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日本人学校体育館

【ココナツ売りの少女(チャモロビレッジ)】

生徒達はスポーツに学校行
事に日々活用しております。
引き続きみなさんのご協力
を重ねてお願いいたします。

新年のご挨拶

在ハガッニャ日本国総領事

清水　久継

　日本人会々員の皆様、新年明けましておめでとうござ

います。

　新しい年、2014年が始まりました。皆様におかれまし

ては、本年も新年を迎えられて新たな希望と抱負を抱い

ていらっしゃることと思います。私も、グアムにおいて

この穏やかな新年を皆様とこうして迎えることができ、

先ずは皆様に感謝致します。

　グアム日本人会の2013年を振り返りますと、6月にグア

ム日本人学校待望の体育館が完成し、その使用が始まり

ました。これは偏に諸先輩のご努力と在ハガッニャ日本

国総領事館からの絶大なご支援の賜物と存じ、各位に厚

くお礼申し上げます。今年はこの体育館のより有効な活

用をはかるとともに、日本人会として、安定的な建設資

金返済計画の策定に向け、最大限の協力・支援を惜しま

ぬ所存です。

　また、11月には恒例の秋祭りが開催され、天候にも恵

まれ、日本人社会のみならずローカルの方々の多くのご

来場を得ることが出来ました。記念すべき第35回を数え

る今年は、「会員相互の親睦と地域社会への貢献」とい

う、日本人会の目指すところにより合致したものとすべ

く、会員の皆様や、ヴェンダーの方々は言うに及ばず、

ボランティアとしてご協力いただいた方々や、ご来場い

ただいたお客様、さらにはローカル・コミュニティーの

ご意見なども幅広く取り入れてさらに良きものとなるよ

う努力する所存です。

　新年明けましておめでとうございます。一昨年5月に
着任しグアムで迎える正月も早2回目となりました。季
節感の乏しいグアムですが、それでも暦が変わるこの時
期になると、不思議と日本の伝統的な年越しや新年の行
事にあれこれと思いが至るものです。潮風に揺れるヤシ
の木を眺めながら、ふとそうした郷愁を感じるのもグア
ムならではの新年の迎え方かも知れません。そんなのん
びりとした楽園グアムですが、視点を変えてアジア太平
洋地域の世界地図を俯瞰すれば、グアムを取り巻く安全
保障上の環境が大きく変わりつつあることを感じざるを
得ません。
　2013年の前半は北朝鮮のミサイルの脅威が俄かに現実
味を帯び、米軍は本土からこのグアムに高高度ミサイル
迎撃システムを展開させました。また、中国が海洋進出
を活発化させるとともに、11月には東シナ海上空に防空
識別圏を一方的に設定するなど緊張が続いています(日本

政府は不測の事態を招きかねない危険なものとして強い
懸念を表明しています)。こうした情勢を背景に、6月に
は小野寺防衛大臣がグアムを訪れ米軍関係者と意見交換
をした他、10月には東京では初めてとなる日米の外交・
防衛相によるいわゆる2プラス2会合が開催され、沖縄海
兵隊のグアム移転が米軍の前方展開に貢献するものであ
り、戦略的ハブとしてのグアムの開発を推し進めるもの
であることを再確認しました。
　一見平和でのどかな楽園グアムですが、日本にとって
も米国にとっても、グアムの戦略的重要性は益々高まり
つつあるように思われます。
　グアムが日米関係強化の架け橋となり、そしてグアム
と日本との友好の絆がさらに深まることを祈念するもの
です。そのためにも、日本人会の一員として、微力では
ありますが、皆様方とともに様々な活動に取り組んでい
きたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたし
ます。
　末尾ながら改めて皆様方に新春のお慶びを申し上げま
す。

第２4代　日本人会会長

守屋　悦男謹
賀
新
年

日本人会事務局は1月20日（月曜日）は

Martin Luther King,Jr Day　の為、

休館とさせていただきます。

【事務局からのお知らせ】
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2013年12月19日　13：30 〜 

ITCビル2階　日本人会　会議室

( 理事 )14 名 ( 監事 ) 1 名　傍聴 2 名 : 総領事館、 事務局　 欠席 （理事） 6 名　( 監事 ) 1 名 

第9回定例理事会議事録(未承認)

