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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。

　ラッテにて既にお知らせしておりますように、財政収支

改善策の一つとし まして事務局移転の有無に関する議案が

ございます。この議案につきましては、その決議を1月に

開催されました定例理事会にて行う予定でおりました。し

かしながら 理事会開催直前に、議案に関する変更と修正が

あり、急遽決議を延期することとなりました。会員の皆様

よりいただいているお声も十分 配慮しかつ理事会に於いて

精査した上での決議延期となりました。本年度中の決議そ

して実行を目指しておりますので皆様のご理解をお願い申

し上げます。

　ジョリリン先生、ありがと
うございました！！
　日本人会英会話クラス（中
級クラス）の先生として7年
間、指導していただきました
Mrs. Jerilyn Brown。クラスは
いつも和気あいあいとした雰
囲気で、アメリカの習慣など
を教えてもらえるのも人気の
理由のひとつでした。英会話
クラスがなくなり本当に残念
ですがジョリリン先生、長い
間有難うございました。この
度、ジョリリン先生に御礼を

　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4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4月20日及び5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。通常グアム政府は、3年おきに土地や建物の査定を見

直すようです。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。

第17回アート&クラフト・フェア
～　開催のご案内　～

日　時：2015年3月21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：ECO - GREEN　エコ - グリーン

内　容：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

　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。

　お問い合わせは日本人会事務局　電話：646-8066まで。

ウーマンズ・アート展
（Women’s Art Exhibit）

　Guam Council of The Women’s Club主催のアートショー
が今年も下記の日程にて開催されます。
　女性会員のみなさん、ご自分の作品を出展してみません
か？女性の手による作品ならジャンルは問いません。去年
は写真、切り絵、折り紙、手づくりの洋服、スクラップブ
ック等が展示されました。
　場所：Nissan Infinity Art Gallery in Upper Tumon
　主催：The Guam Council of Women’s Club
     　      The Soroptimit International of Guam
　日時：2015年3月14日（土）～ 3月20日（金）　
   Nissan Infinity Art Galleryの営業時間中作品を展示してい
ます。
　お気軽に日本人会事務局までお問い合わせください。

財政収支改善策の現状報告

日本人会英会話クラス〔中級〕からのお知らせ

兼ねて日本人会より感謝状を贈呈いたしました。

固定資産税納付

スケッチ帳より　グアムの少女
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2015年1月22日　13：30 〜 

ITCビル2階　日本人会　会議室

(理事)16名(監事) 2名　傍聴 3名　総領事館事務局　法人会員１社　 欠席（理事）3名 

第10回定例理事会議事録

Ⅰ．前回議事録承認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  福本総務副部長

　 　異議なく承認された。

Ⅱ．各部報告

　１．教育部    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  遠藤部長

  (1)学校より

　 　①日本人学校より

　　　１月在籍者数　小学部47名／中学部12名　計59名（前月より１名増）　

　　　・校外作品展（1月15日～23日）　

　　　・漢字検定（1月16日）

　　　・幼稚部年長児の１年生体験入学。新１年生入学説明会（2月3日）

　   ②幼稚部

　　　・12月の在籍園児数：18名　変更なし　

　　　・入園説明会（1月15日）

　　 ③補習校

　　 1月在籍者数　プリスクール5名／小学部74名／中学部25名　計104名（-3）

　　 算数・数学受講者　計  23名（-3）、日本語会話　計10名（±0）

  　  ・スポーツ大会　（1月31日午後）

　　　・書初め大会の作品展示

 　  ④事務局　　　　

 　　・

　

