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第37回 日本人会チャリティーゴルフ開催のご案内

5月31日(日)に開催決定!!

スケッチ帳より　グアムの少女

第44回　グアム日本人会　定時総会のご案内

お知らせ

　日本人会では下記の要領で第44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。尚、当日は軽食のご用意もいた

しております。

記　

　日　　時：2015年　4月　21日（火）

　　　　　　19時より開始（開場18時30分）

　場　　所：フィェスタリゾートグアム

　　　　　　Fiestan Tasi　(フィェスタン　ターシ)　

　議事内容：年次活動報告、会計報告、次期理事・監事選出等

以上

　会員の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
　今年度も来る5月31日(日)、グアム日本人学校(全日制･補
習校)支援のファンドレイズを目的としたチャリティー･ゴ
ルフ大会をスターツグアムゴルフリゾートにて開催しま
す。会員の皆様はもちろん、会員以外の方もご参加いただ
けます。
　今回は4人一組(会社仲間、サークル仲間、ご友人など）
のチーム名で登録していただき、ダブルぺリア方式で各チ
ーム上位3名の合計スコアーで競っていただく予定です。
　尚、詳細は配信及び「ラッテ」4月号、にてご案内させ
ていただきます。
　皆様のご参加をお待ちいたしております！！

　先月号でもお知らせいたしましたが、財政収支改善策

の一つとしまして、事務局移転に関する議案を2月の第11

回定例理事会にて採決いたしました。その結果､下記の物

件へ移転する決議となりましたのでご報告いたします。

　2015年２月26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
長より現理事の中から下記のメンバーが委嘱されました。
　アグスティン良子・小林高人・福本幹也・西平守重(以上
現理事より４名選出）
　田中真行(ラムラムツアーズ)、丹司均(日本航空(株))、
マッカーシー抄都美((株)ジェーシービー)、(以上理事以外3
名選出)
　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：
　2015年3月4日(午前10時)～3月16日(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：2015年4月1日　～　4月20日
　●立候補者の選挙：2015年4月21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。　

　2013年7月号より「ラッテ」に

挿絵をご提供して下さっていた

榊原さんが3月末、

日本へ帰国されることに決まりました。

本当に長い期間ありがとうございました！

また日本でのご活躍をお祈りしております。

選挙管理委員会からのお知らせ

日本人会事務局移転報告

　移転物件概要：　ピアマリーン 1階 895sqft.

　家　主：Guam Yamanoi Inc.
　入居可能時期：内装工事の進捗によるが2015年4月下

　　　　　　　　 旬見込み

　Guam Yamanoi Inc.様の格別のご配慮により、好条件に

て新事務局へ移転する運びとなりました。

　尚、理事会としましては直ちに事務局移転実行委員会

を設置し、早急に移転準備作業、事務局運営内容の見直

しを行い会員の皆様にご報告いたします。

総務部　副部長　福本　幹也

榊原さん、
ありがとうございました！

事務局移転に伴い、当面寄付受付をお休みさ

せていただきます。

事務局ライブラリーのお願い
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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)13名(監事) 2名　傍聴 2名　総領事館事務局　欠席（理事）6名 

第11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
　■補習校校長として小住智子さんが承認された。
　■【報告事項】
  (1)学校より
　①全日制
     ・2月現在の在籍者数 小学部47名/中学部12名　計59名(増減なし)
     ・3月16日(月）卒業式を予定
     ・現地採用教員として日本から渡瀬恵さんが着任
  ②幼稚部　　　　
     ・幼稚部入園申込者が多数のため2015年4月幼稚部を２クラスにす
　　  ることを決定
　③補習校
     ・2月現在の在籍者数  プリスクール5名/小学部73名/中学部25名
　　   計103名（-１）
     ・2月21日（土）入園・入学説明会
     ・スポーツ大会、書初め大会の作品展示を実施
  ④事務局　　　　
　　・日本人学校ＰＴＡよりノートパソコン１台寄贈
　　・グアムロータリークラブより学校の施設、子供たち用にと$4843の   
　　　寄金を受領
　(2)ＰＴＡ報告
　①全日制
　　・次年度のＰＴＡ４役が決定
　　・フォトブックが完成
　　・体育館用パイプ椅子と体育用マットは今年度中に寄贈できるよう
　　　発注み
　②補習校
　　・2月7日での役員会でスポーツ大会の反省会実施
　(3)総領事館より
　　・

 (4)日本人会より（教育部長より）
　　・次年度はチャリティーゴルフを2回予定しており１回目は５月に実
　　　施予定
　　【協議・承認事項】
　　・2015年度予算案