Ⅰ．前回議事録承認　　　　　　　　　　                 福本総務部長
　　異議なく承認された。
Ⅱ．各部報告
 １.教育部　  　　 　     　　　　　　　   　　　　　　　西平理事
　  学校理事会開催が月末開催予定につき、報告事項なし。
 ２.文化部　　　　　　　　　　　　　　                  　　釜山部長
（1)女子会
   　 12月はお休み。1月は未定。
（2)Government Houseにおけるクリスマスツリーの飾り付け
　　日本人学校の皆さんに作って頂いた金と赤の折鶴を中心に、
　　会員有志の方と一緒に11月26日、文化部にて飾り付けを行っ
　　た。一部のセレモニーは、秋祭りと重なってしまいましが、
　　以下の日程で公開されています。☆ライトアップセレモニー
　　11月30日（土）午後5：30～9：00☆一般公開　12月1日　
　　(日）～1月5日（日）午後6:00～9:00(金土のみ10:00）
  (3)アート＆クラフト・フェア
　　前回報告の通り、2014年3月8日（土）、Hotel Nikko Guam
　　のTASIルームでテーマを“おもてなし”として開催予定。第
　　1回説明会を、12月12日（木）14時に行なったところ、8人
　　の方が参加頂いた。参加申し込みは1月31日まで。パンフレ
　　ットに載せる広告募集中。
 ３.商工部  　 　　　　　　　　  　　　                            藤井部長  
　2月から3月の間に弁護士の方のセミナー開催について検討中。
 ４.渉外広報部      　　  　    　　　　                                熊谷部長
（1)ラッテ編集会議を開催した
   　日時：12/18(水) 12:30～
  　 場所：日本人会事務局　ミーティングルーム
  　参加者：理事：熊谷・川端・福本、編集委員：ウッドレー、　
　　　　　臼井、事務局：小熊・芳賀・天畠（敬称省略）合計8人
（2)【議題】
　①1月号の発行について確認を行った。掲載予定　記事の進行状
　　況等を確認した。
　②2月号の発行について意見を出し合った。今後の試みとして、
　　他の国にある日本人会及び、日本人学校の情報を収集し、掲
　　載を検討する。
　③「ラッテ」掲載の企業広告が2社減り、現在13社。今後とも
　　皆さまのご協力をお願い致します。
 ５．青年部     　　　　　　      　　                              　遠山部長
（1)11月26日 (火)レオパレスよりテント搬出、イパオにてテン  
　　ト張り作業。理事数名、他にボランティア15名ほど。ニッポ
　　コーポレーション、及び、アクアマインド社よりもお手伝い
　　ご協力を頂く。
（2)11月26日(火)フォトタウンより金魚用いけすの搬出。
  (3)11月28日(木）ナンボ駐車場の白線引きを青年部で行う。
（4)11月29日(金）レオパレスよりテーブル100台、ゴルフカー
　　ト２台の搬出、イパオのブースにセットする。JCIよりトラッ
　　ク＆スタッフ６名、    アクアマインド様５名のご協力あり。
（5)11月29日(金)　好祭会主催秋祭り外部団体歓迎前夜祭（一心
　　レストラン）に外部団体110名、好祭会会員30名、青年部も
　　出席。
（6)11月30日(土)  第34回日本人会秋祭り開催。
（7)12月2日（月）第34回秋祭り反省会の案内を出す。

　（8)

　（9)

　(10)

　(11)

　(12)
６．総務部　          　　　       　  　　　　　　　　　　 福本部長
（1)グループ健康保険加入者　34名 前月比変わらず
（2)このところ日本人会事務局来訪の会員の多くより、ITCビルの 
　　外部駐車場の空きがなくパーキングが大変であるとの苦情が
　　寄せられている。過去の来局者数データの増減確認調査を行
　　い、これからの対処の参考としたい。
（3)現在フィリピン台風被害の募金活動を日本人会事務局にて実
　　施中であるが、12月初旬現在、5,885ドル54セントが集まっ
　　ている。(含む日本人学校募金箱、秋祭り会場収集分)今後の
　　募金締切り日、受け渡しなどについて検討が必要。
（4)11月30日（土）に終了した日本人会秋祭りについて、会員
　　の方数名よりご意見、反省文が届いている。次回への反省、
　　申し送りとして理事・監事の皆さまに配信報告とした。
（5)2014年新年会開催に向けての準備を、ニッコーホテル側と
　　の確認を含め、総務部にて行っている。
（6)会員をはじめローカルより、ハッピの貸し出しの要請があ
　　り、今後貸し出しの検討や基準などについての整備の必要性
　　が考慮される。
（7)秋祭りで売れ残った玩具類を、「事務局のみの市」にて現在
　　 販売中。売り上げは青年部秋祭り収益として計上の予定。
（8)事務局ライブラリーの年末年始休館日は、12月28日から1月  
　　 5日まで。次回理事会は、1月23日（木）に開催予定。
７. 会計部　　　　   　   　  　                               登坂会計副部長
　 11月末締会計報告　　   会費納入状況
　　    11月　　　　　　　　   累計
     法　人 　　116 社    $   97,915
     個　人　　 204 名    $      7,300
     準会員 　　  22 名    $          440
     合　計　　                 $  105,655
Ⅲ．秋祭り会計報告（Draft）          遠山青年部長/登坂会計副部長
　秋祭り収支についての中間報告が遠山青年部長より発表され、
　追って会計部より収支報告書（Draft）、寄付リスト、コンプリ
　メンタリー配布チケットのデータ呈示があった。
Ⅳ．秋祭り総括として　　　　　　　　　　　　　　   　守屋会長
　秋祭り会計報告（ドラフト）をもとに、会長から、収益面から
　は大成功であったとの認識が示される一方、現在の秋祭りの規
　模は日本人会の「身の丈」を越えたものであり、日本人会の健
　全な運営のため、リスクの軽減をはからなければならない、と
　し、さらに現在の秋祭りの規模は、日本人会理事としての職務
　の限界を越えており、スリム化をはからなければならない、と
　の認識が示された。その上で、来年度の理事会への申し送り事
　項として、「日本人会々員相互の親睦」の場としての意義を踏
　まえた秋祭り改革案を提示すべく、来年2月の理事会において、
　改革案を確定する、とのスケジュールを決議した。
Ⅴ．総領事館より　　　　　　　　　　　　　  　　 松村首席領事
　12月、日本人会名誉会長宛に餅つき器の寄贈がありましたの
　で、日本人会イベント等での利用希望があればご連絡下さい。             

書記  福本　幹也

12月3日（火）レオパレス厚田支配人へゴールドスポン
サー感謝状を渡しに行く。
12月5日（木）ミッドパック、ＳＴコーポレーション、
タイファへ感謝状を渡しに行く。
12月6日（金）シェフ会の送別会に出席させて頂き青年
部としてお礼を申し上げた。
12月11日（水）第34回秋祭り反省会、トニーローマタ
ムニング店。反省会のご意見は別紙参照。
12月19日（木）第34回秋祭り概算報告を提出。　
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ママの会　報告