 　  ・

      ＜ＰＴＡより寄贈予定＞

　    コンピューター／パイプ椅子／体育用マット

  (2)ＰＴＡ報告

　　①全日制

　　・ 

  　②補習校・・・欠席のため報告なし

　（3）総領事館より

　　　在留届けを提出していない人もいるが、在留邦人の数は増加傾向にある。

　（4）日本人会より

　　　元阪神野球選手の桧山選手の学校への貢献歴から彼を日本人会名誉会

　　　員に推薦したい。

　　　【協議・承認事項】

 　　 ①幼稚部のクラス増設について

　　　　入園希望者が例年よりも多いことから、クラスを増設し、希望者全員に入

　　　　学いただけるようにする。

　　　②2015年度予算案

　　　 会計役より2015年度の予算案の報告と説明がされた。収入を増やし、支

　　　　出を削減する為に再度検討し、次年度の保護者負担額を決定する必要

　　　　がある。2月末に登録確認書を保護者に配布するため、次回学校理事会

　　　　では調整案を報告する。

　２．文化部　   　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 槇平副部長

　　【文化部ミーティング】

　　日時、場所：1月14日（水）2：00ｐｍ　PHR会議室

　　出席者：槇平、西平、佐藤、欠席：山本

　　前回議事録（12月9日）承認

　　【報告事項】

　　第17回アートクラフトフェアー、

　　①

　　②

　　③

　　④

　　⑤

募金箱は現在54箇所に設置しており、2007年度からの累計額は

$18,630.07となっている。また、学校内でのコイン募金の累計額は＄

3,073．92となっている。

ドネーション付弁当の収益金は12月現在＄878となっており、コンピュー

ター等の購入として活用したい。

カーウォッシュファンドレーシングでの収益金でコンピューターとパイプ椅

子を購入予定

例年同様プログラム小冊誌作成をする為、広告主を募集しなければなら

ない。その小冊誌の作成にあたり開催日3月21日当日までに印刷する為

には逆算し締切日を2月6日に設定。

昨年度広告主約25社と他企業にその広告可否確認を文化部理事4人に

て分担、広告掲載企業の斡旋または確認。

事務局へプログラム小冊誌広告主募集を一斉配信をお願い、それを完

了。

フェア当日、午前8時頃、消防署のインスペクションが入り許可取得の

為、立会い担当を決める。

出展者第2次説明会3月5日（木）2時、日本人会会議室にて。空き状況要

確認。

　　⑥当日のお食事について、

　　　

　３．青年・商工部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   目黒部長

　（1）

　（2)

　（3)

　

　（4)

　（5) 

　（6)

　（7)

  ４．渉外広報部　　　　　　　　 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 川端主管理事

      定例編集会議開催日時：1月20日(火)12時30分より

      (出席者）釜山、川端、久重、福本、アグスティン、 ウッドレー、京谷

      (事務局）芳賀、小熊、天畠

  (1)ラッテについて

  ① 2月号の掲載状況確認。

　② 

  ５．総務部　        　　       　   　                                              福本副部長

　（1) 

　（2) 

　（3) 

　（4）

　（5）

　（6）

　（7) 