　2.文化部　   　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　槇平副部長
　　【文化部ミーティング】

　　【報告事項】
　　第17回アートクラフトフェアー、(ホテルニッコーにて3月21日開催)
　　①
　

　　②
　　③
　　④

2015年度予算案を承認
教職員の体制充実、生徒数の減、教科書改訂による教材購入等
による支出増のため、2015年度は授業料のみを3-4％引上げ

日時、場所：2月11日（水）2：00PM　ヒルトンホテルロビーにて、出
席者：槇平、西平、佐藤、山本
前回議事録（1月14日）承認

小冊誌作成資料作成期限が2月6日の為、出展者　、広告主の集
約作成にあたる。出展者及び出展企業、19（個人、及び企業含
む）、広告掲載企業は21社となり、広告収入は約4800ドルとなる。
フェヤー当日会場の出展者のフロアーレイアウト作成。
小冊誌原案作成、第一回校正中。
出展者の為の第2回、会議日程及びガイドラインを作成。
日程：3月5日（木）14：00、場所：日本人会会議室

未確定要素が多くまだ具体的に公表できないが3月から4月に

かけて実施したいと考えている。

　3.青年・商工部　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　宮後商工部長

　　(1)今月2月19日に青年商工部会を開催した。

　　(2)商工セミナーに内容を限定せず講演会等も含め検討した。

　　(3)

　4.渉外広報部　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　  川端主幹理事

　　定例編集会議開催日時：2月17日(火)12時30分より

　　(出席者）釜山、川端、久重、ウッドレー、臼井、京谷

　  (事務局）芳賀、小熊、天畠

　　(1)ラッテについて

　　① 3月号の掲載状況確認。

 　 ② 

 　 

　　③

　5.総務部　        　　     　　　　　　　　　　　　　　　　    福本総務副部長

　　(1)会員健康保険加入者　35名 前月比1名増

　　(2)2月16日より「事務局のみの市」開催中。

　　(3)

　　(4) 

　　(5）

　

　　(6) 

　6.会計部　　　   　   　  　    　                                  登坂会計部長

　       1月末締会計報告　　会費納入状況

　　　　     1月　　　　　　　　      累   計

　　　　　法　 人 　    120 社   $ 　98,338

　　　　　個　 人  　   175 名   $     6,360

　　　　　準会員  　     14 名   $        280

　　　　　合   計　　               $  104,978

Ⅲ．秋祭り会計　会計監査報告　　                           　　　　小林監事

 

Ⅳ．名誉会員の推挙の件　　　　　　                         福本総務副部長

　

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

　

Ⅵ．選挙管理委員会から　　　　　　                         福本総務副部長

　 

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

１．イスラム過激派によるテロの脅威に対する注意喚起   （メール等で

　　配信済み）は中東、アフリカのみならず米・英・仏・加への渡航、滞

　　在も対象に入っているので、グアムに居られてもご注意下さい。

２．2月12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

　　展示会を開催しておりますので、ご興味のある方はぜひお立ち寄り

　　ください。

書記  福本　幹也

過激派組織による事件を受け外務省より在外邦人の安全確保の
為に早急に取り込む施策を発表し、その支援策の一つとして平日
の警備員設置を検討する

4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月以降の表

紙タイトル部分のデザインの方向性を決定。

最終校正段階での確認ミスや広告原稿の差し替えミスが発生

しているため、より正確を期するための作業手順を指示。

会員の方より、日米におけるSocial Security (社会保障関係)に

ついての手続き等についての説明会などを日本人会で開催して

いただけないかとの問い合わせ依頼があった。

2014年度定時総会は、4月21日（火）フェスタリゾートにて開催予

定。

ITCビルメインテナンスオフィスより、ビル1階の駐車場の入り口

にセキュリティーブーム設置の連絡があり、事務局員3名分の通

過用のセキュリティーカードが支給された。ビルマリンドライブ側

の入り口は封鎖され、今後は使用入り口はタムニング郵便局側

とFHPクリニック側の2箇所のみ。一般車のビル駐車場への乗り

入れは不可能となった。

次回理事会は2015年3月26日（木）の開催予定。

2月19日、20日にわたり、小林監事、力武監事による、秋祭り収支

報告書の監査が行われた。監査内容についての報告、説明がな

された。

日本人学校への定期的訪問、寄付などで貢献いただいている檜

山氏に対し、日本人会名誉会員への推挙提案があり、理事会に

て満場一致で推挙が決議された。

懸案されていた日本人会事務局移転について、３案の再確認が

なされ、試案Ｃ（ピアマリンへの移転）　にて理事会での承認がなさ

れた。追って移転委員会を設置し早めの対応を検討する。

守屋会長により選挙管理委員が委嘱された。追って会員への案

内、告知を実施予定。
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2015年度
個人会員・準会員の皆様へ

