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榊原　康範

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。A Little Warrior in Sella Bay 

セラ湾の小さな戦士

　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
加をお待ちしております。尚、当日は軽食の用意もいたし
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
            Tasa & Isa Banquet Rooms
　議事内容：年次活動報告、会計報告、次期　理事・監事
　　　　　　選出等

第43回　グアム日本人会　定時総会のご案内 第16回
アート＆クラフト･フェアーを終えて

　今年で16回目を迎えるアート＆クラフトフェアーが3月8
日（土）にホテルニッコーグアム“ＴＡＳＩ”ボールルー
ムにて開催されました。テーマは五輪招致で話題になった
「おもてなし｣。それぞれの出展者ブースには和風の小物、
折り紙作品、木目込み人形、キルト、パッチワーク、スワ
ロフスキービーズアクセサリー、天然石のアクセサリー、
カード、フィレレース、ちぎり絵、手作り石鹸、子供服、
ラッテイラスト原画、こけしなど多種多様な作品がライン
ナップ。多くのお客様がお気に入りの一品を購入されたの
ではないでしょうか。
　また日本将棋連盟の方よる将棋指導、GCCの生徒による
風呂敷の新しい活用法の講習、高校生ボランティアによる
折り紙、日系人会による剣玉コンテスト、更に毎年人気の
茶道体験に加え、本年度はお客様に日本の着物を着ていた

だいて記念撮影をしていただいたり、Kloppenburg社様か
らご寄付をいただいたうちわにお習字をしてマイうちわを
作るなど、たくさんの方々に喜んでいただきました。舞台
では華やかな振袖を着たかわいい生徒さん達とスミス先生
による日本舞踊、グアム合気会による迫力のあるデモンス
トレーションをお楽しみいただきました。
　今年も協賛・後援いただきました企業を始めボランティ
アの皆様、参加者、ご来場いただきましたお客様からご協
力頂けましたこと厚くお礼申し上げます。
　レイ・テノリオ副知事も駆け付けて下さりコミュニティ
と日本文化の融合をスピーチされましたが、このフェアー
を通し地域社会の皆さまに日本の伝統文化・伝統芸能への
理解を深めるお手伝いが出来たのでしたら幸いです。

文化部　槇平　久未子

下記一覧が2014年度　グアム日本人会理事・監事に立候

補されている方達です。2014年度　理事・監事立候補届

出者一覧 (敬称略、順不同）

選挙管理委員会からのお知らせ
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ITCビル２階　日本人会　会議