■賃貸２ベッドルーム２バス  $1,200～$2,200／月（年契約の場合)
　（家具付き、電気水道ケーブル電話全て別）
■賃貸３ベッドルーム２バス  $2,200～$2,400／月（年契約の場合）
　（家具付き、電気水道ケーブル電話全て別）
■グアムへの出張に最適な短期滞在２ベッドルーム　$2,700／月
　（家具付き、電気水道ケーブル全て込み）
■賃貸小オフィス、$500～／月（電気水道別）

詳細はwww.piacondo.com
 <http://www.piacondo.com/>  をご覧ください。

月曜日-ステーキ＆ロブスターナイト

火曜日-アジアンナイト

水曜日-メキシカンナイト

木曜日-パシフィックリムナイト

金曜日-シーフードナイト

土曜日-テキサスBBQナイト

日曜日-フレンチ・ビストロナイト

ご予約は646-DINE(3463)まで

The island’s best buffets

Mexican Night

Texas BBQ Night

2014年　日本人会新年会報告

　年の瀬もさしせまる12月27日に第4回目のママの会が開
催されました。
　今回は日本人学校幼稚部の山野井多美子先生がママの会
に来て下さり、学校選びの事、絵本の事等とても興味深い
お話をして下さいました。ママ達の顔もいつになく真剣。
日本語と英語の2ヶ国語をどう子供達に教えていくかにつ
いては、多くの質問が出ていました。多美子先生がお勧め
だという絵本を読んでくださると、いつも元気一杯の子供
達も集中！赤ちゃんから4歳幼児まで全員静まり返ったの
にはママ達もビックリでした。多美子先生の「今までして
きた事を中断したり出来なくなったりという事はあるけれ
ど、子育てって本当に楽しいですよね！」という言葉に、
今しかない子育てを心から楽しもうと思いを新たにしまし
た。子供との楽しみ方を沢山教えて下さった多美子先生、
本当にありがとうございました!
　そして12月31日には、有志の方で集まりおせち料理作り
に挑戦！7時間かけて全部手作りで素晴らしいおせち料理
が出来上がりました。始まったばかりのママの会ですが、
ボランティアで講師に来て下さる方々ベビーシッターに来
て下さる方々に恵まれ、2014年のママの会も楽しい企画を
用意しています。皆さんのご参加をお待ちしています！　

（幹事　時任佐絵子　687－6197）

　2014年（2013年度）の新年会が、ホテルニッコーグア
ム　Tasiボールルームの会場をお借りして開催されまし
た。米国歌、グアム州歌そして君が代の国歌斉唱から始
まり、日本人会名誉会長であられる清水総領事のご祝
辞、そして守屋日本人会会長のご挨拶を賜りました。続
いて本年の干支にあたる午年を代表しまして、ウッドレ
ー節子様による一年の安泰を祈願してのご挨拶、並びに
乾杯のご発声を頂戴致しました。
　当日は100名を超える会員の皆様に参列して頂き、祝賀
会会場では、ホテルのご配慮でお正月風料理もご用意頂
き、終始和やかな雰囲気の中で数少ない会員間の交流の
場としてご談笑を楽しまれておりました。今回は、日本
人会のお子様たちによる日舞も閉会後ではありましたが
披露され、昨年完成した日本人学校体育館での行事の模
様を会場のTVモニターで紹介していました。また人物往
来のコーナーでは新たに仲間に入られた会員の方々もご
紹介し、つつがなく会の進行が続きました。新年早々に
も関わらず多数の会員の方にご出席していただいた事
を、この場をおかりして厚く御礼申し上げます。日本人
会の会員の皆様にとって、本年が素晴らしい良き年であ
りますように祈念申し上げ、新年会のご報告とさせて頂
きます。

総務部　部長　福本　幹也
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第17回アート&クラフト・フェア
～出展・パフォーマンス参加者募集～

日　時：2014年3月8日（土曜日）午前10〜午後4時

場　所：ホテルニッコーグアム“ＴＡＳＩ“ルーム

テーマ：“おもてなし”

募集項目：日本の伝統工芸、作品の展示・販売

　　　　　演舞、パフォーマンス、デモンストレーション

　　　　　絵画の展示

ご参加締め切り：2014年1月31日（金）

　参加ご希望の方は日本人会事務局に設置しています申し

込み用紙にご記入、お申し込みください。また電話でも受

け付けております。ブースは申し込みいただいた方から優

先的にブース位置をお選びいただきます。

　今年も日本の伝統的な文化体験をグアムの在住の皆様に

楽しんでいただく機会を提供できるイベントです。多くの

参加者で盛り上げていきたいと思います。

皆様にご協力お願い申し上げます。

　また当日来場されるお客様へお配りするプログラムの広

告主さまも募集しております。料金、スペースに関する詳

細は日本人会事務局にお問い合わせください。

　第二回説明会を2月20日（金）に日本人会事務局会議室

にて行います。お問い合わせは日本人会事務局　電話：

646-8066まで。

☆HIPAA規定により、日本人会事務局では個人の医療情報を慎重に取り　
　扱っております。
☆基本的には、HIPAA規定に従い過去の病歴など個人情報に関する質問　
　は、直接ステイウエル社の担当者と行って頂きます。
☆毎月額の保険料は、月額保険料プラス10ドルの日本人会手数料が加算　
　されております。  