  ６. 会計部　　　   　   　  　    　                                             登坂会計部長

  　 12月末締会計報告　　会費納入状況

　　　　 12月　　　　　　　　   累計

　      法   人 　    119 社     $ 　98,178

　      個   人  　   173 名     $     6,280

   　   準会員  　    14 名     $       280

　      合   計　　                 $  104,738

Ⅲ．事務局移転について　　　　                                     　　福本総務副部長

　 今後の日本人会事務局移転についての、諸案、経過報告がなされた。追っ  

　　　ての再考慮後、早急な決定をはかる。

Ⅳ．総領事館より　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松村首席領事

  ①

  ② 

書記  福本　幹也

ホテル内、ロビー一階のラウンジ、ファウンテンでは各種パン、サンドイッ

チ、おにぎり、太巻き、ロール寿司、サラダ、ケーキ等軽食の販売をして

いますのでご利用下さい。

協議事項：　無し。

今月の部会は未開催、次回2月19日に開催を予定している。

秋祭り会計監査に向けて各理事、事務局、担当者と清算処理を実施して

いる。

12月23日に秋祭りドリンクスポンサーであるMID PAC 社とST Corp社を宮

後部長と中村理事、アドバイザー2名で訪問し感謝状を贈呈、次年度の協

力を依頼した。

12月24日に秋祭りドリンクスポンサーであるAmbros社とTai Fa社を訪問し

宮後部長と中村理事、アドバイザー2名で感謝状を贈呈、次年度の協力を

依頼した。

1月15日に秋祭りドリンクスポンサーであるペプシ社に両部長とアドバイザ

ー2名で感謝状 贈呈し、次年度の協力を依頼した。

秋祭りでご協力して頂いた好祭会の新年会に守屋会長と両部長、副部長

で出席を予定している。

3月か4月にセミナーを企画中であり、詳細を次回(2月)の理事会までに確

定させたい。

3月号のアイデアだし、スペース割り。表紙にイラストを寄稿していただい

てきた榊原さんが3月で帰国されるため4月からイラストスペースを削除

し、表紙タイトル部分のデザインを変更する事で対応。

会員健康保険加入者　36名 前月比変わらず

1月1日、オンワード・ビーチ・リゾートにて、新年祝賀会が開催された。200

人余りの参加者があり、和やかなムードの中、食事、歓談、ラッフル大会

などが行われた。

昨年度開催の秋祭り会場にて、神輿関連の城池様、 外部団体の「どじょ

っこ倶楽部」様よりそれぞれ１万円の寄付を頂戴した。追って日本人会よ

りお礼状を発行した。

多くの書籍、CD関係の寄付増加に伴い来月2月16日より「事務局のみの

市」開催を予定している。

日本のGVBより、今年度の秋祭り開催日についての問い合わせがあり、

次期2015年度理事会設立後に決定する旨をお知らせした。

オフィス移転についての問い合わせが、多くの会員の皆さまから寄せられ

ている。

次回理事会は2015年2月26日（木）の開催予定。

2月16日から3月26日まで、グアム大学イスラセンターにて国際交流基金の

巡回展「パラレル・ ニッポン現代日本建築1996－2006」の展示会が開催さ

れる予定である。

20日、インターネット上で配信されたシリアにおける邦人2名の殺害を予告

する動画に関する現状報告と注意喚起並びに邦人と領事館との連携強化

についての話しがあった。
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　はじめまして。東京都からまいりまし
た渡瀬 恵(わたせ めぐみ)と申します。勤
務初日、ドキドキした私の心を子どもた
ちの真っすぐな瞳と人懐っこい笑顔、伸
びやかな歌声がほぐしてくれました。子
どもと夏が大好きな私にとって、その両
方を身近に感じられるグアム日本人学校

　ご存知ですか？
　健康保険にご加入ですか？ご加入の方々は、年一回、無
料の健康診断が受けられます。
健康診断には、血液検査、尿検査、子宮がん検診、乳がん
検診、問診などが含まれ、指定内の検査項目であれば、費
用の自己負担はありません。同様に、スクールフィジカル
も年に一度であれば無料です。
　また、年に一度、インフルエンザの予防接種も無料で受
ける事が出来ます。
　詳しくは、ご加入の保険会社、または、かかりつけの病
院までお問い合わせ下さい。
　いざと言うときのために、信頼できるプライマリードク
ター（かかりつけの医師）を持たれる事をお勧めします。
IHP Medical Group
Sayoko Harper. RN
Registered Nurse certified in Japan, California, Guam.