( 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12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　　
　・児童生徒数の増減なし      ・3 月 14 日体育館にて卒業式
　・3 月 17 日（月）修了式・離任式 /19 日 ( 火 ) 派遣教員・ビザ職員帰国
　・3 月末にて現地採用教員 1 名の退職願いを受理
　・4 月 8 日（火）次年度派遣教員４名赴任  
　・4 月 14 日（月）入学式・始業式を予定
   ②幼稚部
　・3 月 14 日体育館にて卒園式
　・3 月 14 日現在　次年度入園希望者９名　4 月 14 日（月）プレイルーム
　　にて入園式予定
   ③補習校
　・児童・生徒数の増減なし。
　・3 月 22 日（土 ) 卒業式・修了式
　・次年度の登録確認書未提出者が多数のため、次年度在籍者数は未確定
　・３学期より採用した教員２名は期間限定であったため３月末で勤務終了を
　　通知
　・4 月 5 日に入学式を予定
　④事務局
　・次年度幼稚部教員のビザ申請は本人の書類が届き次第手続きを開始。ビザ
　　職員が赴任までの間、臨時で幼稚部教員を採用。
　・体育館倉庫にエアコン設置のための電気配線が完了。
　（2）ＰＴＡより
　①日本人学校
　・体育館でのコンサート収益金はバンドメンバーへの必要経費を清算後、学
　　校への寄付金とする。
　・次年度の５役が決定した。 会長：熊谷統／副会長：渡部太郎／会計：小林
　　里美／書記：権田聡子 / 会計監査：永橋春美
　②補習校
　・ＰＴＡ会長欠席の為、次回理事会は次期会長と一緒に出席をお願いする。
　③総領事館より
　　学校より次年度の現地採用職員調査票と体育館の銀行借入れ返済予定額の
　　報告書を受信。承認後、現地採用講師謝金配賦額が通知され、体育館ロー
　　ン返済金援助に関して総領事館と学校とで体育館借料契約書を締結予定。
　【協議事項】
　 （1）日本人学校体験入学制度について
　・全日制森田校長先生より、体験入学制度を有効に活用する為に制度の見直
　　しを進めたい旨提議され、具体的な改革案を元に次月理事会にて協議する
　　事が決定された。
　・日本語の教育に興味を持っている保護者や生徒へ体験入学制度を周知する
　　為に、領事館の協力を得てパンフレット（日本語 / 英語）の配布を進める
　　事が決定された。
　(2）次年度予算について
　・現地採用教員１名の退職にあたり、当面後任の採用はせずに対応する方針
　　が承認され、次年度予算への調整を実施。次年度予算は 2015 年度の新理
　　事会にて協議・承認を受ける予定。（5 月）
　(3）次年度補習校教員体制について
　・小学１年生は１クラスの予定だが、人数が増えた場合は対応を検討する。
　　（１クラスの人数の目安は 12 ～ 13 名とし、それ以上は２クラスを希望）
　・中学部担任１名を採用予定
　・プリスクールは希望者が少ない為、担任１名とし人数が増えた場合は、ヘ
　　ルパーの採用を検討する。
　(4）次年度補習校改革について
　・小学部の年間配当時数を配分し教員にも説明済み。中学部は追って作成する。
　・次年度も引き続き実態にあった改革案を優先していただきたい。
２．文化部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　宮後副部長
　(1) 女子会
　　　3 月はアート＆クラフト・フェア等と重なり女子会はお休み。4 月は中
　　　旬を予定。
　(2) ＧＣＷＣ
　　　3 月 4 日のミーティングに、山本理事が参加。GCWC 主催の税金対策セ
　　　ミナーが 4 月 22 日に開催予定。GCWC がサポートしている、WUAC　
　　　(Women United Against Cancer) の Fundraiser　Brunch が 3 月 30 日
　　　アウトリガーにて開催予定。同 Korean Women's   Association が 5 月
　　　3 日に Senior Citizen ランチを開催予定。資金獲得の為、4 月 4 日（土）、
　　　5 日（日）にデデドのフリーマーケットに参加予定、販売品である（古着、
　　　本、家具など）をドネーションとして収拾中。日本人会にもドネーショ
　　　ンの依頼があり、事務局より各理事・監事に協力を依頼済。

　(3）アート＆クラフト・フェア
　　　3 月 8 日に、Hotel Nikko Guam の TASI ROOM にて開催した。参加は
　　　19 団体 ( 日本人会ブースは除く )、来場者は約 400 人。Lt. Gov 　　
　　　Tenorio 氏に来場いただきスピーチをしていただいた。事務局で出した
　　　着物体験と習字体験が、大変人気を集めた。フェア収支は現在事務局に
　　　て集計中。広告冊子については、22 団体からの寄付をいただき、何と
　　　か $4800 を捻出。このフェア開催方法については疑問があり、文化部
　　　のみでハンドルして行くには規模が大きくなりすぎている。来年度以降
　　　の開催については秋祭り同様に要検討。
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』   の開催報告
　　① 3 月 24 日 ( 月）ITC ビル Bank of Guam にて開催
　　② 参加人数：44 名（+1 名様が資料のみ購入）
　　③ 収支：参加費（$900）－ドリンク / スナック代 （$57.37)＝$842.63
　　④ アンケート結果（詳細は別紙１参照）
  　  ・セミナー評価：92％が大変満足または満足と回答
  　  ・会場評価：27％が大変満足または満足と回答、55％が普通と回答
  　  ・スタッフ評価：90％が大変満足または満足と回答
　　⑤ ラッテ掲載記事 / 当日の模様：別紙２参照
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：3 月 12 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　編集委員：田中、ウッドレー、臼井
　　　事務局：天畠、小熊（敬称省略）  合計 7 名
　(2）【議題】
　　①「ラッテ」4 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
　　　況を確認した。
　　②「ラッテ」5 月号の発行について意見を出し合った。毎年 5 月号は総会
　　　後の発行なので殆どのページを総会議事録に使用してしまうので記事が
　　　少なく、読者としては文章ばかりで面白くないので議事録の各部長の写
　　　真を小さく載せる事にしたのでご了承頂きたい。
　　③記事や共にラッテを盛り上げてくれる編集委員を広く募集しております
　　　ので皆様も一度いらして下さい。
５．青年部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠山部長
　　特になし。
６．総務部　        　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　  　 福本部長
　（1）
　（2）

