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日本人学校体育館

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。

第16回　アート&クラフト・フェア
開催のお知らせ

　第16回　アート＆クラフト・フェアーを3月8日（土）
10時～16時、ニッコーホテルにて下記の要領にて開催致
しますので、皆様のお越しをお待ち申し上げております。

　固定資産税納付の季節が今年も近づいてきました。年末

にグアム税務署より固定資産税票(Property Tax Statement)
が登記所で登録されている住所へ郵送されてきます。納付

は、一括の場合は2月20日までに、分割の場合は固定資産

税票に示されている税額（総額の半分）を2月20日及び4月

20日（20日が土日の場合は翌月曜日）に分けてグアム税務

署へ納付します。個人で保有し、そこに居住している住宅

の場合は、ある条件を満たせば、固定資産税の税額控除が

とれる可能性もあります。

　2014年１月23日に開催された定例理事会に於いて、会則

九条（選挙）に基づき選挙管理委員会発足の決定が行わ

れ、会長より下記のメンバーが委嘱されました。

　

　江川　健太郎・熊谷　統・登坂　政雄・福本　幹也（以

上現理事より4名選出）

　タイタノ　誠・パサワー　紀美・マッカーシー　抄都美

　（以上理事以外3名選出）（敬称略）

　改選理事・監事　：会則二章（理事会）第五条（構成及

び運営）の２に基づく場合並びに任期途中で辞任する理

事・監事の意思確認を行い、改選対象理事・監事を確定致

します。

　尚、選挙改選等に関する予定は下記の通りです。

●立候補受付期間

　2014年2月3日(月)(午前10時)～3月4日(火)(正午迄受付）

・立候補者資格は会則による日本人会の法人会員あるいは

　個人会員として登録されている方に限ります。

・立候補、推薦届出書はＥメールまたはＦＡＸにて期日ま

　でに送信して頂くか､日本人会事務局までご持参下さい。

●立候補者公示期間　

　2014年4月1日～4月24日

●立候補者の選挙　

　2014年4月25日（開催予定）日本人会総会にて

　日本人会会員の方々の御理解と御協力をよろしくお願い

致します。　

「Asan村の水牛使いJohn」

選挙管理委員会からのお知らせ

固定資産税納付



　 (２) Government Houseでのクリスマスツリー
　　　 飾り付けの撤去を、1月22日（水）午前に文化部員で実施した。
　 (３)ＧＣＷＣ
　　　１月７日のＧＣＷＣ会合に、山本理事が出席した。
　 (４)アート＆クラフト・フェア
　　　現在のところ、昨年とほぼ同数の申込が来ている。小冊子に載せる広告
　　　を募集しているが、昨年より減少傾向。経費の大部分を広告収入で賄っ
　　　ているため、支出についても工夫が必要。当フェアは日本人会会員だけ
　　　ではなく、一般の  来場者が多くきます。文化部だけではなく全ての理事
　　　・幹事の前向きな協力をお願いします。
 ３．商工部                　　
　　３月後半に、弁護士セミナー開催を調整中。
 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：１月15日(水)
　　　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：田中、臼井
　　　事務局：小熊・芳賀・天畠（敬称省略）合計8人
　 (２)【議題】
　　①「ラッテ」２月号の発行について確認を行った。掲載予定原稿の進行状
　　　　況等を確認した。
　　② 「ラッテ」３月号の発行について意見を出し合った。
　 (3)理事会議題
　　　以前「ラッテ」の広告主について、会員以外でも掲載できると決まった   
　　　と記憶しているが、海外からの問い合わせについてはどうするかを議題
　　　として検討して頂きたい。協議の結果、原則としては受付け可能である
　　　が、まず編集委員会での検討とし、懸案がある場合は理事会にての更な
　　　る協議決定とする旨、承認された。
 ５．青年部     　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　      　　　遠山部長
　　  12月27日〔金〕トニーローマタムニング店において、青年部による反省      
　　　会の見解とりまとめを行った。　 
 ６．総務部　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　  　福本部長
　 (１)

 

　 (２) 

