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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。「イナラハンの小さな踊り子」

2013年
個人所得税申告のお知らせ

2014年度
個人会員・準会員の皆様へ

Eメールアドレス登録のお願い

第43回　グアム日本人会　定時総会のご案内

お知らせ

　日本人会からの情報配信の為のEメールアドレス登録ご

希望の方は、下記のアドレスまでお申し込みいただきま

す様お願い致します。

　＊いただきましたEメール

　　アドレスは日本人会名簿には

　　掲載いたしません。

　日本人会事務局：

　　　　jpclub@teleguam.com
　　　　　

　　　　　　　　日本人会事務局

　日本人会では下記の要領で第43回定時総会を開催いた

します。日本人会活動の発展のため、会員の皆様のご参

加をお待ちいたしております。

　　
記

　　　　日　時：2014年　4月　25日（金）

　　　　　19時より開始（開場18時30分）

　場　所：パシフィックアイランドクラブ

　議事内容：年次活動報告、会計報告、次期理事・監事

　　　　　　選出等

　2013年個人所得税申告書の申告期限は2014年4月15日
（火曜日）です。雇用者よりW-2GUフォーム、銀行の利
息収入1099-INTフォーム、株式等の配当金1099-DIVフォ
ーム等お手元にありますか？それらは、2013年個人所得
税申告フォーム1040に申告、納税をする必要がありま
す。グリーン・カードをお持ちの方は、住んでいた場所
に関係なくフォーム1040の申告をする必要があります。
また、2013年にビザにてグアム赴任もしくは帰任となら
れた方は、税法上、二重身分居住者となる可能性がござ
いますので、通常と違った税金の申告が必要になりま
す。わからない場合は専門家に一度お問い合わせされる
のがよろしいかと考えます。所得の申告漏れや誤った申
告フォームでの申告は、罰則金が発生する可能性があり
注意が必要です。申告完了後も関連資料はすべて保管し
ておいてください。
　例えば、ソーシャルセキュリティーの誤記入や空欄だ
った場合は、罰則金が50ドル発生いたします。このよう
に、ちょっとした不注意が思わぬ罰則金を生み出す可能
性も十分にありますので、税金の知識のある専門家や友
人に聞きながら申告書作成をするのが良いでしょう。
　申告期日までに全ての情報が揃わない場合、所定のフ
ォームにて6ヶ月間（2014年10月15日まで）延長申請を
行うことが出来ます。これは納税を延長する申告ではあ
りませんので、延長申請と同時に納税も済ませてくださ
い。4月15日以降に不足税額を納めた場合、4月15日よ
り納税日までの利息と、納税を期日までに行わなかった
事による罰則金とあわせて納税をする必要があります。

　平素は日本人会に多大なるご協力を賜りありがとうござ
います。
　4月より、日本人会は新たに2014年度がスタート致しま
す。新年度、会員登録をご継続いただける会員の皆様にお
かれましては、日本人会事務局まで継続のご連絡をお願い
申し上げます。合わせまして会員費をご納入頂けると幸い
でございます。お支払いは現金かチェックにて。チェック

のお支払い先は、JAPAN CLUB OF GUAMにてお願い致し
ます。チェックをご郵送頂ける場合は、以下の住所までお
送り頂けますようお願い申し上げます。

    JAPAN CLUB OF GUAM
　 P.O. BOX 7962 Tamuning, Guam 96931
　　　個人会員費：　40ドル

　　　家族会費　：　60ドル

　　　準会員費　：　20ドル

＊日本人会名簿への掲載
　2014年度会員登録の継続のご連絡（会費のご納入）が
期日までにない場合は、お名前が日本人会名簿に掲載され
ない場合がございますのでご了承のほどお願い致します。
また住所その他のご変更がある場合もお手数ですが事務局
までご一報いただけます様、あわせてお願い致します。

　連絡先：日本人会事務局　

                (TEL) 646-8066  (FAX)　646-8067

                E-mail : jpclub@teleguam.net
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ITCビル２階　日本人会　会議