日本人会会員のための健康保険料改定のお知らせ

Premium

2014年　日本人会会員のための保険・保険料
2014 Japan Club of Guam Medical Insurance Premium

2014年１月から、日本人会の保険料が変わります。ご了承ください。

　　　　MEDICAL　            　       MEDICAL & DENTAL
  　（歯科医療補償無し）           （歯科医療保障有り）
  Month Premium      Annual Refund       Month Premium     Annual Refund
    月額保険料  年間リファンド上限        月額保険料    年間リファンド上限  

$208.00

$416.00

$722.00

$375.00

$750.00

$1,236.00

$276.00

$552.00

$896.00

$575.40

$1,050.00

$1,586.40

　　　  MEDICAL　            　       MEDICAL & DENTAL
  （歯科医療補償無し）       　   （歯科医療保障有り）
  Month Premium       Annual Refund      Month Premium      Annual Refund
    月額保険料  年間リファンド上限        月額保険料    年間リファンド上限  

$519.00

$1,038.00

$1,803.00

$375.00

$750.00

$1,236.00

$587.00

$1,174.00

$1,977.00

$575.40

$1,050.00

$1,586.40

HIPPA規定該当者日本人会会員のための保険・保険料

Premium for Entitled HIPPA Rights Holder 

☆保険料やHIPPA規定に関しての詳細は、下記のステイウエル社へ

　直接、お問い合わせください。

　StayWell Insurance社　430 West Soledad Avenue Hagatna, 　　

　Guam 96910　TEL : 477-5091 EXT. 1196  FAX : 477-5096  

Single 
Couple 
Family

Class

Single 
Couple 
Family

Class



東京マート
Tokyo Mart

Monte Celo Plaza, Next to Cost U Less Tamuning
☎646-6615

本年も皆様に愛されるグアム一の日本食
専門店をめざし、スタッフ一同日々精進
いたしますので今後とも、ご愛顧を賜り
ますよう、お願い申し上げます。
東京マート　スタッフ一同

新年会のご準備は是非、東京マートで！！
皆様、新年会のご準備はもうお済でしょうか。
東京マートではパーティプレートのご用意も
しております。揚げ物、お寿司などお気軽に
ご相談いただければと思います。
皆様のご来店をお待ちしております。

新年あけましておめでとうございます。  
昨年も東京マートのご利用いただきまして
誠にありがとうございました。   

月～土　10：00am ～8：30pm 
   日　　10：00am ～6:30pm 

Agana Shopping Center 内 ☎477-6615
各種　お弁当が好評です。

東京マートのセール情報はフェイスブックで  
https://www.facebook.com/home.php#!/TokyoMart.SPE 

壽

Tokyo Mart Express【お弁当専門店】
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　今回グアム日本人会に加盟させて頂きましたTESUJIN 
USA INC、｢月光　THE GECKO」と申します。親会社とな
る株式会社鉄人化計画では、｢カラオケの鉄人｣ブランドを
はじめとした空間提供型アミューズメント施設の運営を行
っております。
　当社はカラオケの鉄人を主軸に、コンテンツカフェ、ス
ポーツバー、まんが喫茶など、エンタメ事業を国内外で展
開しております。
　1部屋で50万曲以上を歌える鉄人システムの開発や(通常
10万曲)、独占コンテンツの配信、マイ歌本サービスなど、
独自のサービスを打ち出し、首都圏66店舗までに拡大して
参りました。大変有難いことに多くの音楽ファンに支持さ
れ｢カラオケは絶対カラ鉄!｣という、熱心なファンに恵まれ
るまでになりました。どのジャンルのファンからも圧倒的
に愛されるブランドに育てるべく、日々新たな挑戦を続け
ております。
　しかしながら、当社が目指しているのは日本だけにとど
まらず世界最高のエンターテインメント企業を創ることで
す。創業14年、上場10年。鉄人化計画は、新たなステージ
を迎えました。そして新たな事業モデルとしてまったく新
しいスタートを切ったのが、9月にグアムリーフ＆オリー
ブスパリゾート内のプールサイドにグランドオープンを迎
えた「月光 THE GECKO」です。
　これまでの事業モデルとは全く異なる「リゾートエンタ
ーテイメント」をコンセプトに、日中からサンセットにか
けてタモン湾を望む最高のロケーションを活かしたプール
サイドカフェ、グアム最大級のラグジュアリー感が漂うバ
ー、80年代に絶大な人気を誇ったCENTURY21にも劣らな
い盛り上がりを見せるクラブ、これまでにないリゾート感
を演出したスタイリッシュな個室で充実したシステムを備
えたカラオケパーティールームを６部屋と、ローカルの方
からツーリストの方までお楽しみ頂ける空間を提供させて
頂いております。
 朝10時からオープンしておりますのでランチタイムにオー
プンエアーな店内でお友達とのんびりリラックスしたり、
個室を使ってデザートを楽しむママ会や、学生でも学校終
わりにカラオケもお楽しみ頂けます。さらにお誕生日やお
祝い事、少人数から大人数のパーティーまで対応できるよ
うパーティープランなども準備させて頂いておりますの
で、お気軽にご相談頂ければと思います。
　ドリンクやお食事もお楽しみ頂けるようトロピカルドリ
ンクなども含め多種多様なカクテルや、すでに名物となっ