【会　費】
       個人会員費：　40ドル
　　 家族会費　：　60ドル
　　 準会員費　：　20ドル
【支払い方法】
　現金またはチェック(宛先 JAPAN CLUB OF GUAM)でお
　願い致します。
　郵送先：P.O. BOX 7962 Tamuning, Guam 96931
【日本人会名簿への掲載】
　2015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（ITCビル2階）
　（TEL）646-8088 (FAX) 646-8067

　近頃、ちまたでよく目（耳）にする｢ω(オメガ)ー3｣って
いったい何なんでしょう？
　脂肪には大きく分けて飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があり
ます。ここまでは昔理科で習ったなあとうっすら記憶にあ
るのではないでしょうか。
　ω-3とはω-3脂肪酸のことで、ω-3の位置に炭素の二重
結合を持つ不飽和脂肪酸の総称で、体内で合成することの
できない必須脂肪酸です。
　昔から不飽和脂肪酸で名のとおったα-リノレン酸
(ALA)、ちょっと前に頭が良くなるとかで大流行していたド
コサヘキサエン酸(DHA)、血液がサラサラになるとかのエイ
コサペンタエン酸(EPA)などが有名なω-3脂肪酸です。じゃ
あ、なぜω-3、ω-3と騒ぐのか・・・ω-3にはアレルギーを
抑制するのに効果があるとか、コレステロールを下げると
か、免疫力を上げるとか、アルツハイマー予防に効果があ
るとかいわれているので、きっとそういったリスクを減ら
したいと思っている人が多いということなのでしょう。
 ω-3は青魚やしそ油、えごま油、亜麻仁油、くるみ、亜麻
の種(フラックス・シード)、緑黄色野菜、豆類、海藻など
から摂る事ができます。加熱に弱いので気をつけてくださ
い。また、薬ではありませんから、すぐに効果が出ると言
うものでもありません。
　アメリカ心臓協会によると、心疾患のリスクを下げるた
め、週に2回はω-3脂肪酸を含む魚を食べましょうとか、お
肉や乳製品も脂肪の少ないものを選びましょうなどと勧め
ています。
　昔から言われているように、飽和脂肪酸の多い動物性脂
肪より、不飽和脂肪酸の多い食品をとるように心がけまし
ょうと言うことではないでしょうか。また、いくらω-3が
体に良いからと言って摂りすぎは肥満の原因になり、本末
転倒です。バランスの良い食生活が大切と言うことです
ね。(適度な運動もお忘れなく！）　　　　 編集委員　M.T.

2014年　個人所得税申告のお知らせ

　2014年個人所得税申告書の申告期限は2015年4月15日(水
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、2014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､2014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(2015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。

～ω-3って何だろう？～
　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2015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。

健康豆知識
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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。

　会報「ラッテ」フロン
トページに挿絵を描いてい
ただいています榊原康範さ
んと懇意にされているKwik 
SPACE Guam inc.社のオー
ナーより日本人学校へカラ
バオを寄贈していただきま
した。そのカラバオにペイ
ントをされています榊原さ
んにお話をお伺いいたしま
した。

日本人学校にカラバオがやって来た！

Ｑ:

Ａ:

Ｑ:

Ａ:

カラバオへのペイン
トのテーマは？また
そのモチーフを選ば
れた理由は？
日本人学校に寄贈される事を念頭に、グアムの海や山
の自然を日本人の眼から見て感じたものを、日本の伝
統的な様式をとりいれて描きました。生徒の皆さんに
カラバォをみて日本のアイデンティティーを感じ､ふる
さと日本とグアムを思ってもらえたら嬉しいです。難
しい時代ですが、グアムや海外での日本人の存在感が
一段と増し、誇りを持てるよう思いを込めました。
グアムの自然がご自身の作風にどのように影響しました
か？
舞台の上を動き回るスポットライトのように、雲の陰
や雨が山々を超えて動くのには驚きました。厚く黒い
雨雲を背景に､山の頂が輝くのを見たり､水平線が雨で
暗く霞んでいるとなりで､きれいな虹が出たり､絶えず
光と水が世界を循環しているのを感じました。地元の
友人に連れられてハイキングもよく行くのですが､滝や
渓流､椰子の林､洞窟に､熱帯の自然の多様さを感じまし
た。また、海も､美しい色に変化する海面はもちろんの
事、濃い青に沈むリーフの切れ目から見る海中の世界
は竜宮城の様でもあり､宇宙を漂っている不思議な感じ
でした。初めて見る世界で､あまりの空と海の清澄さに
最初は戸惑いましたが､2年間とにかく描いてきまし
た。グアムの体験がどんな変化をもたらすのかは、日
本に戻ってから徐々に分かる事と思います。
収獲の一つは、UOGの展覧会で最優秀賞に選んでいた
だいたり、こちらの芸術家の方々との交流で刺激を受
けたことです。世界中何処でも､どんな作風､分野で