( 理事 )16 名　傍聴 2 名 : 総領事館、 事務局　 欠席 （理事） 5 名　( 監事 ) 2 名 

第11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
　【報告事項】
　（1）学校より
　　①日本人学校　　　－配布資料参照－
　　　在籍人数：小学部49名／中学部13名　計名62名・・・(先月比増減無）
　　＜終了行事＞
　　　・アガニャショッピングモールにて作品展を開催、好評であった。
　　　・小3～中3の児童生徒による英語でのプレゼンテーション実施(年3回）
　　＜予定行事＞
　　　・ＰＴＡ主催の体育館コンサート（2/15）
　　　・ＰＴＡ総会、卒業生を送る会　（2/28）
　　＜その他＞
　　　・次年度派遣教員４名赴任予定日・・・2014年４月８日
　　②幼稚部
　　　在籍園児：年中6名、年長10名 計16名　・・・（先月比増減無）
　　　来年度の入園希望者（2月13日現在）9名となり、計15名で新年度スター
　　　ト予定
　　＜予定行事＞
　　　・卒園式(3/14)／修了式、離任式（3/17）
　　③補習校
　　　在籍人数：プリ10名／小学部88名／中学部29名　127名（増減無）
　　　　　　　　日本語会話5名
　　＜予定行事＞　
　　　・入学説明会（2/22）・卒業式（3/22）・春季休暇（3/23～4/4）
　　　・入学式　（4/5）
　　＜その他＞　
　　　１）次年度用教科登録調査票
　　　　　算数、数学、社会希望者を確認した。算数、数学は今年度と同様とし
　　　　　実施内容は学校側で調整、社会は平日勤務可能な教員が不足のため開
　　　　　設は無とする。
　　　２）補習校改革

　　　④ 事務局
　　　　・幼稚部応募者とスカイプにて面接予定（2/15）
　　　　・日本人学校および補習校講師は米国内での就労規定に満たす者のみ給
　　　　　与が発生とし、他はボランテイアの規定に従う。
　　　　・ボランテイアの保険に関してボランテイアも学校の一員とするという
　　　　　手続きができるか保険会社に問い合わせる。
　　　　・学校と日本人会理事会合同ランチ代＄462と絆コンサートから
　　　　　＄1200チャリテイーゴルフの収益金＄7750.08の寄付金をいただいた。
　　(2) ＰＴＡより
　　　①日本人学校
　　　　次年度役員の交渉をしている。
　　　・体育館コンサート
　　　　5時45分開演で、33名のバンドメンバーと約100名の観客を動員予定。
　　　　バンドメンバーには軽食を用意、後日改めてお礼の食事会を予定
　　　②補習校
　　　　雨天決行でのスポーツ大会を終了。補習校より約30名が体育館コンサー
　　　　トに参加予定
　（3）総領事館より・・・特に無し
　【協議事項】
　　(1）
　　(2）
　   　　

　　(3）
　　　①　

職員会議で各先生方に方針を説明し了解と得た。補習校より他の習い
事を優先する傾向の家庭があり、塾感覚の傾向がみられる。その実態
と現場でのギャップがあるため、家庭と学校が連携をし協力しあって
いく必要がある。現場ではそれぞれ工夫をして授業をしているが、欠
席者が多いため学習の積み重ねが難しく、学力が定着しない現実があ
る。日本の公立学校の国語配当次数を参考に年間指導計画作成に取り
掛かる予定にしている。
－理事会の意見－
文部科学省から世界各地の補習校のための指導資料集にて年間時数配
当や指導案が送られ、指導力向上のサポートが行われているはずなの
で、参考にしながらグアム独自のプログラムを付け加えればよいので
はないか。校則には各学年のレベルの基準は記載しており、年末にテ
スト検定をするなど能力的なものを取り入れるようにして、やる気を
引き出す方法を考える必要があるのではないか。

バス車体修理保留事項とする。
体育館倉庫の湿気とカビ対策　－資料参照－
追加配線の工事をし、エアコン本体はワタベウエデイング様より寄贈し
ていただくことでエアコン設置が承認された。
２０１４年予算
保護者に次年度の負担額を知らせて登録確認を取る必要がある為、運営
収入面に関しては承認された。値上げ案のなかで金額の微調整をし、会
計理事が決定額を確認する。値上げに関しての保護者への報告は理事長
名で文書を配布する。

　　    ②　教育関連支出、一般管理費用に関しては今後の協議事項とする。
　２．文化部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  釜山部長
　(1)女子会
　　

　
　(2) ＧＣＷＣ

　 ・　　　
　 ・

　 ・

 （3）アート＆クラフト・フェア

　 ・

  ３．商工部                　　　　　　                                                           藤井部長
　　　在グアム弁護士による『雇用に関する法律セミナー』の開催について
　 ・

　 ・
　 ・
　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：2月19日(水)　12時30分～
  　　参加者：＜理事＞熊谷、＜編集委員＞ 臼井、＜事務局＞　小熊・芳賀・天畠
　(2)【議題】
　　① 3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の確認。
　　② 4月号の発行について意見を出し合った。今期退任理事のご挨拶の原稿を
　　　掲載予定。
　５．青年部     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　      　　石黒副部長
　　① 

　　② 

６．総務部　        　　　       　  　 福本部長
　(1)
　(2)  

　(3）
　(4）
　(5）

　(6）

　(7）

　(8）
７. 会計部　　　   　   　  　                                                            登坂会計副部長
　     1月末締会計報告　　会費納入状況
　　　 1月　　　　　　　　   累計
            法 人 　   118 社    $    98,495

