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グアム日本人会ニュース

新年のご挨拶

在ハガッニャ日本国総領事

清水　久継

第２5代　日本人会会長

高木　秀暢
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　新年明けましておめでとうございます。図らずもグ

アムで4回目の新年を迎えることになりました。潮風に

揺れる椰子の木を眺めながら都会の喧騒とは程遠いの

どかで平穏な日々を送っていると､つい季節の移ろいも

忘れ日本への郷愁の念も薄れていくような気がしま

す。それでもこうして暦が改まるこの時期を迎えると､

ふと日本の伝統的な風情が妙に懐かしく思い出される

ものです。

　昨年はグアム日本人会にとって誠に喜ばしい知らせ

がありました。高木会長がこれまでの日本人社会への

貢献を称えられ天皇陛下より旭日双光章を授与されま

した。会長の叙勲は次代を担う日本人コミュニティに

とり大いに励みになるものと思われます。心より祝意

を表するものです。

　日米関係にとっては､昨年は戦後70周年という大きな

節目の年でした。4月には安倍総理が訪米し､日本の総

理として初めて連邦議会上下両院合同会議で演説を行

い､かつては戦火を交えた日米が､戦後､和解を果たして

強固な同盟国となり､世界の平和と繁栄に貢献してきた

ことをアピールしました。またオバマ大統領との会談

では､沖縄の負担軽減が政府の重要課題であるとした上

で､沖縄海兵隊のグアム移転がグアムの戦略的拠点とし

ての発展を促し､米国の軍備再編政策にも資するとして､

移転を着実に進めていく旨伝えました。そして10月に

は菅官房長官がグアムを訪問しました。我が国は沖縄

海兵隊のグアム移転に対して総額31億ドルの資金協力

にコミットしています。7月には懸案であった補足的環

境影響評価書がまとまり､8月には今後の具体的な移転

計画がRecord of Decisionとして発表され､さらには2016

年度の国防授権法案も修正ののち成立したことから､今

後､移転計画が着実に進展するものと思われます。

　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ります。

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。

　新年おめでとうございます。今年の干支は申年です。

申年の特徴は器用で臨機応変な性格だそうです。申年の

人は美男美女が多く両親や兄弟と一緒に住む宿命のよう

です。有名人としては､桑田真澄､野茂英雄､高橋秀樹､エリ

ザベス・テーラー､岸恵子､三船敏郎､確かに美男､美女です

ね。

　さて､わたしはグアムに長くいますが最初の頃はコタツ

にあたりながら､雑煮を食べたり､一年の目標を立てる日

本の正月を懐かしがりました。しかし､今は青い海､暖か

い気候､正月､グアムの正月も良いなあと感じるようにな

りました。グアムは素晴らしいところです。

　話が変わりますが､この素晴らしいグアムの日本人会に

問題が山積みで存続の危機に面しています。体育館を建

てたが借金で首が回らない。日本人学校は生徒数が減り､

授業料収入が減り経営が厳しい。会員の方からは仕事が

多すぎてこんなボランティアはやってられないとなり手

が少なくなる。全てが基本的な問題です。

　さて､この日本人会が出来てすでに42年ぐらい経って

います。ご存知の通り日本人会が主催する秋祭り､アート

＆クラフトフエアー､ハロウィンパーティー､グアムでの

戦争犠牲者への慰霊祭参加など大きくグアムに浸透し､今

では無くてはならないグアムの大事な行事になっていま

す。また､日本人の子弟の為の日本人学校の経営､何がな

んでもこの日本人会を続けていかなければなりません。

どうか､この日本人会の今の問題の解決の為に是非皆様の

お力を貸して下さい。

　今年の日本人会の理事､来年の日本人会理事に是非俺が

やってやる､私が立て直してあげる､是非ともこの場をお

借りして熱いやる気のある皆さんのサポートを切にお願

い致します。

　2016年が皆様にとって最良の年となりますことを祈念

して私の挨拶とさせていただきます。
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第9回定例理事会議事録(未承認)

日　時：2015年（平成27年）12月17日　13:30〜14:30
場　所：日本人会事務局　会議室（ピアマリーン1階）
出席者：理事14名　監事1名(欠席理事4名､監事1名：小松/
　　　　辻/目黒/山本理事､菅原監事）
議　事：

１．承認事項
　　議事録（案）
　　第8回定例理事会議事録（案）を承認した。
２．各部報告
　１）教育部（遠藤部長）
　　　　遠藤部長より､学校運営に関する報告が､12月10日に行
　　われたグアム日本人学校定例理事会議事録をもとに
　　行われた。特に説明のあった事項は以下のとおり。