TEL: 633-4451 (日本語専用)  　TEL: 633-4447 (代表)　
EMAIL: sharper@ihpmedicalgourp.com

　2014年の年末をもってグアムを離れましたワタベウェデ

ィングの江川です。

　2015年頭より沖縄ワタベウェディングで勤務していす。

　今、沖縄から、グアムのまぶしい太陽と真っ青に抜けた

空を思い起こしています。ちょうど沖縄に着いたのが冬の

ため、見上げれば冬空、朝晩は肌寒く、なかなか太陽にも

お目にかかれません。ジョギングをしても汗ばむ程度で、

さっと汗もひき、さわやかではあるものの、少し物足りな

さも感じてしまいます。

　“マイビーチ”だったASANで、ビーチチェアでのんびり

本を読んでいた日々が、もうすでに懐かしく思われます。

　このまぶしい太陽を思うにつけ、ツーリストの皆さんに

は、リゾートとしてのグアムとともに、私たちには生活の

場としてのグアムでもありました。初めて“登校”した日

本人学校には、お子様たちの元気な声と明るい笑顔があふ

れ、｢このお子さんたちにとって、ここが母校なんだ｣と考え

た時に、学校理事としての自覚をもたされた光景でした。

日本人会および学校理事として、私個人は実のところ、も

う少しやるべきことがあった、と、自戒しています。理事

の皆さんがそうだと思いますが、通常の仕事があり、理事

も担当するとなると、どうしても気持ちや時間的な余裕が

ありません。ただ、きっと理事のおひとりお1人が想いをも

ち活動されていると思います。その想いはつなげていきた

いと、私自身は何もできないながら考えていました。

 ビジネスの方は、｢グアムがライバル！｣とされてきた沖縄

に着任し、マーケット自体は好調であるものの、その分、

競合も多く、しのぎを削ることになりそうです。

　グアム赴任時は、特にウェディングの商品を考える時、

“ハワイアン”や“琉球”という言葉や文化があることを

うらやましくもありました。一方、その分、自分たちがや

ることが「グアムウェディング｣の新しいスタイルになれ

ば、と常に考えていました。

　 最後に、皆様には、本当にお世話になりありがとうござ

いました。　　

江川　健太郎

グアムへの想い 日本人学校　新任教諭紹介（渡瀬　恵先生）

で働くことができて嬉しい限りです。
　私自身、小学生時代をアメリカで過ごした経験を子ど
もたちの理解と指導に少しでも生かせたら、と思ってお
ります。みなさまとの出会いやグアムでの生活を楽しみ
ながら、充実した教育活動を行えるよう努力してまいり
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

グアム生活の知恵

ー健康保険加入で無料健康診断、受けられますー

　第12代グアム日本人会会長を務められた笠井喜蔵氏が、
2015年1月28日、東京にてご逝去されました。(享年89歳)。
　ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

ー訃報ー
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グアム自主トレ情報

　年が明けてからレストランやショッピングセンターで、
がたいが良い日本人を見かけたことはありませんか。今年
も1～2月にかけて自主トレのため日本や韓国からアスリ
ートが続々とグアム入りしています。読売巨人軍の「阿部
組｣と呼ばれるチームは総勢15名、1月5日からパセオ球場
で連日自主トレに励んでいます。レオパレスでは、グアム
日本人会とも縁が深い元阪神タイガースの桧山進次郎氏率
いる｢チーム桧山｣のゴルフ、野球、カーレースなどの選手
に加え、水泳、サッカーなどの一流アスリートが広大な施
設を存分に活用しシーズンを戦う体力作りをしています。

←
今年から阿部選手に変わってキャ
プテンを務めることが決まった坂
本選手。チームを率いる責任が漲
っています。

　〜　一流アスリートがグアムで良い汗を流しています　〜

→
読売巨人軍「阿部組」の
到着には、グアム政府観
光局の副局長がミスワー
ルドグアムとともに選手
を出迎えました。

練習終了後のファンサービス。それぞれお目当ての選手のところに
集まります。

　パセオ球場もレオパレスもトレーニングの邪魔にならな
ければ基本的には見学可能ですので、トレーニング風景を
見にいくことができます。灼熱の太陽の下、何時間も体を
動かし続ける選手達の体力に驚きつつも、公式キャンプと
は違いリラックスした雰囲気です。家族を連れて来ている
選手も多く、トラックを子供と一緒に走ったりするほのぼ
のとした光景を見かけたり、選手同士のおしゃべりを漏れ
聞いたり、笑顔のショットをカメラに収めたり、シーズン
中には見ることのできない表情を間近で観察できます。練
習後にはファンサービスをする選手も多いので、サインや
握手のチャンスもあります。グアム在住で得したと思える
シーズンです。
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　全世界1億部(ネット含む)を超える大ベス
トセラ－・ラブストーリー、ELジェイムズ
原作“FIFTY SHADES OF GREY”が2月13日に
日米同時公開となります。50か国以上で翻訳され、今回の
映画化でYOUTUBEに予告動画が流れるやいなや、たちま
ち予告編再生回数1位を獲得。すでに世界中の女性達を虜
にしているのであります。
　巨大企業の若きイケメンCEO「グレイ」と、恋愛経験の
ない“普通の”女子大生「アナ」。学生新聞の取材で、女
性なら誰もが憧れる若き大富豪グレイと出会う。会話を重
ねるたびに親密になってゆく2人。しかし、このどこか陰
のある青年実業家と美しくもあどけなさの残る女の子の恋
愛は、想像できない方向へ展開して行ってしまう。。。
　この衝撃的な恋愛模様を描いた本作は、イギリスの一般
女性がネットに投稿した小説が始まり。この甘く危険な物
語に世界の女性が熱狂し、社会現象を巻き起こしていま
す。監督は原作者同様女性のサム・テイラー・ジョンソ
ン。主演の「グレイ」役に今注目の若手俳優ジェイミー・
ドーナン、「アナ」役にハリウッドのサラブレッド、ダコ
タ ・ ジ ョ ン ソ ン 。 本 編 に ビ ヨ ン セ の セ ク シ ー
MUSIC”CRAZY IN LOVE” が使われロマンチックながらも
妖艶なストーリーに華を添えています。
　公開日の翌日がバレンタイン・デー。ぜひぜひ意中のお
相手とご一緒に、映画館へGO!!   　　　　 編集委員　M. T. 