　（3）

　（4）

　（5）

　（6）

　（7）

　（8）

　（9）

７. 会計部　　　   　   　  　    　　　　　　　　　　　　　　登坂会計副部長
　  2 月末締会計報告　　会費納入状況
　　    　 2 月　　　　　　　　   累計
　　　　法　人 　   120 社    $ 101,125
　　　　個　人  　  206 名    $   7,380
　　　　準会員  　　 23 名    $     460
　　　　合　計　　                 $ 108,965
Ⅲ．名誉会員の推薦　　　　　　　　　　                                        　守屋会長
 　　

Ⅳ．総領事館より　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　松村首席領事
　① 7、8 月頃、グアム日系人会が「剣玉大会」を実施したいとしており、剣
　　玉名人がおられれば推薦して頂きたい。
　②岡山市が今夏来訪を計画中にて、各地で行われる慰霊祭と解放記念日パ　
　　レードについて情報を提供したが、戦後７０周年という節目にあたり、日
　　本人会としても参加について検討しては如何。
Ⅴ．その他
　①守屋会長より 2013 年度秋祭り収益金から、2 万ドルを日本人学校へ寄付
　　する事が提案され、承認された。
　②商工部法律セミナー開催につき、講師のタイタノ誠氏に感謝状を贈呈する
　　事が承認された。

書記  福本　幹也

会員健康保険加入者　34名 前月比一人減
会報誌「ラッテ」にて、個人会員、準会員の皆様に2014年度の会員登
録継続のお願いをした。
商工部主催の『雇用に関する法律セミナー開催のお知らせ』を、会員の
皆様へ発信ご案内した。
日本人会法人会員の秋祭り冠スポンサー会社　DOCOMO PACIFIC, INC.
からの広告案内を、秋祭り協賛企業寄付のカテゴリーに基づき会員へ配
信した。
事務局員のカウリン栄さんが、諸事情により2月末にて退職した。
文化部より、ＧＣＷＣのメンバーのKorean Women Associaction より
ドネーションの依頼があった旨連絡があり、理事、監事へ報告とお願い
をした。
郵便局パーキングに駐車中の会員の車がレッカーされるということがあ
った。事務局来訪時は、お手数でも郵便局ではなく公共の駐車場にお願
い致します。
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。総会前に第13回定例理事会（前回議事録承認）を行いますので
理事・監事の皆様は午後6時に会場にお集まり下さい。
各部部長は、総会前までに2013年度各部報告書を総務部長、及び事務
局までメールにてお送り下さい。「ラッテ」5月号にて、総会報告とし
て掲載となります。  

会長から会則第４条１－２にもとづき、日本人会に特別な貢献があった方
として、片桐悠爾氏、中嶋則夫氏の名誉会員への推薦が為され、満場一致
にて承認された。
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教育部　部長　江川　健太郎

  「日本人会は永久に不滅です！」
2011年、私の駐在2年目より日本人会理事
にご選任いただきました。
　教育部担当となり、学校理事会出席のた
め、私としては「初」登校しました。そこ

