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突然ではありますが
今月から

となりました。みんなで一年

近く話し合って、悩んだ結果

です。そのわりにたいしたこ

とない！？そんなこといわず

“ラッテ”と3回唱えてください。

けっこういいでしょ。

会長　　高木　秀暢

　私、昨年に引き続き、今年も会長として理事、
監事の皆さんと一緒に日本人会の綱を引かせて
もらいます。昨年度は日本人会主催の行事に、
多くの現地の人達に参加をしてもらい、「日本
人はやるなー」との声を聴いて、嬉しかったです。

教育副部長　　前田　裕子

　日本人会の様々な活動の裏側に、日系人社会だけ
でなくグアム地域社会のことまで考え、日本人会を

支えてこられた方々の存在があったことを、改めて

気づかされました。今回、その熱い思いに動かされ、

理事をお引き受けいたしました。少しでもお役に立

てるよう頑張りたいと思います。

教育部部長　　中嶋　則夫

  昨年一年間担当し、重い部署であることを実感さ
せられました。懸案事項を解決し、何とか月に1度

の学校理事会開催でも学校運営に支障を来たさな

いところまで持っていければと願っています。

伊藤　みゆき

　日本人会理事になるにあたり、主人に反対をさ
れました。周りを見渡しても、まだまだ日本人会
及びその活動に対して否定的な考えを持っている
方も少なくないと感じています。今後、主人も含
め沢山の方々に、日本人会を正しく理解し、そし
て認識していただけるよう、時間の許す限り、日
本人会理事を勤め上げたいと思っています。

文化副部長　　大久保　恵子

　仕事（家事を含め）ばかりでは､私たちの生活
は味気ない。文化を通していろいろな人々を理解
し合い、更に､楽しんでいきたい。男性も参加で
きる文化活動ができればと思う。　　　　　　　

文化部長　山下（まさ）周彦

　今年の文化部のスローガンは・・・・・「日米（グ
アム）文化友好」です。
1853年7月のペリー黒船上陸を記に、翌年1854年3
月には、日米和親条約が結ばれ今年で150周年記念
事業と題し、日米各地で様々な交流事業が行われ
ています。ここグアムでも皆様方と御一緒に、日
本人学校はもちろんの事ですが、現地、行政の方々
へも日本文化をアピールして今以上の友好関係を
築いて行けたらと思っております。皆様方のご理
解とご協力ご支援をお願いいたします。

渉外広報部長　　松山　久

　引き続き、渉外広報で頑張ります。6月号から心
機一転、新しい名称の会報でスタートしました。い

ろいろな情報,ご意見、原稿等々どんどんお寄せくだ

さい。また,編集にもちょっと興味あるなんて方も待

っています。一緒にやりましょう。

渉外広報副部長　　田村　勝

　渉外広報担当のＨＩＳ田村です。微力ではあり
ますが理事運営のお役に立てればと皆さまと一緒

にその責任と認識を共有しながら楽しくやって行

けたらと思っています。よろしくお願いします。

2004年度新理事さんから一言!!

　これまでみなさまに親しまれてきました日本人会ニュースですが、今月
号より「LATTEラッテ」というタイトルに替わります。もちろん、これは
ラッテ・ストーンからのネーミングで、カフェ・ラッテのラッテではあり
ません。念のため、ラッテ・ストーンは、古代チャモロ人の住まいが建て
られていた土台部分にあたるわけですが、上のお椀上の頂石部分をtasa 、
柱の部分をhalagiという二つの部分で成り立っています。

「ラッテ・・・・なんで？」

　つまり、会員のみなさんという柱の部分と、直接会の活動を支える理事
会や事務局を頂石部分に喩え、日本人会を支えるコミュニケーション・ツ
ールとしての土台＝LATTEラッテというネーミングになりました。これか
らもより充実した内容、情報発信に頑張りますので、よろしくお願い致し
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ラッテ編集委員会

文化部

教育部

渉外広報部
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監事　　ハモンド　裕子

　ダイビング三昧の毎日が夢だったのに、なぜか
仕事に追われるパラダイスでの生活も７年目に突入。
見張り役？の監事の仕事だけでなく、今年は楽し
い日本人会作りに少しでも貢献できればと思います。