　 (３）

　 (４）

　 (５）
　 (６）

　 (７）
 ７. 会計部　　　　   　 　　　　　　　　　　　　　   　  　     登坂会計副部長
　     12月末締会計報告　　会費納入状況
　　　12月　　　　　　　　   累計
　　　法 人 　   118 社    $    98,495
　　　個 人  　  205 名    $       7,340
　　　準会員  　  22 名    $          440
　　　合 計　　          　   $ 106,275
Ⅲ．秋祭り監査報告　　　　　　       　　                小林監事     登坂会計副部長
 　2013年度の秋祭りについての監査について、小林監事よりコメントの発表
　　があった。引き続き、登坂会長副部長より収支報告書（Draft）のデータ呈
　　示があった。
Ⅳ．秋祭り改革案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  守屋会長
　　監査、会計部の発表を受けて、会長より理事・監事から構成員を選任した
　　ワーキング・グループの発足、及び今後の秋祭りのあり方について改革案(
　　たたき台)の論議の必要性が発表された。2月理事会に諮り、論議の上、次
　　年度理事会へ申し送りする「改革案」（最終案）を決議する。
Ⅴ．ITCビル公益費追加請求について　　                                           谷会計部長
　　前年度より懸案となっていた、ITCからの公益費についての経緯と内容の説
　　明がなされた。協議の結果、日本人会としては、支払うことが決定承認さ
　　れた。
Ⅵ．選挙管理委員会から　　　　　　　　　　　　　　　　　  　福本総務部長
　　選挙管理委員会メンバーの選出、委員会立ち上げの準備を行っている。
Ⅶ．テリトリアルバンドコンサートの件　　                                          守屋会長
　　配信告知済みの日本人学校体育館にて2月15日開催予定の、テリトリアル
　　バンドコンサートについての紹介、協力の要請があった。
Ⅷ．総領事館より　　　　　　　　　                                              松村首席領事
　　最近、強盗や強姦事件が連日のように新聞に掲載されておりますので、皆
　　様もご注意下さいますようお願いします。           

書記  福本　幹也
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2014年1月23日　13：30 〜 

トウキョウマリンパシフィック　会議室

( 理事 )15 名 ( 監事 ) 1 名　傍聴 2 名 : 総領事館、 事務局　 欠席 （理事） 5 名　( 監事 ) 1 名 

第10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　     　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　   江川部長
　【報告事項】  
 (１）学校より
　①日本人学校
　・在籍人数：小学部 49 名／中学部 13 名　計 62 名（1 名増、1 名減）
　　■冬季休業　12 月 21 日（土）～ 1 月 5 日（日）
　＜終了行事＞
　　中学部交流学習（Harvest Christian Academy）・現地校の授業体験
　　小学部交流学習（Price Elementary School）・自己紹介、文化交流
　＜予定行事＞
　・校外作品展（アガニャ・ショッピングセンター）
　・書き初め週間、なわとび週間
　＜その他＞
　・小 2 担任教諭　任期短縮・帰国　・3 月に派遣教員 3 名と現地採用教員 1 名帰国
　・平成 26 年度派遣教員 4 名内定・注文弁当週 2 回から 3 回に
　②幼稚部
　　在籍園児 16 名・・・年中 6 名、年長 10 名
　　来年度の入園希望者・・・　10 名　
　　入園説明会　2014 年 1 月 16 日（木）
　　■冬季休業　12 月 21 日（土）～ 1 月 5 日（日）
　＜予定行事＞
　・保育相談 (12/3～ 5) ／プール遊び（12/6，1/10）／保育参観（12/10）
　   クリスマス会（12/17）／園外学習・ファイファイビーチ（1/24）　
　③補習校
　　在籍人数 127 名（プリ 10 名／小学部 88 名／中学部 29 名）・・・5 名減
　　日本語会話 5 名
　　■冬季休業　12 月 22 日（日）～ 1 月 3 日（金）
　＜予定行事＞　
　・ＰＴＡ役員会（12/7、1/11）/ 職員会議（12/4、1/4）/ 日本文化体験（12/21）
　  書初め（1/4～ 11）/ スポーツ大会（1/25）　13：00～ 16：00
　＜その他＞　
　・30 名参加の 3 泊 4 日関西方面への修学旅行　　無事終了
　・校長の学級担任の後任として 3 学期より 2 名を新期採用
　　小４担任　山田真奈美／中３担任　河野幸子
　・来年度の受講希望調査票に社会科科目追加も考慮中
　④ 事務局
　・幼稚部教員応募がいないため、財団を通じて募集予定
　・スクールバス運行が 12 月より LAM LAM   TOURS & TRANSPORTATION に移行
　・11 月よりスクールバスが故障中で観光バスでの運行
　・欧米補習校より各種課題のデータ・２校より学習指導案入手
 (２)ＰＴＡより
　①日本人学校
　・次年度役員を選定中
　・謝恩会に関して１月理事会で協議
　・ＧＹＭでのコンサート開催にあたり楽団と今日午   後３時より協議予定
　　日時／費用／謝礼／近隣への配慮／飲食提供／   パーミット取得等
　②補習校
　・３年に一度の修学旅行は今後も継続希望／保護者負担に関して今後検討
 (３) 総領事館より
　　日本人学校に１,０００ドルの寄付予定
 (４）その他
　　秋祭りについて
　　今年度の反省を受け、改革案を検討中。補習校の修学旅行と重複する年度
　　は日程調整が必要
　　【協議事項】
　　 (１） 施設関係　以下３点が承認された。
　　　・プレイルームのエアコン新期購入（＄2,100）
　　　・セキュリティシステムのアップグレード（＄3,293.39）
　　　・ブランコの修理（＄2,170）
　　 (２）体育館倉庫のエアコン設置について
　　　　倉庫に保管している備品のカビ防止対策としてエアコン設置案が出た。
　　　　見積もりを入手し再検討する。
　　 (３） 太陽光発電システム設置
　　　　某企業より太陽光発電設置代無料提供の提案があった。権利義務関係
　　　　を記載した契約文書を確認し、今後の継続審議事項とする。
  ２．文化部　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　  釜山部長
 (１) 女子会
　　「ランチだと仕事の関係で参加が難しい」との声もあり、次回はレディース
　　ナイトとして開催することとした。2 月 6 日（木）19 時オンワード内「嵯
　　峨野」レストラン