ローマの休日

タイタニック　　　　

ゴースト　　　　　　

プリティ・ウーマン　

アメリ

25年目のキス

ノッティングヒルの恋人　

シザー・ハンズ　　　

プライドと偏見　　　

イングリッシュ・ペイシャント　

ボディ・ガード　　

ひまわり　　　

オペラ座の怪人　　

恋におちて　　　　　

追憶　　　

あなたが寝てる間に　

美女と野獣、アラジン

■海の環境を知っておきましょう。
　波が高い時や潮が満ちている時は海が流れている可能
　性があり、またいつも遊び慣れているビーチでも干満
　によっては1メートル以上深度が違う時もあります。流
　れの強さによっては泳いでも進むことが出来ずにビー
　チに戻れない場合もあるのです。そのために遊泳区域
　を守る事が大切です。遊泳区域は海の流れや深さが考
　慮され指定されたものでもあり、トラブルが起きても
　すぐに助けることが出来るエリアとなっていますので
　安心して遊ぶことが出来ます。
■体調管理はしっかりと。
　体調が良くない場合の海遊びはやめておきましょう。
　また、海で泳ぐ、浮くということは陸上の運動とは全
　く違うものです。足がつって泳げなくなっただけでも
　大きな事故に繋がる場合も考えられますので、準備運
　動も忘れないようにして下さい。
■器材の正しい使用方法を確認して下さい。
　シュノーケルセットの使い方をマスターしてください。
　特にシュノーケル内の水を吹き飛ばす方法や、フィンを
　履いたまま浅瀬で歩く方法や立ち上がる方法を覚えま
　しょう。そして次に、ライフジャケットを着用するこ
　とです。事故を未然に防ぐということに関しては一番
　重要な項目かもしれません。体を動かさずに十分に浮
　くことが出来るので、着用するだけで無駄な体力を消
　耗することがなく快適に泳ぐことが出来ます。ライフ
　ジャケットがあるだけでも安全面はかなり向上するこ
　とは間違いありません。
　
　以上のように、海の知識や、器材を正しく使用するこ
と、更には1人で遊ぶのではなく2人以上のグループで行
動することによって安全性や楽しさが増していきます。
皆様是非グアムの海を楽しんで下さいね。

S2 CLUB GUAM　得丸　洋輔       

オードリー・ヘップバーン、グレゴリー・

ペック

レオナード・ディカプリオ、ケイト・ウイ

ンスレット

デミ・ムーア、パトリック・スウェイジ

ジュリア・ロバーツ、リチャード・ギア

オドレイ・トトゥ

ドリュー・バリモア、モリー・シャノン

ジュリア・ロバーツ、ヒュー・グラント

ジョニー・デップ、ウィノナ・ライダー

キーラ・ナイトレイ、マシュー・マクファ

ーディン

レイフ・ファインズ、ジュリエット・ビノ

シュ

ケビン・コスナー、ホイットニー・ヒュー

ストン

ソフィア・ローレン、マルチェロ・マスト

ロヤンニ

ジェラルド・バトラー、エミー・ロッサム

ロバート・デニーロ、メリル・ストリープ

ロバート・レッドフォード、バーブラ・ス

トライサンド

サンドラ・ブロック、ビル・プルマン

ディズニー映画

その他のおすすめラブストーリー名作映画
（日本人会事務局ライブラリーにもいくつか置いてあります。）

バレンタインおすすめ映画！！

映画名 出演者

　グアムに住んでいると

日本に住んでいる時より

も、海が身近にあり、気

軽に遊びに行くことが出

来ます。グアムのビーチ

の海は遠浅で、透明度が

高いので子供から大人ま

で十分に楽しめます。グ

アム在住の方は是非、海

での遊びを経験して頂き

たいですし、既に楽しん

でいる方はこれからも続

けて欲しいですね。しか

しながらここ最近、その

浅瀬でも水難事故が起き

グアムの海の怖さ

はなりません。海で遊ぶということは危険も伴うことが

あり、たとえ水泳が得意な人であっても、思いがけない

トラブルでパニックが起き大きな事故に繋がる可能性も

あります。では、どうすれば事故を未然に防ぐ事が出来

るかを考えてみましょう。



トラベル　DE　トラブル
―　消えた搭乗口　―
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お餅つき大会