も、自信をもち表現を徹底させる事が大切だと思いま
した。いろんな人種の交錯するこの島で、積極的にい
ろいろな人と交流を持ちました。日本人である自分と
してどう生きていくかについて多く大切なものを学ん
だ気がします。。
グアムには、創作意欲をかきたてられるものは、あり
ましたか？
スペインのもたらしたカトリック信仰が、村の隅々に
息づいているのをつくづく実感します。島の自然に包
まれたこの生活を理解するにはまだまだ時間が必要だ
と思います。奥地のジャングル、雄大な自然はもちろ
んですが、さまざまな血を引く人たちの、それぞれ違
う魅力の顔立ちに魅かれます。グアムで出会った人を
今描いているのですが、これが自然観と結びついて、
ひとつの大きな世界になるまでまだ努力が必要と感じ
ています。

Ｑ:

Ａ:

　3月中旬には
完成予定で日本
人学校の玄関に
設置され、セレ
モニーも予定さ
れています。皆
様も是非一度学
校へ足を運んで
ご覧下さい！

編集委員　Y.O.
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port@guam.net

8〜17時(月•火•水•金)
8〜15時半(土)
お休み(木•日)

■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。

　イースターエッグやラビットが街に並び、レストランで
「レントスペシャル」などと書かれたメニューを出される
と、なんとなく春(4月？)が近づいていると感じます。グア
ムでは熱心なカトリック教徒が多いのでイースター(復活祭)
と、それにともなうレント(日本語では四旬節)はとても重要
な行事のようです。でも私たちには、名前くらいは聞いた
ことがあるけれど、なじみの薄い行事なのではないでしょ
うか。そこで少し調べてみました。
　イースターは､イエスキリストがエルサレムで十字架にか
けられた3日後に復活したことを祝う行事です。日にちは､
「春分の日の後の最初の満月の次の日曜日｣となっているた
め、毎年日付が変わります。今年は4月5日となります。そ
してイエスがエルサレムに入城する前の40日間を荒野で断
食し、入城から｢主の晩餐｣までを加えた46日間をレントと
呼び(宗派によって数え方や期間に違いがあるようです)、イ
エスの断食に倣い､人々はレント期間中に節制をするように
なったようです。ちなみにカーニバル(謝肉祭)はレント前の
お肉に別れを告げるお祭りで､リオのカーニバルは有名です
ね。イースターに関連する日をまとめてみました。　

復活祭について

懺悔の火曜日
(パンケーキデー)

灰の水曜日
棕櫚(しゅろ)の日曜日 

洗足木曜日

聖金曜日
(グッドフライデー)

イースター(復活祭)
キリスト昇天祭 

※日付は今年度　
復活祭はラテン語ではパスハと言いユダヤ教由来、英語の
イースター(Easter)は､ゲルマン神話の春の女神(Ostern)由
来。四旬節はラテン語では40を意味するQuadragesima由
来で、レント(Lent)はやはりゲルマン神話で春の意味なのだ
とか。キリスト教の初期の伝播は､現地の文化と融合したと
いうことが言葉からわかりとても興味深いですね。

編集委員　M. F.

2/17

2/18
3/29

4/1

4/3

4/5
5/15

レントが始まる前に懺悔を
行っていたのが由来。この
日に卵や油を使った料理、
主にパンケーキを食べる。
レントの始まり
イエスがイスラエルに入城
した日。聖週間の始まり
最後の晩餐の日。イエスが
晩餐の前に弟子たちの足を
洗った日
十字架にかけられた日。グ
アムではグッドフライデー
に十字架を担いでラムラム
山に登る儀式が有名です。
イエスが復活した日
イエスが40日目の木曜日に
天国へ昇天した日を祝う