10:00 AM – 2:00 AM  ( FOOD LAST ORDER 10:30 PM ) 
TEL.671-649-9099

当ホテル メインプール横

バー

トロピカルドリンクをはじめ豊富なメニューを取り揃え。お好みのドリンクで楽しい夜を心ゆくまで！

クラブ

クールな音楽と最高にホットな夜を! ホテル内なので安心！

プールサイドカフェ

店内で、プールサイドで、水着のまま憩う時間を！フード・ドリンクメニューも充実！

パーティールーム

食事の後もみんなで盛り上がろう！カラオケもOK！

powered by

Day
T ime

Night Night

Night

タモン湾を望むグアム随一のリゾートエンターテインメント

8〜17時(月•火•水•金)
8〜15時半(土)
お休み(木•日)

月光　THE GECKO（TESUJIN USA INC.）

会員紹介

ているハニートーストといったデザートなどもご用意させ
て頂いておりますので、是非一度遊びに来てください。
　最後になりますが、このグアムの地で｢月光(GECKO)!」
と地元の皆様に愛着を持って呼んでいただけるよう、新た
なスタートとして気持ちを新たにスタッフ一同精進して参
りますので、まだまだ未熟者の私たちではありますが、是
非さまざまな面でご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い致し
ます。
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記念碑清掃をする児童生徒

お餅つき大会

会社の看板スタッフ紹介

DIVING グアムの海をもっと楽しもう !!
:: グアムにいる間にこの綺麗な海でダイビングに挑戦して見ませんか？ ::

詳しくはお電話又はメールにてお気軽に
☎ 688-1163 or  guam@s2club.net
http://www.s2club.net/guam/index.html
S2 CLUB GUAM

ライセンスをお持ちでない方、既にお持ちの方、取得をお考えの方

在住の方料金や、遊びにいらしたお友達料金
など各コース特別割引料金を設けています。

特別料金のため、混雑日や、開催不可能日など
ご希望に添えない場合もございますので、

ご希望の方は一度お電話にてお問合せ下さい。

＊H.I.S.GUAM,INC. 
　こんにちは！日本のコンビニSIRENA STOREの“看板
スタッフ（看板店長？）”ことHISの白戸です。SIRENA 
STOREはTHE PLAZA内のHIS　SIRENAラウンジに隣接し
ており、観光客やグアム在住の方に“あってよかった”と
感じてもらえるようなお店を目指しており、特に手作りの
お弁当やおにぎり、日本製の商品はお客様から好評を頂い
ております。当初は、まさか旅行会社に勤務していて「お
弁当温めますか～？」と言うとは夢にも思っても無かった
のですが、楽しくお客様と話をしたり、自分の仕入れた商
品が売れた際に心の中でガッツポーズを決めたりしている
うちに、今では自分の適職だと感じてます。ここまで私を
育ててくれたお客様や関係者の方には本当に感謝の気持ち
でいっぱいです。とはいえまだまだ悪戦苦闘中の毎日です
が、プライベートはグアムに来てから始めたゴルフやダイ
ビング、マラソンや最近ではビーチラグビーなど、できる
だけグアムを楽しむようにしています。なんて書くとかな
り充実した毎日を過ごしているように思うかもしれません
が、実際はそうでもないかもしれません。なぜなら・・彼
女がいないんです（涙）。
　思えば日本を離れる際、友人や家族に「グアムで結婚相
手みつけてくるわ！」なんて豪語してからはや数年・・・
まだ募集中。というわけで彼氏さんのいない女子も、もち
ろんそうでない方も是非SIRENA STOREにご来店ください！
お待ちしております！！                              白戸　純司

＊PMT GUAM CORPORATION
　PMT  Guam Corporationは、JTB
グループの一員としてグアムにおけ
る旅行手配･斡旋を行っています。
グループやパッケージツアーで毎年
沢山のお客様にグアムにお越しいた
だき、様々なのお客様にお応えする
べく努力を重ねています。
　某日、大型団体の記念パーティー
を某ホテルのプールサイドで実施し

わが会社の看板スタッフを紹介します！！ ＊キャットクレア
名前：ブリトニー、　愛称：ブリ
グアム大学在学
当店スタッフの彼女だったブリちゃ
んは、4～5年前からお店に遊びに来
ていて、気が付いたらスタッフとな
っていました。最初の頃は動作が緩
慢ですぐに病欠をする困ったちゃん
でしたが、自分よりも年下のスタッ
フが徐々に増えてくると、責任感が出てくるようになり、
緩慢だった動きもコツがわかってくると、見違えるように
手際よく動いてくれるようになりました。何より奇麗好き
なのでとても助かります。エキゾチックなその顔立はドイ
ツとフィリピンの血が入っているからでしょう。ツーリス
トのお客様からは老若男女問わず「カワイイ！」と声をか
けられるので、本人もソレを理解しているらしく（苦
笑）、お客様にはソレらしく（？）振る舞い、更に彼女の
株は上がると言う好循環となり、すっかりお店の看板娘。
大学を卒業したら、兄の住むシアトルへ行き、メンタルケ
アのカウンセラーになりたいのだとか。　編集委員：M. F. 