黒岩　良介

　今年2年目を迎えた商工部ですが、昨年の活動に
加え、更に各法人の皆様のスキルアップにつなが
るセミナーの開催や、各種スポーツなどによる親
睦会の開催を予定していますので、是非数多くの
皆様のご参加をお待ちしております。

商工副部長　　松浦　宏美

　仕事：ウェスティンリゾートグアム　セールス
　血液型：A型　出身地：京都市　
　趣味：写真、山、スキー、ゴルフ
　個人的な今年の目標：カナディアンロッキー縦
断をめざして、トレーニングをする。日本人会で
の目標：日本人会理事の1年生であった昨年は、秋
祭りをはじめ怒涛のように過ぎていきました。今
年も会員の皆様が、グアムでより快適に生活と仕
事をエンジョイして頂くためのお手伝いができれ
ばと考えております。がんばります！

青年部長　　川内　康則　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今年も青年部部長を会長から任命されましたグア
ムブロードキャストサービスの川内康則です。青年
部と言えば秋祭り！皆様で作る楽しい祭りにしまし
ょう！今年も皆様のご参加ご理解ご協力を宜しくお
願いします。その他にもイベントを検討中です。ま
た、皆様からのリクエストがありましたらメールで
お待ちしております！yasu@guam-fmgbs.com

商工部長　　大西　英昭　　　　　
　　　　　
　リーフホテルのGMとして初来島以来９年、'98
年の台風PAKA体験後グローバルランドリーに移り、
今年より同社の顧問となり、時間に余裕が出来ま
したので、何か日本人会のお役にたてばと思い商
工部長を、お引きうけしました。会則の趣旨を念
頭に楽しく活動をしていきたいと、思っております。

会計部長　　八尋　浩史

　浅沼組の比嘉さんと共に会計を担当するPMTの
八尋と申します。会員皆のための日本人会理事会で
あるよう心がけることを目標とし、日本人社会に少
しでも貢献できればと考えております。よろしくお
願いします。

総務部長　　野口　雄充
　
　会員名簿を出来るだけ早い段階で皆様のお手元に
届けられるようにしたいです。また、事務局のみな
さんと協力して会員の皆さんが使いやすい日本人会
事務所を目指したいと思います。忌憚ないご意見を
お待ちしております。

監事　　鳥井　義惟

　グアム日本人会のために微力ですが､一生懸命や
らせて頂きます。どうぞ宜しくお願い申しあげます。

会計副部長　　比嘉　勉

　グアムでの生活も１７年となりましたが、その間、
娘の日本語教育を始めとし、日本人会の様々な活
動に、お世話になってまいりました。今回仰せつ
かまりました業務を通じ、少しでもご恩返しが出
来ればと思っています。

総務副部長　　下神　隆

こんにちは。東京マートでお馴染みのＳＰＥの下
神です。昨年より理事をやらせて頂いております。
初年度は、何がなにやらわからないまま一年が過
ぎてしまいましたが、楽しく活動させて頂きました。
総務の担当として、会員の皆様にもっと日本人会
を利用して頂けるよう努力して行きたいと思います。
宜しくお願いします。

峰岸　睦子

　理事は3年の任期と伺いました。一年目は、先ず
見取り稽古、聞き取り稽古で、先輩の理事から色々
と学ぶ年、2年目は、役に立つような活動が一緒に
させていただけるようになる年、そして3年目は、
経験したことを次の人に引き継いで行けるように
なる年。最年長なのに青年部のお仲間に入れてい
ただいたことは、何よりの幸せです。

フリーデンフェルズ　薫

　グアムに来て七年、歳を重ねるごとに、日本人で
あることをますます意識するようになりました。こ
うして日本人会の理事のお話を頂いたのも大切なご
縁と信じ、微力ですがグアム日本人会のお役に立て
るよう努めるつもりです。どうぞよろしくお願いい
たします。

亀井　俊士満

　理事としての責任をしっかりと受け止めつつ、親
しみのある日本人会を創っていきます。 青年部と
いえばやっぱり「秋祭り」。今年は好評だった昨年
を超える内容をお約束致します！そして、さらに第
二の柱となるエキサイティングな企画を現在検討中
です。お楽しみに！

青年部副部長　　勝俣　寛

　本年､日本人会の理事に選任されましたことに非
常に重い責任を感じております。今まででしたら日
本人会の活動においても、ただ参加をする程度でし
たが本年は果たして自分に何が出来るかと心配をし
ております。無理せず､楽しく、気軽に参加できる
日本人会を目標に１年間努力させていただきます。

2004年度新理事さんから一言!!