The 17th Annual

Arts & Crafts Fair
【第 17回アートクラフトフェア】

主催：グアム日本人会　共催：日本国総領事館

パッチワーク、キルト、木目込み人形、ビーズアクセサリー、
和小物などの展示と販売を行います。

日本舞踊、茶道、合気道などのデモンストレーション、お習字体験もございます。

Saturday, March 21, 2015 from 10am-4pm

2015年3月21日（土）
10am-4pm

ホテルニッコーグアム
タシ ボール ルーム
Hotel Nikko Guam 

”

TASI” Ballroom

日　時

場　所
FREE
ADMISSION

入場無料

※お問い合わせはグアム日本人会事務局 ☎646-8066まで。
※For more information, please call Japan Club of Guam at 646-8066

Experience the Japanese culture. Demonstrations in Aikido, 
Calligraphy, Tea Ceremonies and Japanese Dance.

 Exhibits include Patchwork, Quilting and Kimekomi Dolls.  
Numerous items for sale, including Beaded Jewelry.  

グアム日本人会

Theme  Eco-Green”
テーマ　エコ - グリーン”
Theme  Eco-Green”
テーマ　エコ - グリーン”
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お餅つき大会

80歳のバースデイパーティをや
られたとか。
いつか私の趣味でやっているビ
ーズ作りが完成したら個展をや
りたいと計画してたんです。そ
したら身の回りの親戚とか知人
もだんだんに減ってきましてね､
待って待って待っていると､思い
が叶わないんじゃないかと思い
まして､誕生パーティーと個展を
一緒にやることにしちゃったわ

Vol.108「今月の顔」 フローレス　のりさん

Ｑ:

Ａ:

Ｑ:
Ａ:

Ｑ:
Ａ:

Ｑ:
Ａ:

Ｑ:

Ａ:

Ｑ:
Ａ:

Ｑ:
Ａ:

Ｑ:

Ａ:

Ｑ:

Ａ:

けです。
たくさんの方がいらっしゃったのですか？
お誘いした方は全員と言ってよいくらい来て下さったの
で､私にとっては最高の､完成したという喜びでいっぱい
の幸せな一日でした。
そもそもいつ､どうしてグアムにいらしたのですか？
1960年7月14日です。私は6歳くらいから声楽をやって､
中学・高校時代は宝塚に憧れていてね､将来はJazz 
Singerになるのが夢で高校は英語の勉強をしました。高
校を出てから､今で言うのど自慢大会とかに出ました。
丹下清子さんが初めての審査員で､それに受かって自信
もっちゃった訳です。ある時､十人抜き選手権という大
会があって参加したら､16歳くらいの度胸のある子が賞
を取って私はだめだったんです。自信満々だったから、
舞台の裏で気絶した思い出があります。それを機会に私
はもう歌手になれないのかあと思っている時に、当時つ
きあっていた今の主人が日本を出るということで、Let’s 
get marriedになったわけです。
それは何歳くらいですか？
23歳の時です。あの頃はG.I.と結婚の約束をしても実ら
ないことも多い厳しい時代で､アメリカ領事館で式を挙
げて､主人が先にジョージア州の空軍基地に異動し､その
後私が一人でVisaを取り､まだジェット機のない時代でし
たから32時間かけて羽田からカリフォルニアまで行きま
した。鍋釜も何も持たずスーツケース一つで行きまし
た。すごいですね。貴重な思い出です。それが1958年
で今から57年前ですね。そのジョージア州で娘が生まれ
て､それからグアムの駐屯が決まりました。飛行機から
降りた時はすごい熱風で､私は息が出来なくなって降り
ないと我が儘を言ったんです。その時迎えに来ていた主
人の兄は「今日は少しCoolだ」と言ってました。当時90
℉(32℃)くらいあったと思います。ココナッツはあった
けど、車も信号もあまりなかったし､「大変な所に来
た」と私はショックでした。(笑）
とは言え、飛行機から降りて生活を始められた訳です
ね？
娘がもう18ヶ月でしたからね。そこから村で3ヶ月住ん
で､そして基地にたくさん家が出来て､グアム生まれの人
がみんなアメリカ式の家に移った。大きな台風が来て、
古い家はみんな飛ばされてしまい､水とかも暫くはなか
った酷いこともありました。
一番ご苦労されたのはその頃ですか？ 
戦争時代、日本人は残虐をしているわけでしょ。当時、