退任理事挨拶
～お疲れさまでした!～

教育部　副部長　梅田　由美子

　3年間、教育部の理事を務めさせてい
ただきました。
　グアムに来て2年が過ぎた頃、前理事
である友人の時任佐絵子さんから、理事
へのお誘いを受けました。当初は、『私

商工部　部長　藤井　瑞理

 前任者の帰任に伴い、任期を引き継い
だ為、日本人会での活動は約8ヶ月と大
変短い期間ではございましたが、とても
充実した時間を過ごさせて頂きました。
 グアム赴任と共に日本人会活動が開始

青年部　部長　遠山　重春

　最初の一年は総務部で総務部長に田
中真行様が居ましたので私のやる事が
無くあっという間に一年が過ぎてしま
いました。
　2年目に今度は青年部長をおおせつか

渉外広報部　部長　熊谷　統

　渉外広報部での3年間の活動は私の人
生で一度も経験した事のない活動ばかり
でとても新鮮で楽しく過ごさせて頂きま
した。毎月の編集会議では日頃お目にか
からない方々と和気あいあいと会報紙ラ

会計部　部長　谷　彰洋

　「それほど仕事はないよ」という内
部情報を元に会計をお引き受けして早3
年、自身の認識の甘さを痛感する事か
ら始まった理事生活でした。初年度は
東日本大震災義捐金への対応、2年目は

で、久しぶりに感じた、何ともなつかしい雰囲気と、元気よ
く遊ぶお子様を見た時、「あぁ、ここに生徒さんが通い、そ
してここから巣立ちここが母校となるんだなぁ」と感慨深か
ったことを、今でも思い出します。
　そんな想いで始まった理事としての活動ですが、もっとい
ろんな事が出来たんだろうと思い返しています。
　在任中は体育館建設がメインイベントでしたが、今後、施
設の維持管理を含め，学校財政の構造的見直しなど、次の世
代へ引き継ぐために、もっと違う発想や提案も必要と感じて
います。
　課題を残したままの退任となりますが、海外で暮らす日本
人に、何より“安心の絆”としての日本人会の維持継続を祈
念し、退任挨拶といたします。ありがとうございました。

には到底務まる仕事ではない』とお断りさせて頂きました
が、『縁あってグアムに住み、大勢の方々の支えで無事に
日々過ごせていることに少しでも恩返しができれば』とい
う気持ちでお引き受けすることにしました。その後、教育
部にてグアム日本人学校の運営に携わり、理事及び保護者
の両面から、『海外で子供を育てることの素晴らしさと大
変さ』を感じたのと同時に、その日本人学校の発展には、
理事や先生や保護者だけでなくグアム在住の日本の方々の
サポートが不可欠とも感じました。未来ある子供たちの為
に、また未来を創る子供たちの為に、引き続き皆様のお力
添えをお願いいたします。最後に一言、『理事を務めると
自分の世界が広がります！』
3年間ありがとうございました。 

した為、慌しくあっという間に過ぎた8ヶ月でしたが、活
動を通して、グアムの様々な業種で活躍されている方々に
出会えたことに感謝しております。この場をお借りして、
守屋会長、各部理事の皆様、事務局の皆様、そして日本人
会会員の皆様にお礼を申し上げます。
これからは一会員として、グアム日本人会の益々の発展を
心より祈っております。
　今後、島で見かけましたら、是非お気軽にお声がけくだ
さい。ありがとうございました。

り、秋祭りを担当する事になりました。第一回日本人会秋
祭り祭典実行委員長として秋祭りを担当してから33年目に
2回目の秋祭り祭典実行委員長を拝命し34年目と2年連続
で青年部長として秋祭りを担当いたしました。
　青年部長を支えてくださいました青年部委員の皆様方に
は本当に感謝いたします。今回は、3名の青年部が退任す
る事になり時期青年部長は大変だと思いますが、頑張って
頂きたくお願いいたします。