　２）文化部（谷本理事）
　　第18回アートアンドクラフトフェアー
　　2016年3月12日にホテルニッコーで開催する。第一回
　　のミーティングを12月22日14時から日本人会事務局
　　で行う。
　　ピースフェスティバル・クリスマスデコレーション
　　11月23日､30日で知事公邸で飾り付けを実施。日本人
　　会から6名のボランティアが参加。材料費もボランテ
　　ィアの方のご厚意となったため､来年は材料費は日本
　　人会の予算からまかなうこととする。
　　GCWC (Guam Council of Women’s Club)
　　12月2日の定例ミーティングに槇原理事､谷本理事が
　　参加した。
　　慰霊碑清掃
　　12月12日に谷本理事が慰霊碑清掃に参加した。
　３）青年部　萩原理事）
　　日本人会秋祭り

　４）商工部（釜山部長）
　　1月〜3月（時期検討中）に､第二回座談会とタイタノ
　　弁護士による講演会を計画中。

　５）渉外広報部（川端部長）
　　ラッテについて
　　11月15日に定例編集会議を行い､12月号掲載内容､入
　　稿状況確認､1月号のアイディア出し､スペース割りを
　　行った。
　　Web改定について
　　改訂作業中。
　　秋祭り広告関係
　　Pacific Daily NewとGuam Timesに御礼広告を掲載した。
　　これで秋祭り関係は完了。
　　ラッテ広告減少
　　広告主を集める必要がある。理事のみなさんの協力
　　をお願いします。
　６）総務部（立花部長）
　

　７）会計部　(登坂部長）

３．その他
次回理事会は1月21日に開催予定。

書記長：立花　留義

日　時：2015年3月12日(土) 午前10時～午後4時

場   所：ホテルニッコーグアム“ TASI ”ルーム

テーマ：春うらら　―Serene Spring―
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

お問い合わせは日本人会事務局まで。

アート＆クラフトフエアー開催のお知らせ
～出展・パフォーマンス参加者募集～

【理事会資料は日本人会事務局にて公開しており 
　ます。ご興味のある方は是非ご覧ください。】

・
・

・

・

園児､児童､生徒数先月より変更なし。
12月19日に保護者を対象として､来年度から開催を
予定している習熟度別指導のオリエンテーション
を開催する。
学校に対し､全日制PTAより､フリーマーケット収益
金から3,000ドルの寄付があった。
体育館建設費用募金箱の回収と再設置が完了､年に
1階回収しており､今回は約1,700ドル集まった。募
金箱の設置をお願いできるところがあれば紹介い
ただきたい。

・
・

・
・

・

・
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11月28日に予定の1週間遅れで秋祭りを実施した。
天気にも恵まれ､大きな事故もなく無事終了した。
反省点を募っている。意見をまとめて来年度の秋
祭りに反映させる予定。
収支は現在集計中。
当日､消防､保健衛生の監査が入ったため混乱があっ
た。一部食品を破棄しなければいけない､臼､杵､木
製の升が使えなくなったなどの問題があった。今
後は､開始時間の14時までに監査を行ってもらうな
どの申し入れをしたい。
高木会長と副州知事が会談をし､秋祭りに関して打
合せをした。再度打合せを行い､上記問題に関して
申し入れすることも可能。内容などに関して､青年
部でまとめる。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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日本人会会員保険は加入者数29名､前月比1名減。
法人会員のリーフホテルさんより､12月23日に開催さ
れるミスターマリックのマジックショーに日本人会
員の希望者を招待する旨の連絡をいただき､会員一斉
配信で希望者を募集した。
秋祭りの感想､意見を会員に募集し､現在とりまとめ中。
2016年新年会は､1月1日10時より､ヒルトンホテルで
行う。
新年会で紹介する新規着任者を集計中。
ゴルフ大会収益金からの学校への寄付は､新年会席上
でなく､期末に行う。
新年会時のラッテ用写真撮影は､渉外広報部で調整する。
12月14日に総務部ミーティングを開催し､新年会､時
期理事選挙に関して打合せを行った。
2016年1月初旬に､理事選挙に関する選挙管理委員会
を立ち上げる。

11月分会計および､秋祭り収支速報を報告。
会費収入が昨年同月より10,000ドル程度少ない。原
因を精査し､対策を考える。
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　日頃パソコンの操作法などで
お世話になっている理系老人グ
ループに誘われて､JAXAの中枢
施設「筑波宇宙センター」へ出
かけた。
　常磐自動車道を北へ2時間､桜
土浦インターで降りて数分で宇
宙センターに着いた。正門を入
ると目の前の広場に本物のH2
ロケット(長さ53ｍ直径4ｍ)の
赤い巨体がドカンと横たわって
いてびっくり。センターの敷地
は19万坪､東京ドームが12個も
入る広大さだ。