村に行った時､彼らは私を見ると思い出すわけです。私
は、石をぶつけられたり何かされないか心配でした。
Fiestaとかに主人と恐る恐る行くんですけど､みんな笑っ
たり親切なんです。だけど日本兵が当時歌ってた、人を
からかうような歌を歌うわけです。そういうのに慣れて
ない私は恐怖ですぐに帰りました。後で､ここはカトリッ
クで神様を信じてもう許してる､ただみんなは私を見る
と、思い出が出てくるのだということが分かりました。
それからずっとグアムですか。
いえいえ､それから主人は今度は横田に異動し､その後サ
ウスダコダに移り､またグアムの駐屯が決まりました。
それが1970年です。
その頃の話を聞くと大変新鮮ですけど､今のグアムはす
ごく変わったという感じでしょうか？
現在グアムに来る日本人の方は、すごく幸せです。その
頃は何もないと言っていいくらいで､食べ物も日本食な
んてありません､お野菜とか日常必要な物も基地以外で
は手に入りませんでした。だから、今は天国に思えます
ね。都会の素晴らしさに慣れた若い奥様たちの中には､
グアムには何もないと仰る方がおりますね。分かるんで
すけど、あまりグアムの歴史も分からないで､ご家族と
一緒なのにどこにも行かないで、そういう文句ばかり言
うのは､ちょっとお気の毒に思えます。
今回80歳のお祝いをしましたけど､次は90歳､100歳でし
ょうか？
私は80歳になったら､生きるか死ぬかだと思っていて､だ
から一日一日が大事。私には守っている道徳があるので
すが､それはまず人間として人によくすること。自分も
大事だけど､自分だけ大事ではいけない。それから動物
を愛することです。これからも力のある限り､ボランテ
ィアのお仕事がしたい。少しでも何か出来れば､それが
生き甲斐に思えます。自分が幸せだったら､ちょっと周
りを見て何かしてあげなくてはいけない､自分の幸せを
少し分けようと思う。ここ10年以上そういう生き方をし
ています。そうすると毎日がすごく楽しいですよ。

　今回は他に､チャモロの親戚付き合いの話や国際結婚の話
など興味深い話をたくさん時間を忘れて伺ったのですが､残
念ながら今回の紙面には書ききれません。またの機会にご
紹介させて頂きます。ノリさん､素敵な話ありがとうござい
ました。

インタビュアー：釜山　義彦

～私の生き方　80歳を迎えて～
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グアム日本人学校から

　はじめまして､こ
の度ご縁があって､
大阪からグアム日
本人学校幼稚部園
長兼補習授業校校
長として赴任いた
しました､小住智子
と申します。どう
ぞよろしくお願い
いたします。

お世話になりました。
日本人学校(全日制)校長　森田　正人

　40年前に子どもが好きで教員になりま
した。定年退職後はフルタイムの仕事は
せずに､悠々自適とうそぶいていました。
ブラブラしていることが昔お世話になっ
た先輩に知られ「お前に向いている仕事
がある。元気なうちは働け」と言って紹

日本人学校（全日制）佐々木　康人       

　あっという間の３年間でした。季節は
ずれの雪が舞う北海道を発ち､辿り着いた
グアムは別世界のようでした。かつて経
験したことのない強い日差しと湿度に
「自分はここでやっていけるのだろう
か」と不安になりましたが､日本人学校の

日本人学校(全日制) 榊原　ともみ
 
　｢なんて美しい風景なんだろう｡｣飛
行機から真っ青な海と緑の島を見た
とたん､成田空港で感じていた日本を
離れることへの郷愁が､一気に期待感

日本人学校（全日制）小野　忠信

　このたび、3月をもって離任すること
になりました。赴任してから体調を崩し
てしまい、帰国して三週間の入院生活を
していました。この間多くの方にご迷
惑、ご心配をおかけいたしました。その
後グアムに戻り勤務して来ましたが、グ

～離任のご挨拶～

～着任のご挨拶～

したが、グアムでは病気の治療が困難なため今回、帰国す
ることとなりました。ようやくグアムでの生活に慣れ、グ
アムのすばらしさも分かってきた所ですがとても残念で
す。短い間でしたが赴任中は皆様には大変お世話になりま
した。今後の皆様の活躍をお祈りいたします。

介されたのが退職教員の海外派遣制度です(シニア派遣）。
　退職前は東京伊豆七島の小さな島の学校に単身赴任して
いました。そのこともあり､世界中どこへ派遣されても､ま
た単身赴任のつもりでいました。グアムへの赴任が決まり
家内に話したところ｢グアムなら､私も一緒に行く｣というこ
とになり夫婦二人でお世話になることになりました。若い
人達に負けないようにと意気込んできましたが､ご心配・ご
迷惑などおかけしたことばかりで不甲斐なく思っておりま
す。
　２年間､公私に渡ってお世話になりました。有り難うござ
いました。