青年部

会計部

総務部

商工部

監　事
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2004年5月20日　12：30～14：00

ITCビル2階　コミュニティールーム｢ラッテ｣

(理事) 17名 (監事) 2名  (傍聴) 1名 (欠席) 3名

第2回定例理事会議事録(未承認)

1,440ドル
60ドル

　　  1,500ドル

１．前回議事録承認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高木会長
　　異議なく承認された。また昨年理事会まで2年間活躍されたウッドレー節子    
　　さん、小瀧道子さんに感謝状が渡された。
２．各部報告
（１）教育部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中嶋部長
　＊4月27日（火）15:00～17:00　学校理事会
　　①防犯カメラ、フェンス設置の件
　　②電話帳への広告掲載
　　③現採教職員評価フォーム
　　④校長報告�　体験入学、学力調査、水泳学習、修学旅行
　　⑤総領事館報告�　メールマガジン開始
　　⑥その他
　　学校決算書、ドライバー採用、用務員採用、次月理事会、学校連絡会
　＊5月11日（火）15:00～17:00　学校理事会
　　①防犯用フェンス設置の件
　　建物を利用してのフェンス設置案を採用。高さは2m。財団宛て補助申請を行う。
　　②教職員用評価表
　　③校長報告
　　4月29日授業参観、PTA総会、標準学力テスト、修学旅行、水泳学習
　　④総領事館報告
　　⑤その他
　　アフタースクール、体験入学　6月１ヶ月予定、資金運用について、授業料未
　　納への対応を含め、校則の見直し、予防接種の記録について、補習校の授業料
　　の扱い
　＊5月12日（水）10:00～10:45  学校連絡会
　　①学校報告�全日制、補習校
　　②PTA報告�全日制、補習校
　　③理事会報告
（２）文化部　　　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下部長
　　文化部として現在行なわれている活動について見直しや追加を含めて2004年
　　度の予算案を作成中である。　　　　　　　　
（３）商工部　　　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  大西部長
　　2004年度の予算案作成の為のミーティングを行なう。
  (４)  渉外広報部　　　　　　                                                         松山部長                   
　　次回の会報から表紙のロゴを「Latte」に変更する。
　　新理事の紹介の写真をPDNのIsland Pageに掲載依頼予定。　　　　　　　