元旦にニッコーホテルのタシ・ボールルームにおいて、新年会が開催
さ れた。100名余りの会員が参加、清水総領事、守屋会長のご挨拶、
年女のウッドレー節子さんの乾杯の音頭を皮切りとし、人物往来のご
紹介、日本人学校の生徒による日本舞踊も披露され、穏やかな新年の
門出を祝った。 
会員健康保険加入者　35名 前月比一名増
2014年度のステイウェル社の保険料が改定され、保険加入の会員の皆
さまへご案内した。
１月10日、守屋会長、福本総務部長、川端副渉外広報部長が、清水総
領事、松村首席領事立会いの元、昨年11月より開始した、フィリピン
台風義援の募金合計、6,219ドル84セントをフィリピン総領事館にお
渡しした。募金はフィリピン総領事館を通し、Department of Social 
Welfare and Development (DSWD)に譲渡される予定。募金にご協力
くださった皆様に心より感謝申し上げます。
毎週火曜日午前中に実施の「こでまりの会」が、第2、第4火曜日の午
後１時半から３時まで、お茶のお稽古を開催する。
事務局コンピュータを３台購入した。
昨年度末から実施した事務局のみの市にて、秋祭り売れ残りの物販が
140ドル、その他書籍雑貨類が240ドル程の収益があった。秋祭り物
販収益は、青年部収入として計上される。
次回理事会は、2月20日（木）正午12：00に開催予定。
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　馬場コーポション取締役会長、馬場
明氏が2013年12月28日にハワイにて
永眠され、去る1月28日(火)午後3時30
分よりハイアットリージェンシーにて
『お別れ会』が執り行われました。
　馬場明氏は1964年にグアムに初来
島され、1968年に現地法人馬場コー
ポレーションを設立されました。
1973年日本人会第１期生日本人会文
化厚生部理事を務めていただき、
2011年には日本人会名誉会員として

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】

東京マート改装予定のお知らせ

馬 場 　 明 氏 　 訃 報

　去年11月8日、最大級規模の台風30号「ハイエン」
（Haiyan）がフィリピン中部を横断し、レイテ島を中心に
甚大な被害をもたらしました。
　グアム日本人会ではこの状況に鑑み、直ちに義援金の募
金活動を始め、年初までに総計＄6219.84のご寄付を頂き
ました。1月10日、清水総領事、守屋日本人会会長、松村
領事、福本総務部長、川端渉外広報副部長がフィリピン総
領事館を訪ね、Mangibin総領事に義援金をお渡しいたしま
した。この時清水総領事は2011年3月に起こった東日本大
震災被害の話をされ、今回被害にあわれたフィリピンの方
達が団結し克服される事を希望しますとMangibin総領事に
述べられました。
　なお､この義援金はフィリピン総領事館より『DEPARTMENT
OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT(DSDW)』に
寄贈されます。
　この場をお借りいたしまして今回被災された方々に心か
らお見舞い申し上げると共に、皆様から頂いた暖かい善意
が被災地の一日も早い復興にお役立つ事を祈念します。御
協力本当に有難うございました。　　　日本人会総務部長

フィリピン台風義援金報告とお礼

 毎週火曜日の午前中に実施の『こでまりの会』が第２､第4
火曜日の午後1時30分から3時までお茶のお稽古を開催され
ます。お問い合わせは日本人会事務局までお願い致します。
     日本人事務局　TEL：646－8066、
                          E-MAIL： jpclub@teleguam.net

日本人会クラスご案内
―こでまりの会（お茶のクラス）―

表彰されました。また馬場氏は日本人会社会はもとより､
ローカルコミュ二ティー、日本人観光客の為に常に第一
線にて活躍され､2010年5月8日に長年の功績を称え､
Guam Chamber of Commerceの86回年次総会にてGuam 
Business Hall of Fame(殿堂入り)を、1992年(平成4年)に
は日本の外務省より外務大臣表彰も受賞されました。
　馬場明様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
　なお、ご遺族のご意向により皆様からいただきました
お供え、お香典はすべてグアム大学奨学金基金にご寄付
されております。