　搭乗ゲートの変更が3回、あちこちを走り回ったあげく

にやっと落ち着いた待合スポットで搭乗案内を待っていま

した。ロサンゼルス空港からニューヨークへ向かう時の事

です。待てど暮らせど、アナウンスが無く、ゲートの次は

搭乗時間も遅れたのかとやや不安は募ります。待っていた

のは搭乗口付近のコーヒーショップを背にした待合室。一

向に人の出入りの気配がなく不安に駆られた私は、搭乗口

付近に行ってみると何と、搭乗口はそこではなく、コーヒ

ーショップの裏側に通路があり、その奥にエアラインの制

服を着たスタッフの女性が二人立っていました。「エエッ!

まさか!!」すぐに走りよってここが搭乗口なのかと聞く

と、ブロンドのハイミス風の女性スタッフがそうだと言

う。これでは絶対に解らない。その上搭乗手続きは完了し

てすでに飛行機のドアは閉めましたとの事。｢そんな!!」女

性スタッフに詰め寄り搭乗ゲートがこんな所にあるとは解

らなかった。最終搭乗案内も無く、置いてけぼりとはヒド

イ、｢とにかくどうにかして!!」と力説しまくり、何とか次

の便を手配してくれる事になりました。次の便は1時間後

に到着との事。すると、今度は修学旅行の一行12人くらい

が登場し、私と全く同じ状況。次に黒人のカップルがやっ

て来て、こちらはもっと激昂していて、女性の方が｢一体

どうしてくれるの!今ならまだ間に合うからドアを開けて！

ニューヨークで娘が迎えに来るんだから!!」とまくしたて

ましたが、女性スタッフは頑として出来ませんとの一点張

り。乗り遅れた人がこれ程多く、女性スタッフもその対応

に追われイライラしている間、黒人女性の怒りは頂点に達

し、｢何なのアンタのこの対応は!｣と最後は女性スタッフの

写真を携帯で撮り始め「しかるべき所に訴える!｣という騒

ぎになってしまいました。その後、エアポートポリスまで

やって来て女性と夫は別室へ連れて行かれ、やれやれやっ

と一段落となったところ、アナウンスが流れてきました。

｢1時間後に到着予定のテキサスからの飛行機はサンダース

トームの為に到着が遅れます。｣結局、飛行機は初めの予

定から4時間も遅れ、アメリカ大陸を横断しニューヨーク

に到着したのは夜中の３時過ぎ。それから前の便で到着済

みの荷物を引き取りに行き、タクシーを拾ってホテルに到

着した時には、心底疲れ果て、夜が白々と明けていたので

した。                                                編集委員：E. H.

OpenとCarをつなげて
作った和製英語  

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。

間違って使っていませんか？

Convertible

Gas Station(米)
Service Station(米）
Filling-Station(英）
Petrol Station(英）

ガソリンスタンド

コンセント

タイヤのパンク

セレブ

オープンカー

誤 正

Outlet(米)
Socket,
Electoric Point

｢ガソリンを売る店」

ということでGasolin
(ガソリン)とStand(売
店)をつなげて作った
和製英語  

穴があく事は
Puncture
破裂Blowout
パンクしたタイ
ヤはFlat Tire
有名人は
Celebrity
｢豪華な｣は
Luxurious

Concentrate(集中する)
若しくは 
Concentric plug(同心
プラグ)を短縮してで
きた和製英語  

パンクの語源は穴のあ
く事の意味Puncture
(パンクチュアー)を短
縮したことから？ 

｢セレブ」はCelebrity
を短縮した和製英語。
有名人の身の回りにあ
る事まででもセレブと
言うようになったが、
本来の英語にはそんな
意味はない。  

分　析
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グアム日本人学校幼稚部から

　平素は、本校の教育活動にご理解ご支援を賜り有り難う
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．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
　2．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
　＊お問い合わせ等は、学校(734-8024)までお願いします。