　日本人会後援今年で２年目を迎えたグアム大学主催のスポーツ

大イベント『国際親善バスケットボール大会』がグアム大学のフ

ィールドハウスにて5月5日（水）より５月8日（土）までの4日間

に渡り盛大に開催されました。この大会に参加した男子チームは、

グアム、フィリピン、韓国、そして日本の4ヶ国。今回、日本代表

に選ばれたのは昨年、日本大学選手権（インターカレッジ）で２

位の実績を持ち、全日本チームのメンバーも抱える『大東文化大学』、

試合はトーナメント方式の総当り戦で最終日が決勝と3･4位の決定

戦、初日フィリピン戦98対61（負）、2日目グアム戦68対82（勝）、

3日目は昨年2位の韓国を94対73の大差で圧勝してしまい、決勝は

昨年優勝のフィリピン戦で80対60と残念ながら負けてしまい準優

勝の成績で幕を閉じる事となりました。ですが日本選手のプレーや、

他の国の選手に気を配る姿勢が認められたのかベストフレンドリ

ー賞を受賞、素晴らしい功績を会場でアピールして頂きました。又、

ハーフタイムに行われた日本文化披露では、昨年映画で注目を浴

びたラストサムライでの合気道を青年部理事の峰岸師範に披露し

て頂き超満員の会場から盛大な拍手を頂きました。忙しい中応援

に駆けつけて頂いた理事や会員の皆様どうもありがとうございま

した。

　　　　　　　　　　　　　　　　  文化部長　山下（マサ）周彦

国際親善バスケットボール大会

2004　INTERNATIONAL FRENDSHIP　BASKETBALL TOURNAMENT　UOG FIELDHOUSE
MAY　5, 6, 7 and 8

　（５）青年部　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     川内部長
　　大東文化大学が参加し、グアム、韓国、フィリピンからそれぞれ1チームずつ
　　参加してUOGフィールドハウスで行なわれた国際親善バスケットボール大会
　　を青年部として応援した。応援に駆けつけて頂いた会員の皆様には感謝申し上
　　げる。またアーンストヤングから主旨に賛同し日本人会に100ドルの寄付を頂
　　いた。会としてドリンクを購入、選手に寄付する。　　　　　　　　　　　　
　（６）総務部
　　①会費の納入依頼、会員名簿の校正依頼。法人会員に対して：ファックスにて
　　　依頼中。但し事務局のファックス回線不調により作業が滞っている。
　　　個人会員に対して：会報5月号に折込をいれ依頼中。
　　　＊今後はメールをもっと活用し迅速な作業を行なえるようにするべき。
　　②議事録の作成
　　　総務部の一環として事務局に依頼していたものだが、事務局の業務の多忙化
　　　に伴い総務部長、副部長で処理することとなった。それに伴い理事監事皆さ
　　　んのご協力を仰ぎたい。各部報告に当っては各部部長は理事会前日までにレ
　　　ジュメを作成し、事務局にメールして頂きたい。
　　　会報に掲載するに当っては総務部で字数等を校正、編集委員会に提出するも
　　　のとする。
　　③感謝状の贈呈
　　　ウッドレー節子さん、小瀧道子さんのお二人に前回の理事会承認を受け感謝
　　　状を贈呈する。
　　　＊今後は２年間従事された理事、監事に感謝状を贈呈するよう理事会で内規
　　　を整える事とする
　　④新法人会員
　　　新法人会員―アルパン・ビーチ・タワー　
　　⑤事務局員
　　　小熊陽子さんが5月10日から事務局で働かれる事となりました。宜しくお願
　　　いします。
　　⑥勉強会
　　　会則を中心に会の歴史、存在意義などを考える時間。出来るだけ多くの方に
　　　ご参加頂ければと思います。講師、中嶋副会長、その他我もと思われん方は
　　　是非お願いします。
（７）会計部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　八尋部長
　　＊ ４月末締め会費納入状況
　　　　　個人会員　　40名　
　　　　　準会員　　　 3名　
　　　　　合　計　　　　　　
３.  2004 年度年次活動・予算案について　　　　　八尋会計部長
　各部から提出いただいた活動案を基に、各部の活動の内容ならびに時期が重なら
　ないように各部の部長を対象に調整会を何度か行い2004年度の予算案を決定す
　る予定。最終的には6月の理事会で正式に決定する予定。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記　野口　雄充