            個 人  　  205 名    $      7,340

            準会員  　  23名     $         460

            合 計　　                $ 106,295

Ⅲ．秋祭り改革案について　　　       　　                                                 守屋会長
　　前回理事会からの継続審議事項である2014年度秋祭りについては、リスク   
　　と負担の軽減を目的とした秋祭り改革案（たたき台）を再審議の結果、日本
　　人会主催の経費節減を重点とし、規模の縮小化を図る案にて評議、承認がな
　　された。
Ⅳ．選挙管理委員会から　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　福本総務部長
　　2月11日(火)、 第1回選挙管理委員会を開設、ミーティングが行われた。追
　　って会員の皆様へ、2014年度理事・監事立候補・　推薦届書を配信にてご
　　案内した。　　　　　　　　　　　
Ⅴ．総領事館より　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松村首席領事
　　2月22日（土）にグアム日系人会による、ファミリーツリーの掲示、日本的
　　な物品の展示会がGUAM PREMIUM OUTLET にて開催予定。興味のある方は
　　是非お立ち寄り下さい。
Ⅵ．その他
　　名誉会員の馬場明氏のご逝去に伴い、日本人会よりお別れ会に花をお送りした。

書記  福本　幹也

2月6日（木）オンワード「嵯峨野」にて実施。今回は普段、お昼に外に出
られない方々のために、レディースナイトとして行い、8名の参加があっ
た。オンワード様のご協力のもと、小峰シェフのスペシャル懐石料理を囲
んで、皆さん楽しい夜を過ごした。

2月7日のミーティングに、山本理事が出席した。議事内容は以下の通り。
3月7日は、CAHAギャラリーにてWomen’s   Art  Show が行われる。
今年のリレーフォーライフは、5月23日午後7時から24日の午前7時まで実
施。GCWCよりテントを出す予定。
日本人会を代表して、2月15日の体育館コンサートと、3月8日のアート＆
クラフトフェアーの宣伝を行った。

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、皆さん
に協力して頂いた結果、昨年とほぼ同数の広告が集まった。2月20日14時
より、出展者に対し第2回説明会を実施予定。
尚、文化部で議論しているが、来年以降の当フェアの催行については、秋
祭りと同様に再検討が必要と考える。

開催日時：講師の方の都合がつかず、延期となっていたが、2014年3月24
日～4月4日の間の月曜日～木曜日の夜のいずれかで開催可能との　 
連絡あり。開場の秋状況を確認し、日程を確認予定。
開催概要：添付「セミナーのご案内（案）」参照
宣伝：メールによる配信とタイミングがあう場合は「ラッテ」への掲載

日本人会主催としての秋祭りのあり方について、青年部長の個人的主観
が発表された。
今後の日本人会経費節減の必要性も含め、オフィス経費の再検討につい
て提案があった。

会員健康保険加入者　35名 前月比変わらず
準会員に１名エントリー　Ms. Eileen Benavente-Blas (アート＆クラフト
フェアに出展参加希望の為、ご入会)
前回理事会にて承認済みの、ITCへの公益費(CAM) を支払った。
新設の事務局コンピュータへ搭載する、日本語ソフトを購入した。
2月15日（土）に日本人学校体育館にて開催予定のテリトリアルバンドコ
ンサートについてのご案内を、一斉配信にて会員への告知を行った。
2014年度　理事・監事立候補届書の配信を会員向けに行った。立候補届
出書は、3月5日、午後12時までの受付とする。
2013年度日本人会総会は、4月25日（金）午後7時より、PICにて開催予
定。
次回理事会は、3月27日（木）に開催予定。



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

2014年3月 第11号 2014年3月15日 発行3日本人会渉外広報部

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】

　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、先月号で取り上げました「４０周年記念セール」でございますが今
回もご紹介させていただきたいと思います。今回は東京マートで扱っている
商品を皆様にもっと知っていただこうと「食の祭典」と題して試食販売を多
く企画いたしました。オーストラリア産和牛から日本酒、焼酎などのお酒、
またデザートとしてハーゲンダッツアイスクリームも試食できます。グアム
にいながら日本のデパチカの雰囲気をご堪能くださいませ。
　またイベントでは豪華商品があたるアンケートラッフルやマグロの解体シ
ョー、また期間中店頭ではたこ焼の販売も行う予定でございます。
　まだまだ紹介しきれないセール商品やイベントが盛りだくさんですので
ご来店いただきますようお願い申し上げます。