筑波旅行記

【2016年　日本人会新年会　報告】

　日本人会主催､2016年(平成28年)の新年会がヒルトング
アムリーゾート＆スパマイクロネシアボールルームにて
開催されました。当日は100名を越える会員の皆様に参列
して頂き､米国歌・グアム州歌・君が代の国歌斉唱から始
まり､名誉会長でおられる清水総領事のご祝辞と､高木日本
人会会長のご挨拶を賜りました。続いて本年の干支にあ
たる申年を代表しまして､S.P.E.グアム権田社長による一年
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。また､昨年11月に高木様が旭日双光賞を授章さ
れましたこと及び授章パーティーについてのご報告があ
りました。祝賀会会場では､ホテルさんのご配慮でお雑煮
他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。人物往来のコーナーでは昨年新たにグアムに
来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　立花　留義

　先ず､予約なしに誰でも入れる常設展示館で､日本実験棟
「きぼう」や物資運搬機「こうのとり」､各種衛星の実物
大モデルを見て予習した後､受付で運転免許証などの公的
身分証明を提示し､予め予約しておいたガイド付き見学ツ
アーに参加(希望者が多くこの予約がなかなか取れない)。
　バスで移動し､宇宙飛行士養成棟(無重量環境試験棟)と宇
宙ステーション(ISS)の一翼を占める日本実験棟「きぼう」
の運用管制室を中心に見学。その時ISSは深夜3時で就寝中
だったため､管制室の方も殆ど休憩中だったが､常時50人の
管制官が3班に分かれて24時間体制で対応し､米国のNASA
とも情報を共有している。
　以下､ガイド嬢の説明等で印象に残った事柄を幾つか挙
げると：
＊米国やロシアの補給失敗が相次ぎ､去る8月19日に打上げ 
　た「こうのとり5号」はISSの危機を救った。時速28,000
　キロ､新幹線の150倍の速さで回るISSに10ｍまで接近､由
　井さんがアームで捕捉した。

＊船外活動のための宇宙服は背中の生命維持装置を含めて
　約120キロ。十二単衣ならぬ特殊素材を14層に重ねた十
　四単衣で､直射太陽熱の200度にも耐える。但し､船外活
　動は1回8時間が限度とか。
＊宇宙食の容器を透明に変えたのは日本の発明で､食欲が
　一段と増したが､すべて加熱は80度までが限度で沸騰は
　させられない。
＊小水をはじめ全ての水分は浄化して再利用する。常に緊
　急時に備えるためアルコール類は一切禁止。従って長期
　滞在の飛行士はシャワー､温泉､ワイン､ビールなどの夢を
　見るらしい。
＊うどんやラーメンの宇宙食もあるが､麺が船内を泳いで
　は困るので､一口ずつ食べるようにブロック状にパック。
　(それでも麺類なのか？)
＊向井千秋飛行士が20年前に飼育／産卵させて連れ帰った
　メダカの子孫(23代目)は､いまも宇宙センターの水槽で元
　気に泳いでいる。
　見学の後は､「つくばの街路樹」を眺めながら市内を巡
った。ユリノキ､トウカエデ､モミジバフウなど大型街路樹
だけでも9種､自然形仕立で総延長50キロの街路樹網は世界
で も 例 を 見 な
い。宇宙オンチ
の私は秋色に輝
く木々を愛でな
がら､地球上に生
きる幸せを噛み
しめた。(HIRO株
式会社発行：雑
学 新 聞 「 せ れ
ね」より転載