左から、ランスコーチ

山口監督、高木会長、入山総領

←
作
戦
タ
イ
ム
中

日本文化披露　

峰岸理事の合気道
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　日本のように「定年」という制度がないアメリカでは、40代であろう
と、50代であろうと、自分が辞めたい時に仕事を辞めて、ストレスのな
いマイぺースのリタイヤメント生活に入ります。逆に70代であろうが、
80代であろうが、働く意思と能力がある人間に対し、会社は年齢を理由
に解雇することはできません。自分の自由意志で定年が選べるアメリカ
のリタイヤーこそ、まさに「優雅なリタイヤメント生活」といえるでし
ょう。
　１0年ほど前、細君が20年以上教職につき、グアムの年金受給ができ
るようになったのを契機に、48歳でメキシコにリタイヤーした友人夫婦
がいます。メキシコ第二の都市であるグアダガハラ市郊外に145,000ド
ルで大きな新築の豪邸を購入。私たち夫婦も同じコミュニティに住まな
いかと誘われ、夫婦して2度ほど当地を訪れてみました。3つの山に囲ま
れた盆地に建設されたGated Societyで、ゴルフコースを中心に豪華な邸
宅が山腹に広がり、ショッピングモール、病院、ジャーマンスクール（ど
うしてメキシコにドイツ語で教育する学校が必要なのか不思議ですが）
まであります。友人の家はスペイン風の4寝室家屋で、メイドの部屋付き。
通いのメイドとパートの庭師を雇っています。洗濯物は下着からすべて
ランドリーの籠に投げ入れておくと、ぴちっとアイロンがかかって翌日
部屋に届けられており、二匹の大きなコリー犬も、庭師が入浴させ、ブ
ラシをかけてくれるので、見事な毛並み。食事は朝食以外ほとんどすべ
て外食で、夜はカクテルを飲みながら借りてきたアメリカ映画のビデオ
鑑賞。
　なんと優雅な・・・・・・とお思いですか？　実は３日間投宿し、貧
乏性の私は何もすることがない生活に気が狂わんばかりになって帰って
きました。「ワー、これなら台風と戦いながら暮らすグアムの生活のほ
うが優雅！」と痛感した次第。　1945年の第二次世界大戦終結後に生ま
れた子供たちを、アメリカでは「Boomer」日本では「戦後っ子」と呼
びましたが、これらの子供たちはいまや５０代後半。62歳からSocial Se
curityの年金受給が可能となるので、アメリカも62歳または年金全額受
給ができる65歳でリタイヤーをする人たちが多く、これらのブーマー達
がいまやリタイヤメント地を求めてハワイ、フロリダ、アリゾナなどを
徘徊しています。空前のベビーブームで生まれた彼らたちは戦後の混乱
期を切り抜け、入試地獄、就職難を突破し、会社での生存競争にしのぎ
を削り、セッセ、セッセと老後のために貯蓄をし、やっと夢のリタイヤ
ーを迎えるのです。でもこのリタイヤメントホーム探しも空前の競争率

　人生長い事生きているといいこともあるもんだ。この３月にわしは満
６５歳になりあそばされた。綾乃小路きみまろの笑いターゲットである
立派な中高年である。私の好きな言葉「いただく、貰う」、嫌いな言葉
「あげる」。わしはアメリカに１０年以上税金を｢あげて」いたので「貰
う」ためにハーモン・ループ通りにあるソーシャルセキユリティオフイ
スの門を叩いた。
　オフイスの入り口ではアメリカの国旗とブッシュ大統領の肖像が迎え
てくれた。待合室で待っていると係員に名前を呼ばれ、年金をもらうた
めの申し込み用紙にデータを記入する。待つこと３０秒、パソコンには
私が収めた税金の納付額と期間がでてきた。
　「ミスター、オカノ。あなたは１０年以上納めているので老齢退職年
金手当ての受給資格があります。振込み先の銀行を指定してください。」
「いつ、いつ、いつ第１回目の年金が振り込まれるのですか？!」「１
ヶ月後の第二木曜日です。」わしは宝くじが当たったより興奮した。入
口に掲げてあるブッシュ大統領の肖像画に最敬礼して脱兎のごとくオフ
ィスを飛び出た。 
　「貰っちゃいな中高年精神」で次のオフィスであるシニアカード（S
enior Citizen Multi Purpose Discount Card）を発行している事務所に
向かつた。場所はティジャンの元米軍基地の中にある。廃墟になった無
人の宿舎が整然と立ち並ぶなかにあった。番地はサンセット・ブールバ
－ド４１０、高台にありサンセットが眺められるアメリカ人好みのロー
ケイションである。オフィスらしくないドアーを開けるとおばさんがな
にやら食べていた。ここは「シニアカード」を発行してくれる事務所で
すかと聞くと、おばさんは重い腰をあげ、ペプシコーラを飲み干すやい
なや机に向かった。ここは手続きも簡単。ソーシャルセキュリティカー

シニアカードをご存知ですか?