東京マート　40周年

2014年4月14日（月）～18日（金）までの5日間
※イベント等は諸事情により変更・中止になる可能性もございます。ご了承くださいませ。

　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 

　今年もグアム最大のオフロードレース『スモーキンホイ

ール』が4月12日(土)13日(日)の二日間、ジーゴの『グアム

インターナショナルレースウェイ』で開催される。

　2輪・4輪のオフロードレースを中心にしたグアム最大の

モータースポーツイベントだ。開催種目もモトクロス・

ATV・四輪オフロードカー・マッドトラック・トラックレ

ースと多彩で昨年一度行ってみたかったので足を運んでみ

たら、日本では味わう事が出来ないアメリカンモータース

ポーツを肌で感じる事が出来た。広大なレース場には観戦

スタンドはもちろんビールやホットドック、バーベキュー

等の飲食店も立ち並び、これらを口にほおばりオフロード

ならではの大ジャンプやグアムの選手と日本人トップレー

サーとの激しいバトルは見応えがあった。今年はオフロー

ドカー部門では世界のオフロードレースで活躍する日本

NO.1のレーサー塙　郁夫氏をはじめ日本国内でレース活動

をするトップレーサーが参戦し約20台のレースカーを日本

から持ち込む。ATV部門では全日本ATV選手権レースチャ

ンピオン堀川大地氏が参戦しその他女性レーサーを含む約

グアム最大のオフロードレース紹介

20名の選手が参戦予定だ。

　この他にも二輪のオフロードレースのモトクロス、泥水

のプールを走るマッドトラックなど、オフロードレースの

カーニバルのようなイベントだ。

　ロードレースでは、400メートルの走行タイムを競うド

ラックレースやドリフト競技も楽しめる。

　自動車やオートバイに興味のある方はもちろん、モータ

ースポーツ初観戦の方も充分に楽しめる内容になってい

る。日本での観戦と違い選手も身近に感じグアムのアット

ホームな雰囲気につつまれ、その後選手達と友人関係にな

るケースもある。何を隠そうそれは私ですが・・・・そん

な関係の中今年は選手として出場するかもしれません。こ

の素晴らしいレースがグアムで開催されるのも日本からの

参加団体として最も古く1982年より毎年参加共催している

日本ATV協会に感謝したい。　　　　　　　　　　   T. K.  
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Vol.100「今月の顔」

ご出身はどちらですか？
東京都です。
前任地や以前お住まいになっ
ていた地域について教えて下
さい。
グアム勤務3年目に突入しま

丹司　均さん　～テニスの王子様（おオジ様！）～

Q:
A:
Q:

A:

Q:

A:

Q:

A:

空港でのお仕事で印象に残っている出来事とかござい
ますか？
2011年3月11日に発生した東日本大震災での成田空港
の状況を鮮明に覚えています。滑走路が閉鎖され成田
空港到着間際の航空機は着陸する事ができず国内各代
替空港に進路変更。僅かのタイミングで着陸できた航
空機はお客さまに降機していただく事ができず駐機場
で長時間機内にて缶詰状態。搭乗前のお客さまはター
ミナルから外に出る事ができず寝袋で一夜を明かすこ
ととなりました。我々JAL STFFの中には身内の安否確
認ができない者もいたのですが、JAL便のお客さまだ
けでなく目の前にいらっしゃる全てのお客さまのため
に全力を尽くしました。その時は皆、自分達の事は何
も考えずお客さまの安全確保だけを思い動きました。
通常運航に戻るまでは長い月日がかかりましたがこの
出来事は職場の結束力強化にも繋がりました。一生忘
れられない出来事です。
最後にグアムでのお気に入りのお店等ございましたら
教えて下さい。

朝食にPIKA’S CAFE、昼食にMARIANA’S TRENCH、おや
つにSweet Mix、夕食にPROA、締めにTHE BEACH・・・
定番すぎますかね？？？

「今月の顔」栄えある100人目は日
本航空にお勤めの丹司　均さんで
す。プライベートなお話をお聞きい
たしました！

したが遡ると成田3年、天王洲7年、羽田10年となり

ます。住まいは金妻の舞台となった(古いですか？)町

田市つくし野です。育ったのは東映撮影所がある練

馬区大泉学園です。結婚と同時に劇団四季の稽古場

や美味しいケーキ屋さんがある横浜市あざみ野に住

み現在に至ります。

単身赴任とお聞きしておりますが、グアムでの生活

は如何ですか？

前任地の成田から単身赴任生活が始まり、気付くと6

年目になります。単身赴任は自分でやらなければな

らないことが多く大変ですが、休日は極力時間を作

りグアム生活を満喫しています。考えると一人気ま

まにENJOYしている事の方が多いかもしれません

ね。グアムに着任し一度だけ風邪をこじらせてしま

ったことがあり、初めて病院に行ったのですがその時

は辛かったですね。大磯先生の優しい笑顔が神様の微

笑に見えました。その節は有り難うございました。

ご趣味テニスは凄腕とお聞きしておりますが、学生

時代もなさっていたのでしょうか？

学生時代は本業である学業に専念せずテニス三昧で

した。(親は心配したでしょうね）スポーツは全般的

に観戦派ではなく実践派なのですが、その中でもテ

ニスはマッケンロー、ボルグに憧れ小学校6年生の時

に今からは考えられないWoodのテニスラケットを抱

えて近所のテニスクラブに毎週通いました。その後

中学、高校、大学と学校のテニス部に所属しまし

た。中学、高校と男子校でしたので大学では楽しい

テニス(？)をする仲間が多かったのですが、多くの先

輩からのサークルの勧誘を断り同
級生7名、男子だけという男臭い
体育会に再び足を踏み入れまし
た。（この原稿を書きながら、本
当に当時は燃えていたな・・・と
思います。）頑張った甲斐があり
中学では全国大会優勝（団体戦で
すが一応メンバーでした）、高校
ではインターハイに行くことがで
き、大学では関東学生という資格
を得ることができました。学生時
代は勝負を意識したテニスをして
いましたが、現在は日頃の運動不