へと変わったことを今でも鮮明に覚えています。
　あれから２年。果たして自分は子供たちに十分な力にな
れただろうか､まだまだできることがあったのではないかと
後悔することばかりです。グアム日本人学校の児童生徒は､
本当に皆素直で明るく､気持ちの優しい子供たちばかりで
す。一緒に勉強し､休憩時間にはたわいのないおしゃべりを
したそんな些細な日常が､今では宝物のように感じていま
す。
　４月からは愛知県の､山に囲まれた地域での生活に戻りま
す。しばらくは毎日海を見ながら通勤していた頃を懐かし
む日が続くと思います。グアムで過ごした日々を心の糧に､
これからもがんばっていきます。
　最後になりますが､赴任中は保護者の皆様をはじめ､日本
人会の皆様に大変お世話になりました。皆様には､感謝の気
持ちが尽きません。本当にありがとうございました。

子どもたちと出会った瞬間にその不安は吹き飛びまし
た。いつも目を輝かせて元気に登校する子どもたちに囲
まれて過ごした３年間は一生の宝です。子どもたちと触
れ合う日々の教育活動の中で､子どもたちを支える保護者
のみなさまの思い､学校運営委員会のみなさまをはじめ､日
本人会の方々の教育に対する熱心さや苦労をひしひしと
感じることのできた３年間でした。
　今後の日本人会およびグアム日本人学校のますますの
発展を心より願っております。

日本人学校幼稚部園長・補習授業校校長　小住　智子

　私は、母の出身地福井県小浜市に生まれ､父の出身地京
都府舞鶴市で小学校時代をすごしました。中学からは神戸
市で過ごし､教員になってからは大阪で暮してきました。
父は､今年94歳になりますが俳句の同人として現役で活動
しています。母は､91歳で認知症を患っておりますが、二
人とも健在で過ごしております。グアムに赴任が決まりま
した折、父の現役時代の仕事である気象をもとに､グアム
の気候について､詳しく教えてくれました。また､夫や成人
した子どもたちは､大阪から応援や協力をしつつも､グアム
という魅力的な地について､身近に知ることができると喜
んでおります。
　赴任が決まりました折に､日本人会のホームページを拝
見し､日本の文化や日本につながるコミュニティーをこの
グアムの地で大切にされ､40周年を迎えられたことに感服
いたしました。また､｢日本人会秋祭り」｢サークル活動｣な
どを通して､皆様が大切にされている日本のこころは、き
めこまやかだと感心しました。
　この日本のこころは､近年の日本での大きな災害や東京
オリンピック招致などで､今や世界の知るところとなりま
した。今後ますますこの日本のこころが､世界の平和や情
勢安定化のために必要な示唆を及ぼすことと確信しており
ます。私もこのきめこまかさの精神を大切に､グアムの子
どもたちとともに成長したいと思っております。
　日本人会の皆様にご支援ご協力を賜り､この任務を全う
する所存でございますので､どうぞ、よろしくお願い申し
あげます。
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ふるさとの場所はどこですか？
生まれも育ちも鳥取県鳥取市です。鳥取といえば､日本
のチベットと言われるほど､とにかく人口が少ない事と
田舎という事が話題に上りますが､実際にその通りの田
舎です。小学生の時に鳥取県の人口について習った際
は60万人いたはずですが、今ではもう58万人台になっ
てしまいました。鳥取を出た人間としては､少々責任を
感じています・・・。
思い出されるふるさとの味はありますか？
はい､「ばばあ」です。ばばあとは言っても､タナカゲン
ゲという深海魚の事で､鳥取人はこれを鍋にして食べま
す。昔は捨てていたようですが、食べてみたら意外に
おいしいという事で、最近はスーパーでも切り身が売
られるようになりました。
鳥取に旅行に行く際に気を付ける事はありますか？
ちまたではスターバックスが無いだとか､セブンイレブ
ンが無いだとか話題になっていますが､本当にありませ
ん。都会育ちの方は驚かれるかと思いますが､そういう
ところですのでそういった感じで不便さを楽しんでく
ださい。それと、鳥取はICOCAやSUICAには対応して
いません。岡山あたりから軽い気持ちでICOCAしてし
まった場合、手続きが非常にめんどうな事になりま
す。鳥取に入国の際は必ず切符をお買い求め下さい。
鳥取といえば鳥取砂丘ですが、地元の人しか知らない
情報はありますか？