リタイヤメント

シニアカード　取得奮闘記

取得したシニアカード

になる気配。ハワイ、フロリダのポピュラーなリタイヤメント地ではこ
の一年で不動産が倍近く値上がりしています。
これらの巨額の蓄えのある、巨大なブーマー人口を獲得することは、グ
アムの経済発展のための重要なポイントであることは言うまでもありま
せん。いかにしてグアムを日本やアメリカのリタイヤリーに魅力のある
島にするか？インフラの改善、病院の完備、バス路線の改善と拡大など
のほか、娯楽や学びのある社会の育成も必要です。これらの事業をグア
ム政府に期待するだけでなく、日本企業もグアムで夢のリタイヤーがで
きるシルバービレッジなどの建設をご再考いただき、グアム経済発展に
寄与していただきたいものです。

[シニアプログラム]

　グアム政府では、次のプログラムを提供しています。
（１） シニア・シチズン・ディスカウント・カードの発行
　　５５歳以上の住民に発行され、島のレストランや販売店、娯楽施設
　　などで毎回または特定の日に１０％－５０％の割引が受けられます。
　　たとえば、National Office Supplyの (20% OFF)をはじめ、ROSS
　　では毎週火曜日をシニアデーとし、１０％割引をするほか、ハイア
　　ットの木曜日の５０％OFFランチブッフェ、映画館のシニア割引プ
　　ログラムなどがあります。特典を公示していないところが多いの　
　　で、利用前にあらかじめ特典があるか遠慮なく尋ねてみましょう。
（２） シニア・センターの運営
　　島には６０歳以上の住民のための１２のシニアセンターがあり、会
　　合、フィエスタなどに施設を無料で利用できるほか、それぞれの施
　　設の運営するダンスのレッスンやビンゴなどの娯楽に自由に参加で
　　きます。
（３） 送迎サービス
　　車がない人や運転できないお年寄りのために、シニアセンターと自
　　宅間の送迎のほか、通院、治療、ショッピングその他のための送迎
　　サービスプログラムがあります。詳細は４７２－２２１５まで。
（４） Property Taxクレジット
　　５５歳以上の住民の住居に対し、８０％のクレジットが与えられま
　　す。詳細はDepartment of Revenue and Taxationまたは専門家に
　　お問い合わせください。　　　　　　　　　　　 ウッドレー　節子

ドを提出して出された申し込み用紙に姓名、生年月日、現住所を書き込
み手数料５ドルを支払い、１ｘ1インチの写真を貼れば、一週間後には
ラミネ－トされたカードが貰える。次の週オフィスを訪れてピカピカの
カードを貰ったが、よく文字を確認するとわしの歳が５歳も爺さんなの
だ。厳重にクレームをつけると、君が間違つた情報をよこしたのでその
歳になったのだと譲らない。いくら、ボケが始まってたとしても自分の
歳くらいは間違わないと強行に食い下がると１週間前の申し込み用紙を
探した。１９３９年と自分の申告に間違いはないのであるが、なんせ悪
筆で有名なわしの字では間違わられてもいたしがたない。これから申請
に行く方はハッキリ、クッキリ手書きの文字を書いて下さい。 

岡野　豊 
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運動会について

グアム日本人学校から

グアム補習授業校から

　平素より日本人学校へのご支援、誠に有り難うございます。

さて、日本人学校の二大イベントの一つである『 運動会 』が６月27

日（日曜日）９：００～１４：００の予定で開催されます。

　日本人学校の児童生徒達にとりましては、日頃の体育学習の成果を

発表する場として、自主性および創造的活動を促進する場として、更

には親子の交流を深める場として、学習教育活動では大切な機会とな

っております。

　また、補習校の児童生徒およびローカルの皆様方にも日本の伝統行

事である『 運動会 』の楽しさを味わって頂けますよう、自由参加種

目 ≪紅白玉入れ、大玉転がし（大人・子供合同）、綱引き（大人のみ）、

パン食い競争（子供のみ）、と 未就学児童３０メートル走≫ を設定

致しました。

　どうぞ日曜日の一日をお弁当持参で、ご家族ぐるみお楽しみ頂けま

すよう奮ってご参加下さい。

　