　毎度東京マートをご利用いただきありがとうございます。
　さて、東京マートは今年で開業40周年を迎えることとなりました。
これもひとえに皆様のご支援、ご愛顧の賜物と心から感謝いたしてお
ります。これを記念いたしまして下記日程で「東京マート40周年記念
セール」を開催させていただくことと相成りましたのでご案内申し上
げます。詳しくは次号ラッテ3月号にて発表させていただきたいと思
います。

東京マート　40周年

2014年4月14日（月）～18日（金）までの5日間
日替わりセールや試食会、ほかにもイベントが満載です。お楽しみに。

　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　40周年記念セール

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 



Guam
(671) 648-5350
Saipan
(670) 233-2554

Suite 200 Flame Tree Plaza 
540 Pale San Vitores Rd. 

Tumon Guam 96913
www.takagiinsurance.com

Home I Auto I Business I Bonding I Life

～保険のことならおまかせください～

TAKAGI & ASSOCIATES,INC.
Professional Insurance Consultants
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グアム生活の知恵

サワーサップ（Soursop)はグラビオラとも呼ばれるフル
ーツでそのまま食べたり､ジュースにしても美味しいで
すが、この若葉を乾かし､煎じて飲むとガンの予防と治
療薬となると言われることもあります。末期症状のガ
ン患者が3ヶ月続け､完治したという報告もあるとか。
その他、膠原病や神経痛にもよいそうです。
アロエ科には300種以上ありますが､一番一般的に知ら
れているのがアロエベラ(Aloe vera)で､その殺菌､消炎作
用から虫刺されや切り傷、火傷などの家庭万能薬とし
て使われます。又紫外線を防ぎ、美白、保湿や肌をひ
きしめ､ハリを与える作用があるので､美容液としても広
く使われ､アロエをスライスし､泡盛の日本酒に漬けた美
容液がグアムの日本人女性の間で人気があるとか。薄
くなった頭髪の養毛剤としても効果があるという説も
あるので､お頭が気になりだした男性諸君､お試しあれ。

訂正とお詫び

　「ラッテ」12月号　4ページに掲載いたしました『グア
ム在住日本人の方たちのゴルフサークル紹介です！』の文
中に誤りがございましたので下記のとおり訂正させていた
だきます。大変申し訳ございませんでした。
●火曜会
　　世話人：久保　裕文　　　898－1439
　　　　　　　　　　　　→　486－1439

～グアム産植物の耳より情報～
チャモロ語でロデ
ィガオ(Lodigao)と
呼ばれる葉を、グ
アムの人達は風邪
を引いた時に枝の
先端の3〜4つ程度
の葉だけを摘み集
め、煎じて飲んで
います。抗菌作用

(１）

(２）

(３）ノニ(Noni)は別名モリンダ､沖縄
ではヤエヤマアオキと呼ばれ
る。ポリネシアの島々では昔か
ら生理痛､下痢､糖尿病､外傷､高
血圧などの治療薬として使用さ
れてきたそうです。熟して黄色
に変わったら収穫し､絞ってジュースにし飲用する。苦
味が強く飲みにくいので､グレープフルーツやブルーベ
リージュースを添加すると飲みやすくなります。ビタ
ミン､ミネラル､アミノ酸など多彩な栄養素が含まれてい
るので､サプリメントの代用としても有効だそうです。
葉も同様に栄養価高く､ノニ茶を愛用する人もいます。

(４）

があり、高血圧や下痢にも効くそうです。マグカップ
1杯程度、アツアツの間に一気に飲むようにチャモロ
人の主人から指示されますが、非常に苦く、大人でも
飲み干すのに苦労するほど。やむなく飲み干すと体が
ポカポカ、汗をたっぷりかきます。効果のほどはよく
わかりませんが、代々続くチャモロファミリー定番の
風邪薬のようです。

編集委員：ウッドレー節子、川端　真穂
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グアム　イベント情報！！

port@guam.net

●第16回アート・ア・ソン・エキシビション
　新進気鋭の若手アーティストからローカルスクールの生
　徒まで1000名を超える生徒たちの作品が並ぶ毎年この時
　期に開催されるアート展です。入場は無料です。
　日時：2014年2月20日（木）〜4月11日（金）
　　　　月～金曜 / 午前10時～午後5時、
　　　　土曜 / 午前10時～午後2時、日曜・祝日 / 閉館
　場所：グアム大学イスラ・アート美術館
●グアムガールスカウト "世界について考えよう"
　世界に目を向けて活動しているグアムガールスカウト
　が、さまざまな地域に根付く文化を理解し､課題について
　考えるイベントです。会場には料理も用意され､各5セン
　トで試食もできます。
　日時：2014年2月22日（土）午前9時〜午後5時
　場所：グアム大学フィールドハウス
●ウマタック村フィエスタ（グアム発見記念日）
　