ッテが会員の方々に楽しく読んで頂くにはどうした良い
かついて議論をし、時には雑談を含めながら編集に取り
組んで行きました。また、日本人会主催の様々なイベン
トに参加したり、その広告活動をしたりとその活動は広
くお蔭様で多くの方々とのご縁を頂戴致しました。無事
任期を全うできましたのも、理事監事の皆様、会員の皆
様、そして特に事務局の皆様がいつも支えて下さったお
陰です。理事としての活動は終わりを迎えましたが、こ
れからも日本人会々員として携わって行きたいと思いま
す。本当に貴重な経験をありがとうございました。

体育館建設の資金手当てと重要課題も目白押しで、プロ
ジェクト遂行の足を引っ張らないようにするだけで精一
杯。ガス欠気味で迎えた3年目ですが、常に業務を遂行さ
れている職員の方々に支えられて、なんとか任期を終え
られそうです。
　個人的には、ビジネスや教育界で指導力を発揮されて
いる方々と理事会で同席させて頂いた事が大きな収穫で
した。本質を捉える考察力、ぶれない判断力、進路を明
確に示す指導力、人を惹き付けやる気にさせる人間力、
目標に向かって周囲を引き込む戦略と段取り等（修得出
来るかどうかは別問題ですが）大変勉強になりました。3
年間に渡りいろいろご指導ご支援いただきました関係者
の皆様に大変感謝しております。ありがとうございまし
た。
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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

お知らせ

　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

　尚、日本人会名簿掲載について、住所その他のご変更が

ある場合はお手数ですが日本人会事務局までご一報頂けま

すよう、合わせてお願い申し上げます。

　連絡先：日本人会事務局　

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

                E-mail : jpclub@teleguam.net

個人会員・準会員の皆様へ
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　去る3月24日（月）、日本人会商工部を主催として在グ
アムの現役弁護士であるタイタノ　誠氏をお招きした『雇
用に関する法律セミナー』がＩＴＣビルにて開催されまし
た。当セミナーは雇用に関する米国連邦法とグアム法の基
礎を学び、グアムで働く方々向けに現地における雇用につ
いての疑問や問題を解消することを目的として企画されま
した。
　当日は44名の方にお忙しい中、仕事の合間を縫ってご参
加いただきました。講演ではグアム準州、北マリアナ諸島
準州、カリフォルニア州で弁護士資格をお持ちであるタイ
タノ弁護士から雇用に関する法律について具体的な例を用
いたケーススタディや日本と米国の商習慣の違いから日系
企業が陥りやすい誤り、近年施行・改定された雇用関連の
法律についてお話をいただきました。参加者の皆様からは
熱心にメモを取る姿も見られ、雇用面接の際に気をつける
べきことについてなど質問が挙がることもあり、会場は終
始なごやかかつ意欲的な雰囲気に包まれていました。開催
後には「法律は個人で調べるには限界のある分野であるの
で非常に役に立った」「次回も開催して欲しい」「大変勉

■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。

◆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！ 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。先月号では40周年
記念セールのイベントをご紹介させていただきましたが、今回は期間中の日替わ
りセールを紹介させていただきます。4月14日(月)は精肉の日ですべて20％
OFFでございます。(特売品、ハム・ソーセージなどの食品加工品は除外)15日
（火)は青果の日で日本からの野菜・果物を40周年セール価格でご提供いただし
ます。また火曜日と金曜日はエアーシップメントの日ですので、パン・日配品な
どのシップメントならではの商品もお安くなります。16日(水)は弁当・惣菜の日
で「40周年記念　特選和牛ステーキ弁当」を大特価でご奉仕いたします。17日
(木)はお酒の日と題しまして、日本酒・焼酎の試飲販売・日本国産ビールの限定
販売などを企画しております。最終日18日（金）は鮮魚の日でお刺身や東京築
地直送の新鮮なお魚をこちらも特別価格でご提供いたします。
皆様のご来店、従業員共々お待ち申し上げております。