小林　正典

～筑波宇宙センター見学～
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今回は台風接近の為､一周間延期をしたため､日本からの
パフォーマーがいなかった為､会場を前と同じ一箇所で行
った事､私はこの方が昨年よりはるかに盛り上がったので
はないかと思います。来年は今年と同じようにやられる
事を望みます。
祭りの売上げ､収益の発表はありますか。担当したブース
の最終的な売上げが分かればどの程度貢献できたのかが
分かるのでありがたい。当社が担当したブースは２つに
分けて販売していたので。
ボランティアで来る高校生が売り上げたチケットを万引
きしていた。指定の売上げBOXに入れるよう指導したが
受け入れないボランティアもいました。
まじめなボランティアもいたので､そういう面では残念で
あった。
ポップコーン1袋を買うだけて､30分並び待ちました。も
っと効率よく食べ物が買えれば､チケットももっと売れる
と思います。
簡易トイレのトイレットペーパーの棚などがなく､ペーパ
ーが散乱し､使っていないペーパーも丸ごと下に落ちて､
ぬれてしまい､トイレットペーパーがあるのに､使えませ
んでした。もったいないと思いました。
盆踊りや御神輿が通る場所を事前に白線などで印をつけ
てくれるとどこに座るか決めやすいです。レジャーシー
トを広げて食べ物を食べていても､急に御神輿が通ると言
われて､移動しなくてはいけなく､小さい子供がいるとす
ぐに移動ができず､困ります。
今回､台風で延期になり､結果､外部団体のショーはありま
せんでしたが､グアムらしいお祭りでとてもよかったと思
います。外部団体のショーも楽しいですが､グアムで長け
ている人もたくさんいると思います。そんな方にショー
に参加してもらうのもよいと思います。秋祭りの趣旨は
何なのか､いつも考えさせられます。御神輿も今回はロー
カルの人もかついでいて､楽しそうでした。
盆踊りもローカル(大人も子供も)はとても楽しみにして
おります。もっとローカルが参加できるものがたくさん
あるとよいと思います。
まぐろ解体はステージ上でやってほしいです。後ろにい
る子供は全く見えません。
お祭りの時間帯を変更するのはどうでしょうか？例えば､
開始を遅らせ､終わりをもう少し長くする。実際､ローカ
ルがお祭りに来た時間は19時半以降。そして､21時に終
わるのは早いという意見でした。
今回はステージが中央一つでとても把握しやすかったで
す。来年度も一つがいいなと思いました。
時間がずれたときに､ステージが先か､御輿が先か､誰に聞
けば確実なのかが不明確であったため､運営の代表者を明
確にしてほしい。
ブースのボランティアの高校生が､ポイを無料で友達や子
供にあげたり､終了時刻を過ぎても客寄せをしたりし､自
分勝手かつ収拾がつかない状況が見られた。ボランティ
ア学生を本当に必要としているのか､必要であるならば､
該当学校の教員も同時に配置し､監視をさせるなど精査し
なければ､ずさんな運営になっていると感じた。
時計をもっていない子どもたちもいたため､司会者が｢子
ども御輿を担ぐ子どもたちは､御輿の方まで移動をお願い
します。」等の声かけをしていただけると助かる。

【グアム日本人学校(全日制)入学説明会のご案内】

　平素は､本校の教育活動にご理解ご支援を賜りありがとう
ございます。
　下記のとおり､４月新入生の保護者を対象に入学説明会を
行いますので､ご案内致します。

記
1.期日：平成28(2016)年2月3日(水)午後3時30分～４時30分
2.会場：グアム日本人学校　会議室
3.対象：4月に小学部または中学部の1年生に入学予定者の
　　　  保護者
4.内容：学校概要説明､入学に当たっての準備や学校からの
           お願いなど

【グアム日本人学校(幼稚部)新入園申込受付のお知らせ】

 グアム日本人学校　幼稚部では､平成28年度(2016年度)の
新入園児の申し込みを受け付けております。

対象：幼稚部　年中
         2011年4月2日～2012年4月1日の間に生まれたお子様
対象：幼稚部　年長
         2010年4月2日〜2011年4月1日の間に生まれたお子様
申し込み場所：日本人学校　事務局   
問い合わせ：小住/山野井/ダカナイ　　　

【グアム補習授業校　入学・編入学説明会】

　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。また､編入学
(小学2年生以上)説明会も同日に行います。
　　　　　　　　　　　　　記
1.日時：2016年2月20日(土)午後12時45分～1時30分
2.場所：補習授業校　会議室(入学)・図書室(編入学)
  ＜幼児生(プリスクール)＞
　2010年4月2日～2011年4月1日の間に生まれたお子様
  ＜新小学1年生＞
　2009年4月2日～2010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。　
  ＜電話番号＞　734－8024､8025まで。　　　　

会員の皆様から秋祭りへのご意見をいただきました!

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

■賃貸２ベッドルーム２バス  $1,300～$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)

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

秋祭りへのご意見！ グアム日本人学校 ( 全日制､幼稚部､補習校 ) 入
学説明会のご案内
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 『伝えようみんなの想い　届けよう笑顔と感動』をスロー
ガンに掲げ､12月6日(日)グアム日本人学校の体育館で幼稚部･
小学部･中学部のスクールパフォーマンスを開催しました。主
な内容は､幼稚部のオペレッタ､小･中学部の劇･合唱･合奏です。
 今年も､多くのご来賓､そして保護者やご家族の方々にお越
しいただき､子ども達の真剣で一生懸命な演技に最後まで大
きな拍手を送っていただきました。笑顔と感動が伝わった
でしょうか。
　日頃､大勢の前で発表する機会の少ないグアム日本人学校
の子ども達です。多くの皆様に観ていただいたことは､一人
一人の自信となり､良き思い出となりました。劇の衣装や小
道具など､ご協力いただきました保護者の皆様､関係の皆様に
心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