ました。そのパーティーでは、社長さん（男性）はチャモ
ロの伝統的な蓑を腰に巻いて松明を片手にボードに乗って
パーティー会場に登場するという企画がありました。ボー
トの移動距離は数十メートルなのですが、参加者からみる
と予想外の登場方法なので「拍手喝采の中のお出まし！」
という趣向です。パーティー冒頭、予定どおり社長が松明
を持ってボートに乗って参加者の前に現れましたが、もと
もと不安定なボートが少し傾き、松明を持った社長さんが
思わずフラリ!!! でも、大丈夫。「最初に社長さんがプール
に落ちては、イベントが台無しになる」と思い、ホテルス
タッフと共に我が社の社員も予定外ながらプールに入って
ボートを支えました。
　弊社は、お客様のグアムでの滞在中諸々のお世話をしま
す。これを総称して「斡旋（あっせん）」と呼んでいま
す。パッケージツアーでお越しの場合は、コンチャラウン
ジ（DFS内）や9つあるツアーデスクが主な窓口になりま
すが、グループのお客様については弊社の係員が幹事さん
や添乗員さんと個別に打ち合わせし、そのグループに沿っ
た独自の対応をいたします。前述のプール内にいた社員
は、そのグループの斡旋担当（コーディネーター）でし
た。万が一に備え水中待機していたようです。
　最後になりますが、上述のコーディネータが今回ご紹介
する竹村利生です。休日は海に出かけ、ダイビングにいそ
しんでおります。スーパーマリオを髣髴とさせる口ひげが
特徴で、優しい表情の中にも厳しさを備え、お客様にご満
足いただけいるよう日々精進しております。

（文責：登坂）
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2013 年グアム日本人学校　体育館建設　スポンサーリスト

PLATINUM
(プラチナ会員)
4社　1個人
$10000以上
　
GOLD
(ゴールド会員)
7社
$5000以上

SILVER
(シルバー会員)
9社
$3000以上

・NS OKUHIRA STEEL CO.LTD
・OTO SHIHO 　（個人）
・P.H.R. KEN MICRONESIA, INC.
・PMT GUAM CORPORATION
・S.P.E. GUAM INC.(TOKYO MART)
　　
・BALDYGA GROUP,LLC GUAM  
　(SANDCASTLE)
・FIRST HAWAIIAN BANK
・KINDEN PACIFIC CORPORATION
・NANBO GUAM LTD. 
・NIPPO CORPORATION
・ONWARD BEACH RESORT
・R & C TOURS (GUAM) INC.
　　・BABA CORPORATION
・COCOS ISLAND RESORT
・FISH EYE MARINE PARK
・HOLIDAY TOURS MICRONESIA,
　(GUAM)INC.
・FLOWER HOUSE AYA
・LAM LAM TOURS &
　TRANSPORTATION
・TAKAGI & ASSOCIATES INC.
・TELL ME CLUB GUAM INC.
・TOKIO MARINE PACIFIC 　　  　
　INSURANCE LIMITED
・ HAMAMOTO GARDENS

2007年以降グアム日本人学校の運営・改
築(体育館含む）・維持・管理目的の為に
$500以上ご寄附頂いた企業・個人の方々
のリスト名入れプレートなし 

$　900 
$　920 
$1,000 
$1,000 
$1,000 
$1,000 
$1,000 
$1,046 
$1,504 
$3,636 
　$8,120 

DAVID　LEE　EVANS
氏家　正揮
井上　明
岩嶋　温子
シニアゴルフクラブ
髙木　まゆみ
新潟グアム親善交流協会
阪神桧山選手
コンチネンタル岡山支店
ZUMBA MADHAUZ
　株式会社レオパレス２１
第 1 回資産管理推進本部
管理部業者会

BRONZE
(ブロンズ会員)
20社　7個人

$1000以上

・ASANUMA CORPORATION
・BANK OF HAWAII
・GUAM REEF HOTEL
・IT & E
・JCB INTERNATIONAL
　(MICRONESIA), LTD.
・KLOPPENBURG ENTERPRISES, INC.
・LEAP CORPORATION
・LEO PALACE GUAM CORPORATION
・MICROPAC INC.
・NIPPON TRAVEL AGENCY
・NIPPONKOA INSURANCE CO.,LTD
・NONAKA CORPORATION
・OBAYASHI CORPORATION
・OCEAN JET CLUB
・PACIFIC MODAIR CORPORATION
・SANKO ENTERPRISES, INC..
・SUMITOMO MITSUI 
　CONSTRUCTION CO. LTD.
・TROPICAL COLOR CENTER
・TENBATA GUAM, INC.
・TOSHO INC.
・TSUKUMO-KAI
・KUMAGAI HIDEYUKI　（個人）
・MORIYA ETSUO/ MASAKO （個人）
・SEKIGUCHI　YUJI （個人）
・SEKIGUCHI　TUYET H. （個人）
・その他　匿名希望者　計 2 名

　その他、日本人会主催のイベントでの寄附や
募金箱などに多くの個人や企業の方からご寄附
を頂戴しております。上記リストからは割愛さ
せていただきましたが、この場をお借りしてお
礼申し上げます。皆様の温かいご好意は、体育
館の建設資金や維持管理に充てさせていただき
ます。引き続きご支援のほどお願いします。
2013年10月31日までの受領分です。※アルフ
ァベット順，敬称略