足解消を一番の目的として、今更ですが楽しいテニス
をしています。日頃グアムでテニスをされている方是
非お誘いください。テニス後のBEERを楽しみにご一緒
させてください。Q:

A:

Q:

A:
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port@guam.net

　去る2月15日（土曜日）、グアム日本人学校体育館に
て、日本人会および日本人学校（全日校・補習校）三者合
同の主催により、グアム・テリトリアル・バンドをお招き
して、ファンド･レイジングのためのコンサートが開催され
ました。
　グアム・テリトリアル・バンドは、1977年に当時のカー
ター大統領の就任をお祝いするための演奏をする組織とし
てスタートした、厳しいオーディションを経て編成されて
いるバンドで、グアム準州のオフィシャル・バンドとして
海外にも何度も演奏旅行に出られるなど活躍しておられま
す。
　グアム日本人学校で教鞭をとっていらっしゃった曽根先
生がこのバンドのメンバーでいらっしゃったご縁で、今回
出演をお願いしたわけですが、当バンドには既に過去
「絆」コンサートなどにも出演していただいており、学校
体育館とはその完工以前からご縁があり、お世話になって
いるバンドです。
　プログラムはNHK連続TV小説「あまちゃん」のテーマソ
ングでスタートし、アニメ映画「となりのトトロ」や「千
と千尋の神隠し」のテーマ・ソングも含まれるなど、わた
したち日本人に馴染みの深い曲が選ばれており、会場の子
供たちもおおいに盛り上がりました。また、メンバーのう
ち若い方たちは、さまざまなコスプレで出演し、ビジュア
ル的にも楽しめました。
　当日は、開始時点では西日が多少気になりましたが、演
奏が本格化する頃には、涼しい風も吹き込み、お越しいた
だいた方々には十分エンジョイしていただいたのではない
かと思います。全体としてこの体育館でのコンサートもま
んざらでないと感じました。今後ともさまざまな企画を用
意したいと思いますので、皆様のご来場をお待ちします。
　最後になりましたが、当日、飲料水を無償ご提供いただ
いたSPE(東京マート)様、バンド・メンバー用軽食を無償ご
提供いただたワタミＵＳＡ(ＴＧＩフライデー)様、そのほ
かマザー・エンターテインメント(メイン・レストラン)様
に深くお礼申し上げます。

日本人会　会長　守屋　悦男

【大学OB会】
　＊三田会
　今現在７名で構成されています、親睦と情報交換を兼ね
　て不定期に食事会を開催し、年一回それぞれの家族も交
　えアウティングを行なっています。タモンのレストラン
　味一内に事務局があり三田ジャーナルなど閲覧できます。
　隠れ会員がいらっしゃいましたら日本人会事務局までご
　連絡ください。
　＊立教会
　会の正式名称：グアム立教会
　連絡先：guamrikkyo@gmail.com
　グアム在住の立教大学、高校、立教女学院卒業など立教
　にゆかりのあるメンバーで年に数回不定期で開催。現
　在、会員10名。今後はグアム立教会ゴルフ部という活動
　もスタート予定。立教OB、OGの皆様がいらっしゃいま
　したらご参加下さい。
　＊白門会
　グアム在住中央大学OBの親睦を図る目的で年数回不定期の
　夕食会を開催しています。現在、7名の会員が在籍中です。
　グアムにお住まいの中大OB、OGの皆様、この記事をご
　覧になりましたら是非下記までご連絡ください。
　連絡先：７７７－３３９５（金森）

【女性の会】
　＊プルメリア
　DFSをリタイアされた女性の方達の会です。17年前にフ
　ローレスのりさんが声をかけられて発足して今に至りま
　す。現在約12名。毎月第3土曜日にけやきレストランにて
　ランチをとりながら当時の思い出話や情報交換、今は健
　康について話すのが一番盛り上がるとか・・・

【ゴルフクラブ同好会】
　＊火曜会　ゴルフ仲間募集中！！
　世話人　辻　輝彦　898－1515
　　　　　久保　裕文　486－1439
　毎週火曜日、10時30分からレオパレスゴルフリゾートで
　ゴルフを楽しんでいるグループです。タフなコースで腕
　を磨きゲームの後はみんなでゴルフ談義！ゴルフ熱中人
　募集中です。世話人までご連絡下さい。