■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。

●グアム ココキッズ ラン
　グアム政府観光局主催の
　子供向けマラソンイベン
　トす。レース後はさまざ
　まなエンターテイメント
　が用意されています。
　日時：2014 年 3 月 23 日（日）8:00AM 集合
　　　　9:00AM スタート
　集合場所：ガバナー・ジョセフ・フローレス・メモリア
　　　　　　ル・パーク（イパオビーチパーク）
　お問い合わせ：グアム政府観光局（646-5278）まで
●エクステラ・グアム・チャンピオンシップ
　グアムの過酷な自然を取り入れた水泳 1.5km、マウンテ
　ンバイク 31km、トレイルラン 8.2km のコースが用意さ
　れた、今年で10年目となる人気のオフロードレースです。
　日時：2014 年 3 月 29 日（土）7:00AM スタート
　※その他、詳しくはホームページにてご確認ください。
　http://www.xterraguam.com/
　※イベントは予告なく中止、変更となる場合がございま
　　す。お出かけ前にご確認ください。
●スモーキン・ホイールズ
　グアム最大の国際オフロードレース。モーターバイク、
　トラック、ATV などが迫力のレースを展開します。
　日時：2014 年 4 月 11 日（金）～ 13 日（日）
　※その他、詳しくはホームページにてご確認ください。
　http://www.guamraceway.com
●グアム・インターナショナル・マラソン 2014
　本確定なIAAF公認のマラソンレース。フルマラソン、ハー
　フマラソン、10km ラン、5km ランの 4 種目からなり、　
　ランナーの経験やレベルによって出場種目を選ぶことが
　できます。
　日時：2014 年 4 月 13 日（日）
　　　　フルマラソンスタート 3:00AM
　　　　ハーフマラソンスタート 4:30AM
　　　　10km スタート 5:30AM
　　　　5km スタート 5:15AM
　集合場所：ガバナージョセフフローレスメモリアルパー
　　　　　　ク（イパオビーチパーク）
　申込締切：2014 年 3 月 14 日（金）
　※その他、詳しくはホームページにてご確認ください。
　http://www.guaminternationalmarathon.jp/

（※イベントは予告なく中止、変更となる場合がございま
す。お出かけ前にご確認ください。）

　ポルトガルの探検家フェルディナン
ド・マゼランはグアムを発見し､現在の
ウマタック村に上陸したと言われる3月
6日を「ディスカバリーデー」と制定
し、毎年3月第一月曜日はグアムの祝日
となっています。前後の週末にはウマ
タック村でイベントが開催され、マゼ
ランのグアム上陸の模様を再現する上陸の模様を再現す
るパフォーマンスやさまざまなエンターテイメントが催
されます。
　日時：2014年3月1日(土)､2日(日)､8日(土)､9日(日)､15日
　　　　(土)､16日(日)10:00AM〜マゼランのグアム上陸
　　　　パフォーマンスは日曜の12:00PM頃
　場所：ウマタック村マゼラン記念碑周辺
　問い合わせ：ウマタック村役場（828-2940）まで

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。
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記念碑清掃をする児童生徒

お餅つき大会

　今回、海外の日本人学校及び補習
授業校の情報を会員の皆様にお知ら
せ出来ればと思い、2000年～2003年
にグアム日本人学校の教頭先生とし
てご着任され、現在はロス・アンジ
ェルス補習授業校(あさひ学園)で校長
先生としてご活躍の桝田邦夫先生に
依頼をし、海外の日本人学校・補習
授業校の情報をまとめていただきま
した。
　冊子『海外子女教育』には、毎月
「海外校シリーズ」で日本人学校1校