私のふるさと
～鳥取県鳥取市～

　関西圏の方にとっては､最も身近なハワイとしてお馴染
みの鳥取ですが､関東圏の方にとってはほぼ異国ではない
でしょうか？そんな鳥取をこよなく愛する久重祐幸さん
より､ふるさとについてお聞きしました。

砂丘のおみやげ屋さんでは砂丘を歩く人の為に､長靴を
無料で貸し出しています。鳥取といえば砂丘！という
事で､よく晴れて乾燥していると思われがちですが､し
ょっちゅう雨が降り雪も結構積もります。写真で見る
ような､さらさらでキレイな砂丘は、夏の間の短い期間
だけです。他の季節は雨や雪でぐちゃぐちゃですの
で、この長靴は助かります。それと､砂丘と言えばラク
ダですが、写真を撮るのはご法度です。こちらは無料
ではありませんので、勝手に撮影すると怒られます。
鳥取の観光名所で、ここには是非行っておきたいとい
う所はありますか？
やはり､「日本一危険な国宝」と呼ばれている､三徳山
三仏寺の投入堂です。断崖絶壁に建つお堂をどうやっ
て建てたのか､現在でも謎とされています。また、日本
一危険な国宝と呼ばれている通り､お堂に至る道は本当
に危険で､険しい山道を1時間ほど登らないと辿り着け
ません。入山の際には服装と靴のチェックがあります
し､一人での入山も禁止と冒険心をくすぐられます。た
びたび滑落事故が起き死亡者が出るような国宝ですが､
自分の足で行った感動は格別です！    編集委員　H. K.
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編集後記

　最近の涼しさに多少困惑していませんか？それもそのは
ず朝晩の気温が20℃程度の日が続いているのですから､夜に
なって窓を開けると寒いほどです。日本の関西地方なら11
月上旬に匹敵する温度､秋物のセーターや軽く重ね着をして
いる頃ですね。それが常に裸足にTシャツ姿では足元が冷た
く感じたり､肩のあたりがゾクゾクするのも当然です。冷え
は美容や健康にも悪影響を与えるそうなので､みなさん体を
冷やさないようにつとめてください。こんな機会に長年ご
無沙汰していた重ね着をしてみたり､セーターを引っ張りだ
したり､オフィス用のビーサンをブーツに新調してみるのも

いいですね。　　　　　　　　　　　　　　　　　  M.K.Q.

「マイクロファイバークロス」という汚れ落しをご存知で
すか？1960年代に日本の東レが開発した毛髪の5分の1以下
という極細の化学繊維で､1990年代に入ってから商品化さ
れ始めました。そのソフトな感触､吸水性､通気性､保温性､防
水性、速乾性などの特性を生かし、寝具、スポーツウェア､
下着､バックパックやハンドバックなどにまで使われている
他、メガネなどの光学レンズや自動車のボデー､ガラスなど
の拭取り用など多方面で利用されています。
　最近は台所用に多種のクロスが販売されてきているので
ご紹介しましょう。

グアム生活の知恵

～ミクロ繊維の汚れ落し～

◆キッチンタオル：繊維の吸水性、速乾性を生かしたソフ
　トな感触のタオル。
◆油汚れ用クロス：レンジの周りなどの油汚れに。頑固な
　汚れは洗剤の入った水で濡らして根気よく擦ると､ホウロ
　ウ仕上げのレンジも新品同様に。

◆ステンレススティール用：洗剤無用。ちょっぴり水で濡
　らして拭くとステンレススティールの流しや冷蔵庫の扉
　などがピッカピッカに。
◆ガラス拭き用：乾いたままで拭いても十分ながら、頑固
　な汚れがある場合は水で濡らし拭き取ればガラスや鏡に
　水滴跡も残りません。
◆床掃除用モップ：水でスプレーしながら床を掃除するモ
　ップ。使い捨て用リフィルを使用するので清潔で便利。
◆布きん：食器類、特にクリスタル製品に最適。カラフル
　な４枚セットなども販売されている。

Ｓ.Ｗ.
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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。
3月度のセール情報をお伝えいたします。

昨年、東京マート40周年記念セール時に実施したいちご祭りが
ご好評にお応えして今年も東京マートで開催されます。
今年はパック売りではなく4パック入った1箱で販売予定。
開催時期と価格は当店Facebookでご確認ください。

干ばつの影響で値上げが続いているカリフォルニア米を
日ごろのご愛顧をこめてどどーんとセール。
銘柄と開催時期は当店Facebookでご確認ください。

いちご祭り

カリフォルニア米セール

3月セール情報