　その他、県人会、同好会等ございましたら日本人会事務
局まで情報をお寄せ下さいませ。

日本人学校体育館コンサート
―グアム・テリトリアル・バンド―

グアム在住日本人サークルの紹介
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記念碑清掃をする児童生徒

お餅つき大会

　日本ではお葬式というと｢仏式｣がポピュラーですが、こ
こグアムでは｢カソリック｣がポピュラーなのでずいぶん勝
手が違うと戸惑われることも多いかと思います。
仏教と同じようにキリスト教にもいろいろな宗派があるの
で、すべての場合に当てはまるというわけではありません
が、ざっと解説します。
　新聞の紙面等で知った方のお葬式の記事を目にしたら､ま
ず､記事の最後の方をよく読みましょう。｢Last Respects」
というところに、時間と場所が書かれていると思います。
たいてい時間には幅がありますのでその時間内であればい
つ伺ってもよいということです。ただ、時間の一番最後の
方は出棺前のミサが始まるので気をつけてください。
　教会や斎場の中に入ってゲストブックに名前と住所を記
入し、真ん中の通路を進んでご遺体に黙祷をささげ、最前
列におられるご親族にご挨拶をして後ろの席の戻ります。
何とご挨拶してよいかわからなかったら、”I’m sorry.”と仰
ればよいそうです。日本で言うお香典のようなもの(チャモ
ロの習慣で「チンチュリ」と言います)は、Sympathyカー
ドと一緒またはお金だけ封筒に入れ名前を書いて、用意さ
れている箱(投票箱のようなもの)に入れましょう。箱が見
当たらない場合はご親族の方にお渡ししましょう。金額に
決まりはないのですが、一般に日本の相場よりずいぶん少
なめで良いとのことです。ベテランの方に相談されると良
いですね。
　時間がなければご挨拶してすぐ帰ってもよいのですが、
ほとんどの場合軽食が用意されていますのでいただきなが
ら、集まられている方や親族の方とお話されるとよいでし
ょう。服装は、親族以外は日本のように真っ黒である必要
はありませんが、華美なものは避け慎みのあるものにしま
しょう。
　もし、どうしても葬儀に伺えない場合は、ロザリーとい
って亡くなられてから約9日間、遠方の家族の到着を待つ
ためや、残された家族の心を癒すため親しい方と親族が集
まって毎晩お祈りがささげられますのでそこに届けられて
もよいそうです。昔は自宅で行われていましたが、今は教
会でやることが多いそうです。葬儀に行かれるお友達に託
してもよいですね。
　もし、わからないことがあったら、まずあなたの周りに
いらっしゃるご年配の方に相談してみましょう。

　T編集委員

グアム生活の知恵

～お葬式～

事務局ライブラリー便り

8〜17時(月•火•水•金)
8〜15時半(土)
お休み(木•日)

題　名　　　　　　　　　　　　著者名

『桜　ほうさら』　　　　　　　　宮部　みゆき

◆NHKドラマ　正月時代劇にて放送されました。

『東京家族』　　　　　　　　　　白石　まみ

◆日本アカデミー賞１２部門受賞作品の原作です。　

『新参者』　　　　　　　　　　　東野　圭吾

◆阿部　寛主演のドラマになりました。　

『玉村警部補の災難』　　　　　　海堂　尊　

◆ミステリー短編集です。

『名探偵コナン』　70巻～81巻　　青山　剛昌　　　

◆幅広い世代に根強い人気のマンガです。

『聖　おにいさん』　1巻～5巻　　中村　光

◆下界におりたブッタとイエスが立川を舞台に繰り広げ

　られる日常コメディー。

『ドカベン』　　　　　　　　　　 水島　新司

◆あの時代をなつかしんでください。
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グアム日本人学校から

離任ご挨拶

グアム日本人学校　福井　慶一

　「光陰矢の如し」と言われま
すが、本当にあっという間の3
年間でした。
　3年前の4月、家族でグアムへ
出発した日のことを今でもはっ
きり覚えています。機内から見

グアム日本人学校　村上　貴則

　あっという間に3年の月日が
流れてしまいました。初めての
海外赴任ということで、期待と
不安の混じり合った気持ちでグ

下ろす青い海の中、少しずつグアムの輪郭が見えてきたと
きの感動。
　「ここで出会う子ども達のためにがんばろう」と決意し
た時の思いが今でも昨日のことのように思い出されます。
着任後は、わからないことばかりで、不安になることも多
かったのですが、そんな私をいつもさせてくれたのが子ど
も達の笑顔でした。素直で人なつっこいグアムの子ども
達。そんな子ども達から毎日エネルギーをもらうことがで
きました。
　赴任中は、保護者の皆様をはじめ日本人会の皆様にいつ
も温かい言葉をかけて頂き、本当にありがとうございまし
た。また、私だけではなく、家族にも温かい声をいつもか
けて頂き感謝しております。息子、娘にとってもグアム日
本人学校で学んだ３年間は、これからの人生でかけがいの
ないものとなったことと思います。
　4月からは、高知県に戻りまた教壇に立つことになりま
す。グアムで勤務したことを誇りとして日本でも頑張って
いきたいと思います。
　皆様、日本へお帰りの際は、少し遠いですが、ぜひ高知
にも足を運んでください。鰹のタタキ、皿鉢料理や坂本龍
馬像など有名なものがたくさんあります。緑のフィールド
もたくさんありますので、ぜひ一度お越しください。三年
間ありがとうございました。