海外の日本人学校・補習授業校

　アジアの就学者が一番多いのは、昔から日本との経済関
係が密接であることや特に中国に大規模な日本人学校があ
るのは、近年の貿易額の増大、それに伴う進出企業数の増
加によるものであります。また二番目に多い北米もアジア
同様に貿易が盛んなことや外交的にも親密な関係にあるか
らです。ただアジアには日本人学校が多く、北米には補習
授業校が多いのは、地域の教育内容の違いであり、日本人
がのぞむ教育と現地校の教育に差があるからだと考えられ
ます。三番目に多い欧州は、アジアや北米に比べるとそれ
ほど日本とは密ではないが、やはり昔からの大切な国ばか
りなので日本企業の進出もあり日本人学校等に通う駐在員
の子女も多いです。
 日本人学校の小学部・中学部は、文科省の定める学習指
導要領に沿って、各校で教育課程が作られ、日本の教員免
許状を持った校長・教頭・教諭という職名の派遣教員（近
年シニア派遣も増加）が、日本の検定教科書を使って指導
に当たり、年間授業日数は日本とほぼ同じであり日本人学
校の卒業証書は日本国内でも通用します。
 補習授業校の小学部・中学部も日本人学校同様に学習指
導要領に沿って検定教科書を使い、各校の実態に合わせて
指導計画を立てて進めています。しかし、現地校を借りて
いるため、土・日曜日に授業を行っているところが多く、
それも基幹教科である国語や算数（数学）を中心に一部の
教科を端折って授業をしている為、年間授業日数は40日前
後のところが多いようです。今世界には約200校の補習授
業校があり、日本から教員が派遣されている教育施設は43
校のみです。
 各日本人学校では学校行事としてその国や地域の特色を
考慮しながら各校独自で行事を組んでおり、それはグアム
においても同様です。補習授業校では、それぞれの地域性
や独自性を生かしながら行っています。本校では、日本の
学校文化を体験させることも目的の一つですから、入学
式・卒業式・運動会を行っています。しかし、教科学習が
中心であり、行事を組む時間はほとんどないのが実情で
す。
　本校の小学部・中学部は、国語2時間・算数(数学)2時
間・社会1時間・理科1時間の6時間授業です。小学部の1、
2年生は、国語3時間・算数2時間そして学習教室1時間（日
本国内の生活科的に扱っている教科)を入れています。
 日本人会に関しては、在ロサンゼルス総領事館に登録さ
れている在留邦人は、約10万人です。よって、ロスには日
本人会はなく、県人会単位で行事等を行っています。南カ
リフォルニア県人会協議会（41県人会加盟)があります。
それ以外にＪＢＡ(南カリフルニア日系企業協会＝日本か
ら進出してきた企業が所属）やＪＣＣ（日本商工会議所＝
現地日系企業が所属）の企業関係の団体もあります。ま
た、JACCC(日米文化交流センター)は日米文化の交流を図
る組織で、本校の事務局もこのビル内にあります。

　NISEI WEEK FOUNDATION(日系二世週間基金)は日系
人の最大の祭りで、8月に1週間の期日で開催されます。
NISEIクィーンが選ばれたり、大々的なパレードを行った
り、幾多のイベントも企画されています。グアムの秋祭り
みたいなものですが、ロスの日系社会は所帯数が多いの
で、それぞれの団体で個々に活動しています。

桝田　邦夫（ロス・アンジェルスあさひ学園)

と補習授業校2校が紹介されています。日本人学校や補習授
業校の生徒数や学校行事などその月々に企画を組んで掲載
されています。(写真参照・この冊子は日本人学校事務局ま
たは日本人会事務局にて閲覧できます）
～『海外子女教育』12月号冊子から引用した資料を少し紹
介させていただきます。～
☆長期滞在する在留邦人子女数（義務教育年齢にあたる子
ども）について
　　　　　全在籍者数　　７１６，２３８人
　　　　　日本人学校　　２０，８７８人（３０％）
　　　　　補習授業校　　１７，９９９人（２５％）
その他（現地校・国際学校・私立在外教育施設の在籍数及
び不就学者数）３２，７５１人（４５％）

☆日本人学校等（在外教育施設）に通学する子女について
　（１）地域別在留邦人子女の数
　　　①アジア（２７，５８６人）
　　　　　日本人学校在籍者割合　６０％
　　　　　補習授業校在籍者割合　　５％
　　　　　その他割合　　　　　　３５％
　　　②北米（２５，５４０人）
　　　　　日本人学校在籍者割合　　２％
　　　　　補習授業校在籍者割合　４８％
　　　　　その他割合　　　　　　５０％
　　　③欧州（１２，７８８人）
　　　　　日本人学校在籍者割合　２０％
　　　　　補習授業校在籍者割合　３０％
　　　　　その他割合　　　　　　５０％
　　　④大洋州（２，２９３人）
　　　　　日本人学校在籍者割合　　６％
　　　　　補習授業校在籍者割合　２０％
　　　　　その他割合　　　　　　７４％
　　　⑤中南米（１，７８４人）
　　　　　日本人学校在籍者割合　３２％
　　　　　補習授業校在籍者割合　　６％
　　　　　その他割合　　　　　　６２％
　　　⑥中東（１，０１３人）
　　　　　日本人学校在籍者割合　３２％
　　　　　補習授業校在籍者割合　　９％
　　　　　その他割合　　　　　　５９％
　　　⑦アフリカ（６２４人）
　　　　　日本人学校在籍者割合　１５％
　　　　　補習授業校在籍者割合　１５％
　　　　　その他割合　　　　　　７０％
 以上、海外子女教育12月号から引用（平成25年4月15日付
けの外務省の資料です。）
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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