　現地校は高校卒業までセントジョンズにお世話になりま
した。補習校を卒業しましたので､中学までは日本語に触れ
た生活をしておりましたが､日本の大学に進学するまでの高
校生活は日本語は日常会話だけでした。補習校を同期で卒
業したのは12.3人位だったと思います。多くの同期がアメ
リカの大学に進学する中､アメリカへの進学も考えましたが､
上の姉達が日本に進学･就職し忙しくしているのを見聞きし､
日本で生活してみたい働いてみたいと思うようになり大学
は日本にしました。大学生活では日本に随分慣れたと思い
ます。ただその先の就職では外資企業から内定は頂いてい
たものの最終的には､ここで甘えず自分へのチャレンジと思
い日本の企業を選択､自分の中ではバイリンガルと言うには
日本語が中途半端だと思っていたので､それを克服するため
にも今の会社に就職しようと決めました。会社は総合商社
で帰国生などはいないものだと思っていましたが､意外にも
帰国生もおりました。ただ中途半端だった日本語の面で日
本でずっと教育を受けている方とはやはり違う点もあり､

グアム日本人学校から

【日本人学校補習授業校OBに聞きました！Vol.02】
1997年度補習授業校卒業生　　野瀬　隆志　

「帰国だから・・・」と思われないよう努力しました。
苦労と言えばその点でしょうか。今は年数も重ね部下も
おりますのでそんな事は言っていられません。入社9年
目ですが､2年前までインドネシアに3年半滞在しておりま
した。私が育ったグアムと環境が近く､現地に慣れるのは
早かったと思います。時間の感覚､責任感の違い等日本と
は違う点も多かったのですが､グアムという多民族社会で
育った環境からかアウェイな感覚はありませでした。そ
して海外では自分の育った環境や語学が存分に生かされ
たと思います。
　今回は､住友商事(電力事業第一部)でご活躍の野瀬隆志
さんに話を伺いました。日本に帰国後も新規事業開発し
ているフィリピンとインドネシアと忙しく飛び回ってい
る様子。中学生の時に「補習校卒業したら日本語忘れち
ゃいそう」と言っていたのを思い出します。そんな事あ
りませんでしたね。　　

インタビュアー　編集委員　R.U

「うみぼうずがでる!!」(幼稚部）　

「どうぶつかいぎ」(小学部１･２年）

「いちご姫」
(小学部３･４年）

「まぬけ村物語」
(小学部５･６年）

「もう一つの
    ロミオと

ジュリエット」
  （中学部）

→

「全体合唱･合奏」
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平成27年秋の叙勲を受賞された　高木　秀暢さん
Takagi Associates, Inc. 社長・日本人会会長

この度は旭日双光章
(きょくじつそうこうし
ょう)の受賞おめでとう
ございます。
今回の叙勲は実に名誉
なことで､本当に喜んで
います。私にとって人
生の節目の思い出の1
ページに載せられる記
念すべき出来事です。
この受賞は皆様のご援
助 と ご 指 導 の 賜 物 で
す。
授賞式はいつどこで開
催されたのですか？
11月13日に外務省で大

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。

臣から勲章と賞状を授与されました。その後､受賞者
全員が外務省で会食した後皇居に移動し､宮殿で天皇
陛下に拝謁しました。陛下は大変お元気な様子で､車
椅子の乗った受賞者には陛下自ら大丈夫ですかと声
をかけられ､とてもお優しい方だという印象を強く受
けました。
言うまでもなくこの受賞は高木様の長年の地域社会
への貢献が日本政府から認められたわけですが､我々
がすでに周知のRed Crossへの多大な貢献やピース・
リングの会長などの他にHospital Foundationなどにも
貢献していらっしゃるご様子ですので､地域社会活動
の話をお聞かせてください。
American Red Crossは10年ほど続いており､今はSecond
Vice Presidentです。そもそもはここの支部がアジア系
の幹部を探しており､私に依頼があったのです。アジ
ア系では私が今だに一人だけで､現在私の後継者とな
ってくれる日本人を探しています。どなたかいませ
んか？Peace RingはグアムのNPO法人で､日本にもあ
ります。グアムでは19,000人もの日本人の兵隊さんが
亡くなられています。これらの兵隊さんの慰霊を末
永く継続するため､日本人会行事として慰霊塔･慰霊碑
の清掃と慰霊を年二回､ピース･リングがお膳立てのお
手伝いをしています。また未だ90％の日本の兵隊さ
んの遺骨がグアムの地に眠られており､一日でも早く
遺骨収集が出来るようにグアムで出来る協力はして
います。Hospital Foundationはグアムで心臓と脳の応
急処置が出来るPrivate Hospital設立のためのNPOです。
グアムに住む日本人と観光客のために､この病院に日
本からの共同投資と日本の病院の誘致を試みました
が､残念ながら思い描いた体制にはならなかったもの
の､今年遂にMedical Cityという民間経営のホスピタル
が完成し､心臓と脳の応急処置が出来るようになりま
したがね。他にグアム大学のMARCと呼ばれているミ
クロネシア･エリア・リサーチ･センターの最初のチャ
ーターメンバーとなり､8年ほど理事を務めています。
多くの文献や写真が保存されており､今後も様々な研
究上役立つことを願っています。