グアム日本人学校　坂元　啓介
　　
　グアムに旅立つ直前の3月11
日、東日本大震災に遭いまし
た。電気、ガス、水道、ガソリ
ンなどのライフラインが止ま
り、寒さなどを忍びながらの
日々でした。それから、1ヶ月
足らずで、ここグアムに赴任となりました。
　その後、日本人学校での生活が始まったわけですが、日
本から持ってこようと思っていた教室経営に関わる物品や
教具も、ほとんど持って来られませんでした。
しかし、それを聞きつけた保護者の方々が、どうぞ使って
くださいと様々な物を持ってきてくださいました。学校で
使える物はもちろん、家の生活に必要な物までもです。３
年間の中でいろいろと感激したことが多かったのですが、
この頃の人々からの助けや励ましが、最もうれしかったこ
とだと、今改めて思います。
　日本に帰国すると、児童数７００名の学校に戻ります。
また、冬にはたっぷりと雪が降る所です。グアム日本人学
校とはまったく違った環境で過ごしていきます。グアム生
活を懐かしむ日々が続くと思いますが、この３年間を、心
の宝として大切にしつつ、これからも生きていこうと思い
ます。
　最後になりますが、日本人会の方々には公私にわたりお
世話になりました。この場を借りて、御礼申し上げます。

アム空港に着いた日がつい先日のように感じられます。こ
の3年間、グアムの気候と同じように多くの方々の温かい
心に支えられながら充実した毎日を過ごすことができまし
た。私は、世界中に数ある日本人学校の中で、このグアム
日本人学校に赴任できたことを心から幸せに思っていま
す。私が勤務させていただき、自分の子どもたちが通わせ
ていただいたグアム日本人学校は本当にすばらしい学校だ
と思います。この日本人学校は学校の関係者はもとより、
学校ＰＴＡや日本人会の方々をはじめ多くの方々の支えに
よって成り立っていることを心から感じることができまし
た。
　日本を離れグアムでの生活を経験したことは私にとって
一生の宝物です。また、改めて自分の生まれ育った日本と
いう国について考える良いきっかけでもありました。この
経験をこれからの教育活動や自らの生活にいかしていきた
いと思います。
　この場を借りて、3年間という期間ではありましたが、
ご支援ご尽力いただきました多くの方々に感謝を述べさせ
ていただきたいと思います。本当にありがとうございまし
た。

グアム日本人学校　曽根　直美　

　日本人会の皆様にご挨拶する機会がな
く、大変遅くなりましたがこの場をお借り
して報告させていただきます。私は11月
に病気のため、「海外での勤務は不可」と
いう医師の判断により、日本に帰国させて
いただきました。現在、病気療養中です。派遣期間の最後

までやり遂げることができず、非常に残念です。皆様にも
大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
　日本人学校で働くことは学生時代からの夢でした。音楽
を通して、日本の文化を子どもたちに伝えたい、みんなで
演奏する喜びを味わわせたいとやる気満々で赴任したグア
ム。くじけそうになることもありましたが、たくさんの方
に応援していただき、明るく素直な子どもたちに助けられ
て、また大好きな音楽を通して仲間も増え、グアムでの生
活は充実したものになりました。
　たくさんの思い出ができましたが、特にスクールパフォ
ーマンスでの全校演奏は心に残っています。指導したこと
をどんどん吸収して力を発揮するグアム日本人学校の子ど
もたちは素晴らしいなと心から感動しました。この自慢の
子どもたちと、この学校をもっとグアムの人たちに知って
欲しいと思っています。まだまだやりたいことがあったの
に残念ですが、これからも日本人学校と日本人会の益々の
ご発展をお祈りしております。私もいつか元気になって
「第２のふるさと」グアムに帰って来たいと思います。あ
りがとうございました。
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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

グアム日本人学校　島倉　沙織

　赴任当初、予想はしていたものの、
子どもたちの英語力の高さに感銘を受
けたことを今でも強く覚えています。
授業で使う教科書は日本で使用されて
いるもので、“Hi. I’m ～.”から始まりま
す。英語を日常的に使用する生徒にと