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 

雇用に関する法律セミナー
強になりました」といったコメントをいただきました。
今回のセミナーでは弁護士の先生をお招きするという初の
取り組みを行いました。日本人会商工部では引き続き会員
の皆様がグアムでのビジネスを円滑に行う一助となるセミ
ナーを開催してまいります。ぜひ皆様のご参加をお待ち申
し上げております。
　最後に、セミナー講師をお勤め頂いたタイタノ弁護士、
会場をご提供頂いたBank of Guam関係者の皆様、当日運営
をご支援くださった皆様、そしてセミナーにご参加頂いた
皆様にこの場をお借りして、厚く御礼申し上げます。

商工部　部長　藤井 瑞理
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お餅つき大会

　去る3月6日、京都の立命館高等
学校の生徒37人がグアムを修学旅
行で訪れ、アガット村の学生達や村
人と合同でJapan Agat Conjunction 
Festival (JACF)を開催しました。生
徒たちは「本当のグアムを知る」と
いうテーマで自ら修学旅行の行程を
企画、1年以上も前からアガット村
メイヤーズオフィスと連絡を取り
JACFの開催にこぎつけたようで
す。会場には餅つきや書道、日本の
ゲームなどが体験できるブースが用
意され、サザンハイスクールの生徒
をはじめとするアガット村の人々が

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。

port@guam.net

立命館高等学校がアガット村と交流！グアムの修学旅行事情

挑戦していました。一方、アガット
村の人達はココナツの葉編みやココ
ナツキャンディー作りで生徒たちを
もてなしました。その他にもソーラ
ン節やチャモロダンスなどを披露し
合う時間も設けられ、賑やかなフェ
スティバルになりました。一昔前は
観光を中心とする修学旅行であった
ことを思うと、昨今の修学旅行は体
験や交流に重きを置く内容に様変わ
りしています。JACFへは日本人会
の会員も招待され、日本とグアムの
若者達が楽しく交流する様子を目の
当たりに、心温まる時間となりまし
た。　　　　　　　　　川端　真帆
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グアム日本人学校幼稚部から

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

　2014年度がスタートしましたが、今年度も園目標の次
の3点の実現に向けて、さまざまな行事や体験活動、日々
の園生活に取り組んでいきたいと思います。
　さて、昨年度は10月までの活動の様子を紹介させてい
ただきましたので、今回は11月から3月までの主な行事に
ついて紹介させていただきます。
　11月は園外保育でジャングルリバークルーズ（タロフ
ォフォ川）に行きました。両岸のジャングルの様子や川の
魚などを見ながら、船に乗ってタロフォフォ川をゆっくり
と上って行きました。途中で上陸し、古代チャモロの家や
工芸品、ラッテストーンなどを見ました。せわしない毎日
の中で、久しぶりにゆったりとした時間を過ごしました。
　12月はなんといってもクリスマス会。園児たちはクリ
スマスに向けて、おうちの人への招待状やリース、オーナ
メント、ツリーの飾りなどを作って準備しました。クリス
マス会当日は、一生懸命練習したハンドベルの演奏をしま
した。また、今年も園児のお父さんがサンタさんになっ
て、子供たちにプレゼントを届けてくれるなど、楽しいク
リスマス会になりました。

た。ジャングルを分け入り、川に沿った路、急な山道を登
って、全員無事頂上に着きました。
　そして、3月の卒園式と修了式。この1年間さまざまな
体験を積んだ子供たち。楽しい思い出だけでなく、つらい
ことや悲しいことも、元気に乗り越えてきました。
昨年も、保護者の皆さんをはじめ、多くの方にご支援ご協
力をいただきました。ありがとうございました。今年度も
よろしくお願いいたします。　　幼稚園　園長　本間　勲