昨年5月にTakagi Associates, Inc.の25周年を迎えら
れ､おめでたいことが重なっていますが､会社設立まで
はどうなさっていたのですか？
当社は日系ビジネスの保険が専門で､日本人会会員の
皆様には特にお世話になっています。25年前までの
17年間もやはり保険をやっていました。UIUという保
険代理店の現地責任者で､25年前に現在の会社として
独立したわけです。つまり保険は既に42年の経験で
す。当社のモットーは保険で引き受けられない保険
を世界中から探してくることです。多くの米軍人や
家族達が入っているUSAAなどのアメリカ系の保険会
社を含め10社の保険会社と提携をしています。
高木様がグアムに移ってこられたのは何年ですか？
確か農業を興す目的でいらしたと聞いています。農
業からアメリカの保険会社のグアム支店長になられ
た成り行きは？当時はいろいろなご苦労がありであ
ったと思いますが､そんな苦労話をお聞きしてもよろ
しいでしょうか。
私が初めてグアムに来たのが1967年で､移住したのは
1969年からですから既に46年間グアムに住んでいま
す。私は農学部卒で､もともとブラジル移住を考え大
学時代はポルトガル語を勉強したほどです。それが
まずはCNMIでのミント栽培の調査から始まり､最終的
には同僚7人と共にグアムで野菜栽培の事業を開始し
ましたが､台風などの自然損害､水牛(カラバオ)やノブ
タ等の動物からの被害､グアムの農地に生息する病気､
バッタなどの害虫による被害などの日本では考えら
れない戦いで資金が途絶え､3年で断念しました。しか
し私は日本に帰る気になれずにいたところ､日本で保
険会社勤務､保険代理店事業をしている私の父､兄､弟
全員が家族会議で私が日本に帰らないのならグアム
で保険業を興す､という条件で､私のグアムでの保険人
生がスタートしたのです。苦労話とい言えば､一番苦
労しているのは家内です。仕事ばかりの人生で家庭
は任せ切りでしたからね。家内にこのページで苦労
話をしたらどうかと聞くと､｢叙勲の話が吹っ飛んでし
まいますよ。」(笑)｢苦労した甲斐がありました。貴
方も本当にご苦労様でした。ありがとう。」と言っ
てくれました。　  インタビュア：　ウッドレー節子
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　興味はあってもほとんど調べたことがないのが年金制度

ではないでしょうか。今回はそんな米国の公的年金制度に

ついて簡単にまとめてみました。公的年金はソーシャルセ

キュリティー又は､OASDI(Old-Age,Survivors,and Disability 
Insuranceと呼ばれており､老齢年金の他にも家族年金､遺族

年金､障害年金が含まれていて､傷害・障害､そして死亡の際

に月々の手当てが本人もしくは 家族に支給されます。

　今回はその中で老齢年金について説明してみます。老齢

年金は､40四半期の就労(10年分に相当)で受給資格を満たす

ことができます。

　次に支給開始年齢ですが､日本同様に段階的に支給開始年

齢が引き上げられていて､2009年から2020年の支給開始年

齢は66歳です。1960年以降生まれの人については､67歳が

支給開始年齢となるようです。また支給開始の繰上げ・繰

下げの選択も可能で､繰上げにより62歳からの支給､および

70歳までの繰下げ支給を選択することができます。繰上げ

支給については一定の減額､繰下げ支給については一定の増

額が行われます。そして日本で国民年金・厚生年金に加入

されている又はいた方は､アメリカに居住していても年金を

受給することが出来ます。特に2005年10月に､日米社会保

障協定が締結されたことにより､アメリカ合衆国の年金と､

日本の国民年金・厚生年金を合算して受給することができ

るようになりました。

　どういうことかと言うと､日本の年金を受け取るには､国

民年金・厚生年金・共済年金の加入期間を合計して25年以

上ないと､原則として年金の受給資格はありません。しかし

ながら<日本での年金加入期間>+<20歳から60歳までの日

本国籍での米国在住期間>が25年以上､もしくは<日本での

年金加入期間>＋<米国での年金加入期間>が25年以上で日

本の年金を受給することができます。

　例えば､日本で8年間サラリーマンとして働き､その後在グ

アム17年目の日本人は日本で加入していた年金を受給でき

ます。もちろんグアムで10年以上働いてれば米国での年金

受給資格もある､ということです。さらに米国での就労が

10年未満でも日本での年金支払い年数を足すことにより10

年間以上となれば米国の年金受給資格を得ることができま

す。日本で働いていた方や今後帰国される方は､この制度に

より恩恵を受けることとなるので忘れないようにいてくだ

さい。

■米国社会保険のサイト

　https://www.ssa.gov/

■自分のおおよその年金額を算出してくれる米国社会保　

　険のサイト

　https://www.ssa.gov/planners/retire/anyPiaWepjs04.html

■日本年金機構(日本の年金とともに米国の年金をここで 

　申請します)のサイト

　http://www.nenkin.go.jp/
編集委員：M.F.