グアム日本人学校幼稚部　小鮒　拓己

「海外に出て保育の仕事をする」とい
う夢を抱いたのは大学生の頃でした。
東京の保育園で働いていた頃も頭の片
隅にはいつもこの夢がありました。そ
して、縁あって2011年の５月からこのグ
アムの地で働けることになりました。

■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。

グアム日本人学校から

離任ご挨拶

っては簡単すぎるこの教科書を使って、どのように教えた
らいいのだろうかと考えながら試行錯誤する日々でした。
日本の高校で受験英語を教えてきたものとして、日本の英
語教育を考えさせられる２年間でした。しかし、子どもた
ちは真面目に授業を受け、一生懸命ついてきてくれたこと
は本当に嬉しく心から感謝しています。
　グアム滞在中は、1つ1つの物事をじっくりとよく考える
ことができました。日本では当たり前と思っていたことが
当たり前ではない。「あれ、おかしいな」と思ったら、と
ことんそれについてよく考えることはとても大切だなと思
います。そこには自分にとっての人生の真理が隠されてい
る気がするからです。グアムのゆったりと流れる時間の中
で、少し立ち止まり丁寧に物事を考える機会が持てたこと
は大変貴重なことでした。
　最後に、未熟な私を支えてくださったグアム日本人学校
ＰＴＡの方々やグアム日本人会の皆さま方、本当にありが
とうございました。

　初めての海外赴任、重ねて初めての一人暮らしでもあり
ましたので、始めは生活の場で英語を使うこと、住まい探
し、お弁当作りなど、一日一日が新鮮で貴重な体験の連続
でした。　
　常夏グアムの幼稚園での日々は、日本の四季を軸にする
保育とは異なり、これまで春は花見や虫探し、秋は落ち葉
集めやどんぐり拾い、冬は雪遊び、というイメージを抱い
ていた私は戸惑うこともありました。ですが、子どもたち
の素直で裏表のない言葉や屈託のない笑顔、グアム特有の
“人のあたたかさ”、自然の豊かさにも助けられ、3年間楽
しみながら働くことができました。
　右も左も分からなかったグアムに到着した日から今日に
至るまで、これまで本当に多くの先生方、保護者の皆様、
日本人会の皆様のお力添えを頂きました。感謝の気持ちで
いっぱいです。これからはグアムで培った多くの経験を、
日本の保育の現場で活かしていけたらと思います。３年
間、本当にありがとうございました。
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2月　女子会報告

　また別れの季節がやってきました。今年も何人もの友人
がご主人の転勤で日本に帰ってしまいました。親しくなっ
たかと思えば、数年後にはお別れ。グアム永住組の宿命で
しょうが、その都度、寂しい気分に沈んでしまいます。幸
いインターネット環境が整い、メールやLINEで頻繁に連絡
が取り合えるのがせめてもの救いですが、時間を共にでき
ないことに変わり有りません。
　以前に関東地区を拠点にグアム在住経歴者からなる集ま
りがあると聞いたことがあります。是非、近々帰国予定の
方、女子中心の帰省者の会を立ち上げて下さいませんか？
そしてグアムチームと合同で温泉旅行なんてどうでしょ
う。子供たちが大きくなり、自分の時間を取り戻したいお
年頃の私です。

川端　真穂

大変おいしいお料理をいだだきました。グアムではな

か　なか味わうことができない食材を楽しめて幸せで

した！また次の機会を待っています！　　　　　　 R.Y

久々に本格的な日本料理をいただき大満足でした。お

食事と楽しいおしゃべりに仕事の疲れも忘れました。

楽しい企画を有難うございました。                  アロエ

オンワード『嵯峨野』最高です！小峰シェフごちそう

様でした。                                                マリリン

久しく忘れていた、若く華やいだ会話に包まれて、日

本気分を満喫させて頂きました。お料理もとても美味

しく小峰シェフの心意気が伝わってきました！ありが

うございました。                                          スミス

楽しかった！美味しかった！ありがとうございまし

た！                                                         KAZUMI
小峰シェフの特別コース、とても美味しく頂きまし

た！また女子会（夜の部）の開催お願いしたいです！

久未

女性の為の『春懐石』、目で楽しんで、味で満足して

最高のディナーでした。                                    Y.A

夜の部　オンワード「嵯峨野レストラン」
～春懐石～

■

■

■

■

■

■

　今回、オンワード様と嵯峨野レストランのお気遣いに

より、小峰シェフのスペシャル懐石料理「春」コースは

ご参加いただけたレディースも大満足していただけたよ

うです。有難うございました！

　次回の女子会は未定ですが、今後のアイディア等、ご

意見がございましたら是非ご遠慮なく、事務局もしくは

文化部山本理事あてにメッセージください！

　どうぞよろしくお願いいたします。 

文化部　山本　梨可

【女子会　ご参加いただいた方からの一言】
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From:
Japan Club of Guam
P.O.Box 7962 Tamuning, 
Guam 9693110
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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。

◆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！