　1月は今年もファイファイビーチに行きましたが、ビー
チに着くまでには海に沿ったがけの道を歩いたり、波が打
ち寄せる吊り橋
を渡ったりしま
した。今年も年
長さんは洞窟探
検をし、その後
みんなでビーチ
に行き、貝殻拾
いをしました。
　2月は卒園遠
足でフォンテダ
ム に 行 き ま し
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　2月23日に開
催 さ れ た 「 東
京 マ ラ ソ ン
2014」。スタ
ー ト 地 点 の 東
京 都 庁 か ら ゴ
ー ル の 東 京 ビ
ッ グ サ イ ト ま
での42.195キ
ロ の コ ー ス を
約 ３ 万 ６ 千 人
の ラ ン ナ ー が
駆 け 抜 け て い
き ま し た 。 私
は 昨 年 に 続 き
今 年 も 参 加 し
完 走 し て き ま
し た 。 ス ポ ー
ツ は 好 き で す
が 、 走 る と い
う こ と に 関 し
て は 今 ま で 興
味 が な く 「 何
が 好 き で 走 る
の か 」 位 に し

東京マラソンに参加して

か思っていませんでした。今は走ること、特にフルマラ
ソンに興味を持ち虜になっています。その魅力はと言い
ますと、アマチュアでも、世界最高峰のメジャーマラソ
ンに参加でき、トップランナーと一緒に同じコースを走
ることができます。更にマラソン大会のスケールの大き
さは他のスポーツでは味わうことができません。
　今年の東京マラソンも素晴らしい大会でした。大会前
は大雪で心配でしたが、当日は摂氏4度の曇り空、走り
始めれば快適なコンディションです。東京都庁前は
36,000人のランナーとボランティアの人の熱気に包ま
れ、何百という簡易トイレはどれも長蛇の列、スタート
までの長い時間は寒さとの戦いです。
テレビ中継を見ますとスタートの号砲と共に高層ビルか
ら紙ふぶきが舞い散り、ウォーという怒号と共に勇まし
く掛けていくランナーの姿があります。それは2,3時間台
で走るプロやエリートランナーであり、我々は散らかっ
ている紙ふぶきを踏み、脱ぎ捨てた防寒具を横目に見な
がらスタートラインへと進みます。
　スタートラインを一歩跨ぐと沿道は人の波、多くの人
の声援を受け、楽屋裏から眩しい舞台へ出たかのような
晴れやかな気持ちで走りだします。スタート地点の新宿
から飯田橋までの5キロの下りを走り、皇居を通り、日比
谷公園から品川を折り返し、有楽町、銀座、それから新
橋を通り浅草雷門で折り返し、築地を通り、4つの橋を渡
りゴール向かいます。沿道はゴールまで人波が途切れる
ことなく、多くの声援に励まされ勇気をもらいます。
　昨年は５時間2分で完走しましたが、30キロ地点から
は体力の限界で、後は歩きながらの完走でした。今まで
のフルマラソンで、最後まで歩かず走り通したレースは

ありません。今年は「走行時間に関係なく、最後まで歩
かないで完走する」ことを最大の目標にしてレースに臨
みました。結果は５時間18分でしたが、最後まで走り通
し、今までのレースにない達成感を味わうことが出来ま
した。また、マラソンに対する不安材料を少しでも払拭
することができ、大きな収穫を得ました。毎日の仕事の
傍ら、少しの時間でもトレーニングをし、4時間台で走
れる体力をつけたい。私の挑戦です。