　2015年12月12日(土)太平洋戦争で亡くなられた戦没者の
ための慰霊塔･慰霊碑の清掃と慰霊がピースリング･オブ･グ
アムと南太平洋戦没者慰霊協会のご協力のもと行われまし
た。翌日に執り行われる第9回日米合同慰霊祭に備え､ボラ
ンティアもより一層掃除に力を入れて行いました。
　今回は日系人会の副会長･日系2世のGloria J. Duenas Cruz
さんが参加され､日本にいる親族と交流を大切にされており､
ここグアムと日本でも強い絆で繋がっておられる事を伺い
感動しました。そして大変貴重なお話をお聞きすることが
出来ました。
　偶然に観光で訪れていたアメリカ人の方々もご参加いた
だき皆で合掌し戦没者の方々の供養を行い､素敵なハーモニ
カ演奏の演出のもと皆で『ふるさと』を合唱しました。
　今回は家族を連れて参加いたしましたが､娘から『次回の
清掃はいつ？』との問いかけを頼もしく思い､また若い世代
が関心を持ってくれた事に大変深い喜びを感じました。

文化部　谷本　幸代

準備していますか？

☆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

2016年　日本人会会員のための保険・保険料
2016 Japan Club of Guam Medical Insurance Premium

2016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  

$230.00

$460.00

$764.00

$375.00

$750.00

$1,236.00

$298.00

$596.00

$971.00

$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  

$573.00

$1,145.00

$1,989.00

$375.00

$750.00

$1,236.00

$641.00

$1,281.00

$2,163.00

$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

第10回 慰霊塔・慰霊碑の清掃と慰霊
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　5年間のグアム在住
を経て1984に日本へ
帰国､子どもを私学に
入れ学校のバザーの手
伝いなどをきっかけに
1995年9月に大泉学園
前(練馬区)でインポー
ト子供服・手作りグッ
ズのお店マムエモアを
オープンしました。受
験の経験を生かし受験
に必要なサブバックな
どオリジナル商品を考
案。さらに､受験服の
需要にこたえジャンパ
ースカート・ワンピー
スの仕立てを始めまし
た。1997年には面接
ルックの展示会を開
催､年を重ねるごとに
広尾・恵比寿と開催場
所が増え､同時に私学
のお母様たちのご利用
も多くなっていきまし
た。｢こんなものが欲
しい､あんな物作れる

マムエモアグアム
～ママと娘のリゾート•セレクトショップ～

お客さまやわが子がどこの学校にあっているか？と学校探
しに来られる方など核家族になり､子育ての仕方がわからな
いお母様のおばあちゃん役として､時には叱り激励すること
もしばしば。今では目白のゴットマザーと言われていま
す。グアムと東京を行き来する中､60才を機に「グアムに
お店を出そう」ということでリゾートに合うオリジナルの
ウエアをバリで作り2015年6月に母と子のリゾートウエア
中心に､小物のセレクトショップ「マムエモア」をグアムに
オープンしました。場所はザ•プラザ内2階になります。日
本とグアムを往復する日々､今頃はどこにいるのかしらと気
軽にお立ち寄りください。マムエモアをどうぞよろしくお
願致します。　　　　　　　　　　　　　　　 郷司　泰子
　マムエモア(The Plaza Shopping Center 2F)　
　電話：969-6665　http://mametmoi.com/

かしら」と学校で使用する小物お弁当バックの注文を受
け､オリジナルの刺繍や手作りが評価され､展示会は国
立・吉祥寺と私学小学校へと幅を広げていきました。そ
して､2000年に下落合に目白店を開店､2003年には恵比寿
店を開店､2006年には目白の駅前(現在の場所)に移転し本
店とコットン店を構えました。幼稚園・小学校受験の人
気に伴い､色々な学校を受験する親御さんをはじめ､学校
が決まり指定の物をミシンが無くて作れないママの救世
主としてもご利用いただいています。2007年エリアを拡
大し二子玉川店をオープン､神奈川エリアのお客様にも認
知されるようになりました。今では日本全国から来店さ
れるお客様もいらっしゃりうれしい限りです。憧れの幼
稚園・小学校に入るためのお教室さがしにいらっしゃる
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編集後記