名入れプレート付基金にご寄附頂いたSPONSOR その他の寄附

　今年は3年に一度の修学旅行がありましたので、今回は3泊４日

(11月28日～12月1日)の修学旅行を中心にお知らせいたします。

今回の修学旅行は，「日本の歴史、文化や産業の見学等を通し

て、広い知識と豊かな情操を養う」ことを目的としました。ま

た、「日本を発見」というスローガンを掲げて、一人一人がそれ

ぞれの日本を発見することを課題としました。

　11月28日早朝にグアム国際空港を出発して、中部国際空港に到

着。予想されていたことですが、やはり日本は寒く、最初の見学

地の伊勢神宮からじわじわと寒さが身にしみてきました。伊勢神

宮は今年、20年に一度の「式年遷宮」の年で、例年になく観光客

が多かったようです。「内宮」「外宮」と回って、その日の見学

は終わり、コンビニに寄ってから鳥羽市の海のそばの旅館に到着

しました。

　二日目は、伊勢から奈良に向かいましたが、途中雪が降ってき

ました。山も田んぼもうっすらと雪をかぶり、子どもたちにはと

ってもすてきな雪景色のプレゼントになりました。奈良に着いて

からは、世界最古の木造建築「法隆寺」や世界最大の木造建築

「東大寺大仏殿」を見学しました。大仏殿では柱の穴をくぐる

「柱くぐり」に挑戦する子もいました。

　奈良公園では鹿にせんべいを上げる子がいましたが、なかには

餌をねだってくる鹿におしりを噛まれたり、体当たりされたりす

る子もいました。また、奈良ではホテルに荷物を置いてから「買

い物タイム」を設け、市内のスーパーや本屋さんで買い物をしま

グアム補習授業校から

どもたちが一番楽しみにしていたUSJ（ユニバーサルスタジオジ

ャパン）に行きました。USJでは班毎の自由行動とし、午前9時30

分から午後5時30分までめいっぱい遊びました。それでも、人出

が多かったので待ち時間が多く、思っていたよりはたくさん乗れ

なかったようです。

した。グアム

ではなかなか

買えない物を

袋いっぱいに

買う子がほと

んどでした。

　三日目は、

奈良から大阪

に移動し、子

　その後は、難波で夕

食の「お好み焼き」を

食べました。お店の人

に焼き方を教えてもら

い、それぞれ自分の食

べる「お好み焼きを」

焼いていました。

　そして、最終日の四
日目は、大阪から京都に移動し、金閣寺→清水寺→銀閣寺と回り

ました。紅葉のシーズンだったので、清水の坂などは満員電車の

ような状態でした。

　その後、京都駅から新幹線で名古屋に行き中部国際空港からグ

アムに戻りました。寒くて風邪を引いた子が何人かいましたが、

楽しく、思い出に残る修学旅行になったのではないかと思いま

す。また、日本の歴史、文化などを学んだだけでなく、「あいさ

つをきちんとする」「人の話をしっかり聞く」など、礼儀やマナ

ーなども学べたのではないかと思います。

補習授業校　校長　本間　勲
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秋祭り反省会

port@guam.net

◆日本語・英語の会話、読み書きができる方　◆米国での就労資格のある方
◆勤務地：JCBプラザ ラウンジ・グアムCometeビル２階
◆応募希望の方は指定のアプリケーションフォームにご記入下さい。
　アプリケーションフォームはJCBプラザ ラウンジ・グアムまたは
　e-mailアドレス（yoshihiro.hattori@jcbimic.com）にご請求下さい。
◆お問合せは下記までどうぞ。
　Tel:   646-0993　服部／マカーシー
　e-mail: yoshihiro.hattori@jcbimic.com
◆営業時間　9:00̃18:00　年中無休

●カスタマーサービス●オフィス業務
●営業フルタイム又はパートタイム

求人募集中！

チケットブースのボランティアの人数不足
チケットと紙幣の再確認にも時間を要した
チケットブースが長蛇の列となった
つり銭が無くなった($300分しかつり銭準備が無かった)
値上げの理由を執拗に聞かれた
来年度の料金の再検討
来年度は前売りと当日でチケット料金を変える方法もある
来年度はEメールでの販売も導入しては如何
東京マートでチケットが売り切れと言われた
チケット販売数が売上向上に直接関与しているにも関わ
らず、チケット販売において初歩的なミスをした
チケットブースを増やす、あるいはチケットの各ブース
での販売も考えてみてはどうか?(各ブース責任にするの
は困難)
チケット・エキスプレスラインを作成した
チケット、物販の料金を分かり易く表示して欲しい
チケットを小銭で買う人が増えてお金を数えるのが困難

　
オカペイレス前のパーキングの告知不足
時刻表やルートなどをポスターに入れて告知するべき
本年度は路駐が多く警察から車番アナウンスを盛んに頼
まれた
スケジュール看板の増設表示が必要

　
来年は司会を含め青年部及びコミッティ、参加者と会議
を増やして欲しい
司会などの要所にインカムが無かった
進行において時間を無駄にしたのが多かった
ファイヤーダンスが他の参加団体より長かった
日本からの参加団体や日本を基調とする演舞などを重視
するべき
盆踊りが1回とは短すぎる
太鼓が音楽と合っていない
日本人学校生徒による国歌斉唱の合図出しの先生が、昨
年に続いて不在で纏まらなかった
次の演舞者の集まりとスタンバイが上手くいかず進行が
スムーズに進まなかった
マイクロフォンが今迄で一番悪い状況、2本とも使えな
くなった
ステージ進行中に照明操作のためにライティングバーに
人が上った
次世代の司会者の発掘が必要
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＜チケット販売について＞

