酒屋をモットーに、2019 年にはリバーオークス店も

オープンいたしました。日本に行ったことある方でも行ったことがない方でもあの居酒屋

の雰囲気と食事を楽しむことができます。 

 

社長 浅野 陽 

 

 

 

 



 （3）鮨陣 （14670 Memorial Dr, Houston, TX 77079） 

        

          

       

         When it first opened, Sushi Jin helped raise the bar for Houston's sushi lovers. Years 

later, owner Bill Nakanishi (who also owns a seafood importing company called Prime 

Sales and Trading Ltd.) is always on hand in Memorial to ensure it's still one of the 

best sushi restaurants in town. 

 

       社長 Bill 中西 

 

 

 

 

 

 

 



 （4）旬  （2802 S Shepherd Dr, Houston, TX 77098） 

        

 

        

SHUN is defined as the peak of seasonal food. Chef Naoki is uses Japanese technique 

& flavors inspired by Houston using seasonality ingredients. His skills have been been 

past down from his father who owns Nippon Restaurant that has been a staple for 

Japanese food in Houston since 1986. 

  

Naoki started in the kitchen when he was 14 years old by helping clean dishes  and cut 

vegetables. In 2005 Naoki moved to trained in Hokkaido, Japan learning working with 

local chefs and family style 250 seat Japanese restaurants. 2007 moved to Chicago to 

learn more about "Kaiten" - conveyor belt sushi as it was starting to trend in the states, 

also where he met his future wife, Renee. 

When ramen came to America  Naoki, rushed to California in 2009 to work at a local 

ramen shop, learning to make everything from the base and foundation of ramen..Training 

for two decades Naoki has been fine tuning his skills for Houston to bring innovative 

Japanese Izakaya. 

 

Shun Japanese Kitchen opened its door in 2018 to explores new realms of Japanese 

cuisine through the eyes of "2nd Generation Japanese- American". Everything has been 

curated by Naoki to give the best experience, with the mindset of a Japanese Kitchen.  

  

社長 吉田直樹 



 （5）レストラン日本 （ 4464 Montrose Blvd, Houston, TX 77006） 

  

 

  

  

Since 1986, Naomitsu Yoshida has been striving to bring the most authentic Japanese 

food to the people of Houston.  "Nippon" is the traditional Japanese word for Japan. 

Born in 1948 in Hokkaido, Japan, Mr. Yoshida journeyed throughout Japan studying its 

various regional dishes, since he dreamed of sharing the wonders of Japanese cuisine 

with the rest of the world.  He then traveled all over the world trying to find the most 

suitable location to open his restaurant.  In 1986, Mr. Yoshida established Nippon 

Restaurant in Houston, Texas, and since then he has raised the standard of Japanese 

cuisine in the Bayou City.  For the past 30 years, the Yoshida Family has been 

dedicated to providing Houstonians with the most authentic & delicious Japanese 

cuisine.  We thank you for your patronage, and we hope to provide you with a true 

"taste of Japan" through each of our carefully prepared dishes. 

社長 吉田直光 



オプションタイム ＊＊＊ ご協力会社の皆様＊＊＊ 

 

1．いいちこ試飲 

 

 

 

2．アサヒビール飲み放題 

 

 