濱本　久允

   日　時　     年齢　　        レース/タイム

2012/07/01     65     走り始める

2012/12/09     65     JAL ホノルル　マラソン　5:32

2013/02/24     65     東京マラソン   /  5:02

2013/09/29     66     ベルリンマラソン  /  5:23

2013/12/08     66     JAL ホノルルマラソン  /  5:16

2014/01/24     66     ドバイ　マラソン　　棄権

2014/02/23     66     東京マラソン  /  5:18

2014/04/21     67     ボストンマラソン　参加決定

2014/10/12     67     シカゴマラソン　　参加決定

【はまもとのマラソン年表】



2014年4月 第12号 2014年4月15日 発行日本人会渉外広報部 9

ママの会　報告

編集後記

　グアムでの子育てをもっと充実したものにしたい、そん
な思いから結成された『ママの会』も早いもので半年がた
ちました。嬉しい事にグアムに引っ越してきたばかりのマ
マや、赤ちゃんが産まれたばかりのママ達も参加して下さ
り、メンバーも会を重ねるごとに増えてきました。いつも
『ママの会』にご協力頂いている会員企業様、個人様には
この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。
　さて、去る1月27日にはパン作りの達人､ノザキ愛さんが
出張講師として来て下さり､『フォカッチャ』作りをを教え
て頂きました。レシピ本には決して書いていないパン作り
のコツを教えていただき、ママ達は片手で子供をあやしな
がら片手でメモ取りに大忙し。ママ達のマルチタスク振り
にはいつも感心させられます。焼き上がったパンは、幸せ
の味としか表現しようがないくらい美味しいパンでした！
　

　2月25日には『ママの会』初めての遠足として、フィッシ
ュアイへ行って来ました。海中展望塔までの桟橋のお散歩
が未就学児にちょうどよい距離で、レストランに帰る頃に

8〜17時(月•火•水•金)
8〜15時半(土)
お休み(木•日)

　先日1ヶ月の間になんと2度も事故を起こしてしまった。
ここ15年以上は車を擦った事もないのに自分でも驚いた。
しかも、2回とも全面的に私に非があり申し開きも出来な
い状態。車は破損したものの、双方とも怪我が無かったの
が不幸中の幸いだ。そこで、事故を起こしたらどうする？

知っていそうで知らないかもしれないのでお知らせしてお
きたい。まず、119に電話して何処でどのように怪我人の
有無を伝えて警察官に出向いてもらう。その際、車は移動
しない。警察官に事故の原因等を詳しく説明し、免許証、
保険証、車検証を提示する。すると、一枚のメモ書きを貰
う。そこには事故のケース番号と日付だけが記載している
ので、それを持って一週間後にITCビル内1Fにある警察の
事務所に行き事故証明を$26で貰うのだが、長蛇の列なの
で待合に覚悟を必要とする。
　事故証明が出来上がる一週間の間に馴染みの車修理工場
で修理見積書を貰っておき、事故証明と修理見積書を持っ
て加入保険会社に持って行くと後日修理工場から修理着手
可能の連絡を受け車両を持って行って終わりとなるのだ
が、その間、相手側との交渉等は一切なく、事故を起こし
た時に何かの時にと連絡先を聞こうとするが、警察官から
静止を受け引き離される。軽い事故だったかも知れないが
本当にあっさりしている。ともあれ、グアムは一人一台が
常識の社会なので運転にはくれぐれも注意をしたい。

T.K

にはみなお腹がぺこぺこ。今日ばかりはお弁当を作る必要
もなくママ達にとっても嬉しい一日でした。この遠足は大
好評で、近々第２弾を企画中。子供達はやっぱりお日様の
下が大好きなんですね。

★次回ママの会開催のお知らせ
『イースターのエッグハント』
　４月１８日（金）午前１０時～　時任自宅にて
　子供達がハロウィンに次いで楽しみにしているエッグハ
　ント、年齢別に分けてハイハイの子達も楽しめるように
　工夫しますね。
　『ロコナ』のパテシエ　ひろこさんよりママの会にお菓
　子の差し入れも頂ける予定です。皆さんのご参加をお待
　ちしています！
　参加費：無料
　持参して頂きたい物：拾った卵を入れるバスケット、
　プラスティックエッグ１２個×子供の人数
　参加のお返事は４月１６日（水曜日）までに時任までお
　願いいたします。
　『ママの会』幹事　時任佐絵子stokito@hawaiiantel.net
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ジュンフォー　ミュジック
レッスン 生徒募集中！

1時間＄50　30分＄25

1時間＄40　30分＄22.50

♪♬　個人レッスンのご案内　♬♪
ボイス
レッスン

ギターピアノ ドラム

お問い合わせ　☎　486-3865

月～日　10時～21時

場所：タムニング　モービル（空港）横　マリンドライブ沿い

K-POP
レッスン
有り！