グアム補習授業校から

　補習授業校は､12月に｢日本文化の体験｣､1月に｢スポーツ大
会｣を行いましたので紹介させていただきます｡
　12月の｢日本文化の体験｣は､日本の年末年始の伝統的な行
事や遊びを体験してもらい､その体験を通して少しでも日本
の文化を理解してもらおうということで実施しました｡ 
　はじめに｢もちつき｣をしましたが､中学部の生徒は､つき上
がった餅を丸め､餡やきな粉をつける事も体験しました｡

　また､おいしい餅を食べた後は､伝統的な遊び(こま回し､お
手玉､ビー玉､ベーゴマ､ゴム跳び､けん玉など)を10種類くら
い用意し､子どもたちにさまざまな遊びを体験してもらいま
した｡遊びの指導は､PTAの役員さんや全日制の校長先生､小
鮒先生がしてくれました｡そのあと､小学部は自分たちで絵

鮒先生がしてくれました｡そのあと､小学部は自分たちで絵
を描き､言葉を考えた｢ジャンボカルタとり大会｣､中学部は｢
百人一首大会｣を行いました｡今回の｢日本文化の体験｣は､ど
れもはじめての取り組みだったので､PTAの役員さんや先生
方は､準備や運営で大変でしたが､子供たちは楽しいひとと
きを過ごせたのではないかと思います｡
　また､1月に行われた｢スポーツ大会｣は､補習校最大の行事
といっていいと思いますが､今年の｢スポーツ大会｣は､特に
忘れられない行事になりました｡当日は､朝から雨模様の天
気でしたが､｢多少の雨なら｣ということで決行しました｡初
めの方は､ぱらぱらと降ったりやんだりの天気でしたが､プ
ログラムの後半の｢綱引き｣と｢紅白リレー｣のころは｢どしゃ
ぶり｣となりましたが､何とか最後まで競技を続け､終わるこ
とが出来ました｡子どもも先生方もPTA役員の方もずぶぬれ
になってしまいました｡土砂降りの中､閉会式をし､何とか終
了しました｡今回も感じたことですが､予行練習なしの｢ぶっ
つけ本番｣にもかかわらず、先生方、PTAの皆さんのスムー
ズな運営と進行､これまでの積み重ねの中で､｢何をどうする
のか｣ということが､しっかり引き継がれているんだなと､本
当に感心させられました｡
　ご来賓の松村首席領事､守屋日本人会長､西平学校理事､森
田日本人学校長(全日制)も､最後まで温かい応援をしてくだ
さいました｡　　　　　　　   補修授業校　校長　本間　勲
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8〜17時(月•火•水•金)
8〜15時半(土)
お休み(木•日)

　年末年始に香港経由でインド､コルカタを訪問しました。
現地の友人宅に滞在し､長男の結婚式に参列、制作中の作品
の為の取材が目的です｡コルカタは人口1400万､東印､ベンガ
ルの中心で教育と独自の文化と伝統を誇ります｡詩人タゴー
ル､パル判事､英雄チャンドラボース､映画監督サタジットレ
イを輩出､日本と縁が深く対日感情は良好です｡前世紀初頭ま
で大英インド帝国の首都､築200年の堂々たる英国様式、ま
た植民地様式の朽ちた複雑怪奇な建築が林立､都市の顔を形
成。群衆､木造ボデイのバス､路面電車､リキシャ､人力車激し
い往来。再開発も進み貧困層は減少傾向。多難ですが無限
の活力を秘めています。世界一の菩提樹､ヴィクトリア記念
堂､ヒンドゥー遊行僧の祭､都市の明暗両方を脳裏に刻んでき
ました｡毎度｢エラい所に来たな｣が実感で､ここでは世界が一
変します。
　一家はムスリムで､インド中や海外から親戚一族が集いま
す。式は真夜中､毎夜2､3時の響宴､就寝4時､家で雑魚寝｡連日
連夜のご馳走とダンスパーティの一週間は体力勝負でし
た。メインはビリヤーニ､インド式炊き込み御飯｡大釜で炊け
た米とぶつ切りの肉、香辛料と油､ジャガイモで甘い芳香を
放ち､美味。チャパティ(全粒粉の平たいパン)､パラータ(バタ
ー練り巻き上げ､平たく焼く｡大変美味)等を主食に挽肉や串
刺し肉のケバブ､チキンカレー｡大蒜､玉葱､トマトでアクセン
トを加えます。名物的伝統のデザートも多く､お手伝いさん
が熱くて甘いチャイを淹れてくれます｡野菜が少な目なので､
市場のトマトとヨーグルトで体調を整えていました。厳し
い戒律で､酒も豚肉も禁止ですが中東の水煙草を子供も嗜み
ます。屋上ではヒンディpopの連打のダンスパーティ。イン
ドでの年越しは感慨深いものでした。結婚式前夜に女達は
職人を招き､両手にヘンナで壮麗な文様を描きます。式は自