＜運行バスについて＞

＜進行・パフォーマンスについて＞

日本人学校の子供が参加している演舞が続いたため連続し
て参加する子供達がいて衣装変えが大変だった、ある程度
ローテーション可能なようにプログラムを組んで欲しい
日本舞踊はヒルトンの客室利用して着替えを行うので午
前中のEarly Check Inが必要です。来年度は日本人会から
もホテルに時間的な考慮をお願いしてもらえれば助かる
もちつきは今回5回行いました。今年はテント内で行い
ましたが、来年はテント外で行いたい
まぐろ解体の合図が今ひとつ上手くいかなかった
今回マグロ無料提供の三高物産に日本人会から礼状が欲しい
CMの一環としてFacebookやTwitterなどを開催前から開
設しスケジュールなどの情報を告知するべき
＜物販関連について＞
学生ボランティアは欠員も少なく非常によく動いてもら
ったとの全体感想です
物販はお面(おかめ･ひょっとこ)、光物、カチューシャな
どが良く売れた
笛などの小さい小物が売れにくい
光物は袋入りの新品の状態で約30%が電池切れの不良品
であった
ジェネレーターの配置場所を考慮して欲しい
雨対策でブース置かれたパレットが危険
ボランティアリストと配置表などを明確にするべき
無形有形全てにおける協賛関係リストが必要
来年度の日付設定について
毎年ではあるがThanks GivingWeekによる認可関係の遅れ
数ヶ月前から数回行われた事前会議に欠席する人間がいた
販売価格は物価やレートに関与してくるので、来年度同
チケット枚数での販売なら各ブースで量をコントロール
するなどの配慮が必用
看板などの英文チェックが必要
御祓いが長かった
金魚すくいとポイの販売場所を分けて居座り組みを入れ
替える
スーパーボールはすくった数での景品に差をつける方法
も考慮
男の子の景品や物販が少ないと感じる
ゴミの分別、リサイクル用分別ゴミ入れはあったが、実
際にはブース間にゴミ袋を設置していて、そこへのゴミ
捨ては分別なしであった。各ブースに備えるゴミ袋にも
分別を明記したほうが良い。ドリンクブースには〔缶専用〕
〔ペットボトル専用〕のゴミ袋を置く。
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2014年度　グアム日本人学校
体験入学並びに入学説明会のお知らせ

　グアム日本人学校は2014年度新入学の児童・生徒を対象

にした体験入学並びに入学説明会を下記の通り行います。

〈体験入学〉

　日　時：2014年2月4日（火）11：15～14：05

　場　所：日本人学校　１年生教室

　対　象：日本人学校幼稚部：年長園児ならびに小学部入学予定者

　　　　（2007年4月2日～2008年4月1日の間に生まれたお子様）

   内　容：授業体験等

　※くわしい内容等については「グアム日本人学校」へお

　　問い合わせください。

　〈入学説明会〉
 　日時：2014年2月4日（火）15：30～
 　場所：日本人学校会議室

 　対象：小学部１年生

　　　　（2007年4月2日～2008年4月1日の間に生まれたお子様）

　　　　 中学部１年生

　　　　（2001年4月2日～2002年4月1日の間に生まれたお子様）

    お問い合わせ グアム日本人学校　734－8024

　
【お願い】　

　※「2014年度の体験入学並びに入学説明会」へご参加さ

　　れる場合、予めお名前等をご連絡ください。

　※申込者多数の場合は、日本人学校の規定に従います。

　2014年が始まりました・・・という事で、月並みで

すが今年起こる事を確認していきましょう！まずは2月

7日【ソチ冬季オリンピック開幕】ちなみにソチってい

うのはロシアのリゾート地で、一番ヨーロッパに近い端

っこだそうですよ。がんばれニッポン！

　続いて4月には【消費税率8％へ】こりゃ大変です

よ。ちなみに2015年には10％への引き上げが予定され

ているらしいです・・。さてさて、気を取り直して6月

12日【FIFAワールドカップブラジル大会開幕】決勝トー

ナメントまで行けば７月まで熱く楽しめます。これまた

がんばれニッポン！７月にはいよいよ東京オリンピック

に向けて国立競技場の解体工事が始まります。近未来を

感じさせる超カッコいいデザインですね。

　2014年度内の出来事としては【北陸新幹線　長野－
金沢間　開業】これにより東京－金沢がナント２時間半

で行ける様になるそうです。大阪では【あべのハルカス

全面開業】で日本一高いビルの称号が横浜ランドマーク

タワーから移ります。さあ、どうする横浜市民・笑

　レアな所では、4月1日【宝塚歌劇団100周年】や11月

1日【ハローキティ生誕40周年】で一部で盛り上がりそ

うですが、やっぱり「スポーツで消費税率UPを吹き飛

ばす！」そんな一年になりそうですね。

　　　　　編集委員　　亀井　俊士満

　下記のとおり、入園説明会を開催致します。お忙しいとこ

ろ恐縮ではございますが、４月からのご準備や心構えなども

あわせて説明させて頂きますので、ご出席のほどお願い致し

ます。

記

1.日時：1月16日（木）　午後3時30分〜4時30分

2.場所：グアム日本人学校　会議室　

3.対象：幼稚部　年中、年長　入園予定、希望者の保護者様

4.内容：(1) 幼稚部の概要説明

           (2)入園に当たっての心構えや準備等のご案内

5.その他　駐車場は学校前庭をお使い下さい。

※ご質問等は、本間または、山野井までお問い合わせ下さ

い。（電話：734-8024)

　2014年度入学予定の幼児生（プリスクール）、新小学
1年生を対象とする入学説明会のお知らせをします。
　　　　　　　　　　　　　記
１　日時　2014年2月22日(土)午後12時45分～1時30分
２　場所　補習授業校　会議室
    ＜幼児生（プリスクール）＞
　  2008年4月2日～2009年4月1日の間に生まれたお子様
    ＜新小学1年生＞
　  2007年4月2日～2008年4月1日の間に生まれたお子様
※入学説明会に参加をご希望の場合は、2月19日までにお
　申し込みください。　　　　　　  電話:（734）ー8025

グアム補習授業校　入学説明会

平成２6年度入園説明会のご案内
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