 グアム補習授業校では、2015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を下記の
とおり行いますのでお知らせします。

記
　１． 説明会日時：2015年2月21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）≫　
　 2009年4月2日～2010年4月1日の間に生まれたお子様
   ≪新小学１年生≫　　　　　　
    2008年4月2日～2009年4月1日の間に生まれたお子様
   ３．そ　の　他　
・入学説明会にご参加をご希望の場合は、2月17日までに
　お申し込みください。
・お問い合わせ：グアム日本人学校事務局
　TEL : 734 - 8025
・保護者対象の説明会ですので、対象となるお子様の参加
　は必要ありません。

グアム補習授業校　2015年度入学説明会

グアム日本人学校（全日制）入学説明会

　幼稚部では、毎月、グアムの自然に触れる園外保育に出
かけています。
　1月は、タモンにある『ファイアファイビーチ』さんに
出かけました。ガンビーチの奥、海にかかる吊り橋を渡っ
てジャングルを抜けると、そこはクリアな海と空が広がる
別世界が広がっています。
　子どもたちは、古代チャモロ遺跡のラッテストーンにつ
いてお話を伺いました。それから、ジャングルを探検しま
した。パンの木の樹液は、昔は赤ちゃんの母乳代わりにな
ったそうですよ。年長児は、楽しみにしていた鍾乳洞探検
です。トンネンルのような岩山をくぐり、真下にはきれい
な水が光っていました。鍾乳洞の石灰石は、1cm伸びるの
に、100年もかかるなんて、神秘的ですね。
　お天気にも恵まれ、気持ちのよい青空の下、グアムの自
然にいっぱい親しんだ思い出深い１日となりました。保護
者の皆様も、お疲れ様でした。
　来月は、いよいよ卒園・進級遠足ラムラム山登山です。

【ファイファイビーチ　ジャングルと洞窟探検】
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Vol.107「今月の顔」 西岡　孝志さん美容師

Ｑ:

Ａ:

Ｑ:

Ａ:

Ｑ:

Ａ:

Ｑ:

Ａ:

Ｑ:

Ａ:

Ｑ:

Ａ:

月並みですが、グ

アムに来られた経

緯をお聞かせくだ

さい。

10年前にロサンゼ

ルスで勤めている

サロンからグアム

ウェディングの業

務を受け、初めは

出張ベースでした

が、今は20年居た

ロサンゼルスを後

　今回はフィエスタリ

ゾートの侍レストラン

左隣の美容室の一角で

美容師をされている西

岡孝志さんにお話を伺

いました。

にしてグアムに来ました。ウェディングは美容師にと

って花形の仕事ですが、日本では募集がとても少なく

て狭き門なんですよ。お客様に喜んでいただけて感謝

していただける仕事ができることは幸せです。

グアムの前はロサンゼルスにいらしたそうですが、な

ぜアメリカに行こうと思われたのですか？

日本で8年美容師をしていましたが、あるときふと自分

の10年後を想像してみると、殆どの美容師がそうであ

るように、独立して店を持つというようなの現実的な

将来しか見えなかったんです。それで、他の可能性を

求めてアメリカに行ってみようと思いました。アメリ

カでは州ごとに美容師のライセンスが必要なので、カ

リフォルニアでライセンスを取得しました。グアムで

はグアムのライセンスを取らなくてはいけないんです

よ。

外国に行かれると、日本人のような黒髪ばかりではな

く髪質もさまざまなお客様がいらっしゃると思います

が、困ったことはありませんか？

人種によって髪質も、好みのバランスやスタイルもば

らばらですが、コミュニケーションをしっかりとるこ

とができれば困ることは殆どありません。大切なのは

コミュニケーション能力だと思います。ショーの仕事

でスペインやイギリスにも行きましたが、イギリスで

は米語と英語の違いに苦戦しました。グアムのチャモ

ロ訛りの英語も聞き取りにくいです…

日本にいるときから英語は得意でしたか？

いいえ、英語はロサンゼルスで仕事をしながら覚えて

いきました。

グアムに来て良かった事は？

日本では女の人が髪をアップにするのは成人式か結婚

式くらいですが、ここグアムではチャリティーやプロ

ムをはじめパーティーシーンが数多くあり、美容師の

活躍の場面が多いのが嬉しいです。また、空いた時間

にはパドリングや釣りなどのマリンスポーツやテニス

などのアクティビティが近くで手軽に楽しめるところ

も気に入っています。ロサンゼルスでは通勤にも時間

がかかり、殆ど仕事だけの毎日でしたのでとても考え

られないことです。ロスの同僚に伝えたら非常にうら

やましがられました。

そうですね、島が小さいのでいろいろ近くで楽しめま

すね。ズバリ、今後の野望は？

現在、よその美容室の一角を借りての仕事をしていま

　穏やかな口調ですが、熱い思いを語ってくださいまし

た。なお、ウェディングの予約が入っていない時間に

は、一般の方のヘアカットやヘアセット等のご予約も承

りますとのことでした。必ず事前の電話予約をお願いい

たします。

　ご予約は℡：686-1736　西岡さんまで。

インタビュー：天畠　実沙子
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編集後記

port@guam.net

8〜17時(月•火•水•金)
8〜15時半(土)
お休み(木•日)

　お天気が安定してきた1月はトローリを貸切り、アサンビ
ーチまでピクニックに行ってきました。いつも見かけるト
ローリー、乗ってみたいなと思っていた子供達(実はママ達
も乗ってみたかった！)にとってはまさにDream comes true
の一日でした。普段は運転手に徹するママ達も海の香りと
風を感じながらのドライブは最高のリフレッシュになりま
した。途中、アプガン砦に立ち寄り小観光。アサンビーチ
ではお砂遊びやボール遊びと、あっという間の楽しい時間
でした。ラムラムツアーズ様には企画段階から相談にのっ
てくださり、当日はドライバーさんがテントや三輪車等の
重い荷物の運搬も親切に手伝って下さり、本当にありがと
うございました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

ママの会　監事：時任　佐絵子

　賑やかなホリディシーズンが終わり、少し淋しい季節
ですがグアムには沢山のスポーツ選手がトレーニングに
訪れ、個人的には「スポーツの春が来た」といつも感じ
ます。日本では会う事が出来ないであろう一流選手がレ
オパレスを始めタモンの街でも見かける事が出来ます。
知り合いになればシーズン中の応援にも熱が入り、一年
間楽しめるという好循環。もちろん経済効果も大きいで
すから、皆さんも是非「おもてなし」の精神でグアムを
好きになって頂こうではありませんか。
　さてさて、かんじんな自分の運動についてですが、あ
る日本のリサーチによると【日常的に運動をしている】
という問いに「あてはまる」「どちらかというとあては
まる」と答えた人が年収400万円台の27.3％に対し、年収
1,500万円台では40.5％となったそうです。また、別のリ
サーチでは皇居を走る男性ランナーの半数以上が年数700
万円以上という結果も出ています。　これは大変！！　
体を鍛えれば年収が上がる・・という事ではないでしょ
うが、とりあえず「年収の高い人は健康に気を使ってい
る」というのは間違い無さそうです。
　昔、グアムの知人が言った言葉を思い出します。「ピ
アマリンに住んでたら絶対ゴルフの練習に行くのに。」
といった人に対し「車で15分程度で来れるんだから練習

する人はドコに住んでても練習するんだよ。」う～
ん・・仰る通りです（笑）今年こそ、定期的な運動を始
めますよー！

編集委員　亀井　俊士満

■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。

『ママの会』活動報告2015年1月
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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  

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。
最近お客様よりご好評いただいております商品のご紹介をさせていた
だきたいと思います。      

※数は十分用意しておりますが、品切れの際はご了承くださいませ。

アメリカ産　地鶏　$5.29/LB
　既存の物に比べて、肉自体に弾力があり塩・胡椒のみの味
付けでも美味しく召し上がれます。
　牛ハラミ　$7.99/LB
　見た目は肉なのですが内臓系として分類され、低カロリー
なので女性にも人気の部位です。
　牛もつ　$4.99/LB
　焼いてもいいのですが、脂がプリプリなのでもつ鍋でもお
楽しみいただけます。