　2016年が始まりました。月並みですが今年の予定を確
認してみたいと思います。
　日本では1月1日から【マイナンバー制度】の運用が開
始されます。導入には賛否両論ありますが､どうなること
やら・・。3月26日には【北海道新幹線】が開通しま
す。一方では､これに伴い寝台特急カシオペア(上野－札
幌間)､トワイライトエクスプレス(大阪－札幌間)が廃止と
なり､鉄道ファンには少し寂しいニュースでもあります
ね。
　5月には三重県伊勢志摩でサミットが開催されます。8
月5日からは【ブラジル・リオデジャネイロ　オリンピッ
ク/パラリンピック】が開催！頑張れニッポン。11月には
アメリカ大統領選挙が控えています。選挙が大好きなア
メリカ！盛り上がること間違いなしです。選挙といえば
夏の参議院議員選挙から選挙権が18歳に引き下げられま
す。　ＡＫＢの総選挙とは違いますからね､頼むよ若者！
　周年系(？)では､【ユニバーサルスタジオジャパン】が3
月31日､【東京ディズニーシー】は9月4日で同じく15周年
だそうです。同じ年だったんですねえ。ちなみに【ちび
まる子ちゃん】が生誕30周年､【サザエさん】はナント！
生誕70周年だそうですよ。

編集委員　亀井　俊士満

　スイッチ一つでご飯を炊いてくれる「炊飯器」。美味し
く炊くことを追求し進化した炊飯器は､実は使い道の多い
調理器具だったようです。煮物､スープ､蒸し物､ケーキにも
対応でき､しかも材料を入れるだけで､調理の心得がなくて
も失敗しらずの本格料理ができるレシピが目白押しです。
今回はその中でも計量や下準備がほとんど不要なおすすめ
レシピをご紹介。インターネットでも「炊飯器レシピ」で
検索すると沢山のお料理レシピが紹介されていますので､
是非試してください。
●材料をミキサーで混ぜて､炊飯器で焼くだけ
　クリームチーズケーキ
　(1ホール直径19センチ/5.5合炊き使用)
■材料
　･クリームチーズ 200g　･生クリーム 200cc　･卵 3個
　･小麦粉 大さじ3　･砂糖 100g　･塩 少々　･バター 少々
【作り方】
　クリームチーズを常温に戻したあと､材料すべてをミキ
　サーで混ぜる。
　バターを塗った炊飯器の釜に流し込む。お釜を何度か叩
　き空気を抜き､炊飯開始。2回炊き。
　竹串などで固さを確認し､中まで焼けているのを確認し
　た後､お釜から出して冷ます。
コメント：

●炊飯器+ジップロックでローストビーフ！
■材料
　･牛かたまり 500～600g　･塩胡椒 適量
　･サラダ油 適量   *酒 大さじ1  
　 *みりん 大さじ2　*醤油 大さじ2　
　 *砂糖 小さじ1
【作り方】
　常温に戻した牛かたまりに塩､胡椒をすりこんで30分置く。
　フライパンに油をひいて牛かたまりの表面に焼き色をつ
　ける。
　*の材料と牛かたまりをジップロックに入れ､空気を抜く。
　炊飯器のお釜にジップロックが浸るくらい70度のお湯を
　入れ保温で30分。
　粗熱がとれたら冷蔵庫へ､半日ほど置いておけばさらに
　味がしみて美味しくなります。　
コメント：

●餅米不要！おかきと鶏肉缶詰でモチモチ鶏肉おこわ
■材料
　･米　･鶏肉缶詰１缶
　･おかき（醤油味）適量
　*お好みで酒､みりん､醤油を加えても良い。
【作り方】
　普通通りにお米をとぎお釜へ。
　おかきは砕いて､鶏肉缶詰とお釜へ。
　お好みでごぼう､ニンジンなどを入れる。
　普通通りに炊飯器のスイッチをオン。
コメント：

8～17時(月•火•水•金)
8～15時半(土)
お休み(木•日)

port@guam.net

福

炊飯器クッキング

材料をミキサーで混ぜるのに3分ほどかかりまし
た。小麦粉のダマが残らないようにしっかり混ぜ
合わせるのがポイントのようです。

1.

2.

3.

ニンニクとショウガのすりおろしを追加したと
ころ､さらに風味が増して美味しかったです。
翌朝にサンドウィッチに使ったり､サラダに乗
せたり､食べたいだけ切り分けられるので作り
おきしておくと便利です。

テレビでおかきとむき甘栗でつくるおこわが
紹介されていたのですが､むき甘栗が見つから
なかったので､てりやき風鶏肉缶詰で代用しま
した。餅米を使わずおこわができるなんて驚
きです。

編集委員：M. K.

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.
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東京マート
Tokyo Mart

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

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。

Tokyo Mart Express【お弁当専門店】

　店舗へのご要望､ご意見などございましたら､お気軽にお声かけていただきます
ようお願いいたします。当店フェイスブックでも受け付けております。皆様のご
来店おまちしております。

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 

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

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

本年も皆様に愛されるグアム一の日本食専門店を
目指し､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

皆様のご来店､従業員共々お待ち申し上げております。

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。