インド旅行記

　毎月フロントページに挿絵を描いていただいています榊
原様がインドのご友人を訪ねられた時の旅行記です。

宅から始まり､コミュニティセンターの２つのフロアを貸し
切り､上では新郎､下では新婦が衣裳を整えます。新郎は文字
通り｢花婿｣として花に飾られ、友人達に背負われて手厚く会
場まで運ばれます。新婦はベールの中､泣く女達に念入りな
化粧を施され､煌びやかなブレスレット､鼻輪､指輪の装飾品
で中世のお姫様に変身｡会場中の女性客が全て極彩色の絵巻
の登場人物のようでした！盛装､めでたく２人揃ってのお披
露目です。
　私的｢インドの魅力｣は､｢現代のリアルな生活が活劇的スペ
クタクルに豹変すること｣に尽きます｡質感､色彩､人間を含め
全ての存在感が豊かで密度が高く､五感を強烈に刺激しま
す。異なる宗教と文化が併存し、世界に複雑さと深みを加
えます。
　今回は生活に密着した旅故､人との接触に揉まれ､心の襞に
触れ会う強い印象を残しました｡少ない字数で語るのは不可
能ですが､先入観を排し､全身で体感する価値のある国だと思
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　  榊原　泰範
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 INTERNATIONAL SPORTS 
CENTER(ISC)とURBAN 
FITNESS&DANCEという2
つのジムのフィットネスク
ラスに保険のカードとIDが
あ れ ば 無 料 で 参 加 で き ま
す。今回私はISCのズンバの
ク ラ ス に 参 加 し て き ま し
た。受付で参加したいクラ

　日本では大寒を過ぎ、そろそろ立春の兆しの見え始める
頃でしょうか。来る3月8日には、日本人会文化部恒例の
「アート＆クラフト・フェア」が開催されますが、今年の
テーマは「おもてなし」です。2020年の東京オリンピック
誘致に一役買った滝川クリステルさんの｢オ・モ・テ・
ナ・シ」の心について、今一度調べてみました。｢おもて
なし｣を英語で置き換えると、｢Entertainment & Hospitality」
という言葉が浮かんできます。｢プロが選ぶ日本のホテル
旅館100選」の栄えある第一位に例年に亘ってランクイン
している、石川県和倉温泉「加賀屋」さんのおもてなしの
定義とは、｢お客様が求めている事を求められる前にす
る。｣ことなのだそうです。またある一説によれば、｢おも
てなし」の語源は、｢表裏なし」でもあり、表裏のない心
で客人をお迎えするとあり、これは茶道の一期一会の精神
にも通じている様です。遠く幼少時代を思い起こします
と、まだクーラーが普及していない夏の日、お客様がある
と玄関に打ち水を打ち、玄関や床の間に季節の花を飾り、
冷蔵庫で冷やしたお絞りや水羊羹でおもてなししていた事
を思い出します。おもてなしの一品は井戸水で冷やしたス
イカの時もありました。する側にさりげない使命感と喜び
があり、それを受け取る側に爽やかな余韻が残る。そんな
事が「おもてなし」なのかもしれません。

編集委員　芳賀　悦子

Staywellでこんな特典がありました！

のボードに名前と保険のナンバーを記入するだけ。１階は
マシーントレーニング、２階にはフィットネスクラスのス
タジが3ヵ所、そのうちズンバやヨガは10人位に程よい広
さのスタジオでした。マイクロネシアモールや秋祭りでも
お馴染みのズンバですが、大勢の中では恥ずかしい方や私
のように本当の初心者にはピッタリのクラスです。1時間
たっぷり汗をかいてきました！かなり一人だけ動きが違い
ましたが、3回参加すれば全員と友達？になれそうなアッ
トホームな感じです。他にもヨガやサイクリング、
AIKIDO,バランスボールのクラスや天井からぶら下がる綱
を使ったトレーニングや実際参加しないとわからないクラ
スも沢山ありますが、どのクラスも初心者でも参加できそ
うです。新しい施設でとっても綺麗、ロッカールームに行
かなくても荷物置き場もクラスの中にあり、受付隣に冷た
い水が設置されていて帰りにゴクリ、と飲んできました。
　場所はKFCが目印で、ISCはアガニアのKFC向かって左
隣、URBANはタムニングのKFCの真裏です。どちらのジム
も朝から夕方まで様々なクラスのスケジュールがあり、組
み合わせれば忙しい方でも参加できる時間帯がありそうで
すよ。
 追記：ISCはSTAYWELL保険加入者以外でも一人一回＄５
です。                                                     体験者　R.U
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