　日本人会会員の皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申

し上げます。また、日頃より日本人学校へのご支援・ご協力 衷心よ

り御礼申し上げます。

　さて、日本人学校PTAは今年も学校への資金的なサポートおよび

PTA活動費の確保を目的としたフリーマーケットを開催致します。

つきましては、開催に向けて各ご家庭・各企業の皆様方からの物品の

ご提供をお願い申し上げます.　また、ご友人・お取引先のもお呼びか

けて頂き、より多くのご援助が集まるよう何卒ご協力の程、お願い申

し上げます。

開　催　日　時�　２００４年７月１０日(土)   ８：００～１１：００

開　催　場　所�　日本人学校 中庭

物品収集開始日�　２００４年７月５日（月）

物品収集場所�　　日本人学校 プレイルーム

　今年度のフリーマーケットが成功の内に終わりますよう皆様方のご

支援・ご協力を重ねてお願い申し上げます。

　対象となるお子さんは、１９９９年４月２日以前に生まれた満６

歳以上のお子さんです。年齢が６歳以上のお子さんでも入学が可能

ですが、日本語が話せることが条件となります｡日本語が話せないお

子さんは、９月からの日本語クラスに入学するか、ご家庭で日本語

の勉強をさせて下さい。

平仮名の読み書きは、９月からのプリスクールで勉強します｡調査に

名前が漏れて、４月に入学を希望する場合に、学校の教科書が不足

することもあります。その場合は自費で日本から取り寄せてもらい

ますのでご注意下さい。

　小学部新１年調査書は補習校にありますのでお問い合わせ下さい。

調査書を基本にして、プリスクールのご案内等を発送します｡

　２００３年度の中学部卒業生からの希望で月曜日に歴史授業を開

講しています。対象は中学部生徒と卒業生で、現在は１４名（卒業

「２００５年度小学部新１年生調査」

「歴史授業開講」

「夏休み」

生４名）います。現地校の世界史との関連も考え、またビデオ教材を

使って視覚的にも興味を持つように授業を進めています｡補習校を卒業

しても歴史に興味を持っている生徒は喜んで受け入れますので、希望

者は学校までお申し込み下さい。hoshuko@ite.netボダリオまで。

　

　現地校は早々と５月末から夏休みが始まっていますが、補習校は、

６月２７日（日）から８月１日〔日〕までが夏休みです。この時期を

利用して、将来進学したい日本の高校や、大学、アメリカの大学など

を見学することをお勧めします。日本の中学、高校へ行く場合は必ず

進学担当の先生にアポイメントを取って、進学する為に何を中心に勉

強すべきかを伺うと良いと思います｡

　補習校には日本の中学、高校などの資料があります。ご希望の方は

電話、メールでお申し出下さい。７３４－８０２５ボダリオまで

グァム日本人学校総支配人　陣内 洋一

フリーマーケット開催に伴うお願い

グァム日本人学校PTA会長　木割 啓文

：

：

：

：

新任先生のご紹介

吉崎隆夫校長　大阪府出身

教諭　依田久幸　山梨県出身
小学部４年担任

教諭　奥井京子　広島県出身
小学部１年担任

教諭　近藤雅樹　福井県出身
小学部５年担任

教諭　渡邊高志　群馬県出身
中学部２年担任
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「今月の顔」 Vol. 11

　ベクターワークスは、２０００年の４月に設立し、やっと４年の月
日が立ちました。前身は私（石関）が１９８６年に来島した翌年に友
人と設立したアルパインプランニングという、商業内装の設計・施工
を行なう会社でした。そこから単身独立し今日に至る訳ですが、現在
の我が社の業務内容といたしましては、これまでと同じ「商業施設の
設計・施工」。また００年の創業と共に新たに始めました仕事が「W
eb Design」です。
　商業施設の仕事と一口に申し上げても範囲が広いのですが、観光の島・
グアムの一つの要でもあります「ショッピング」、これらの店鋪をこ
こ数年は手掛けさせて戴いております。特に近年は、不況日本でも衰
えの知らないブランドブティックのお仕事が多く、創立時にはGUCCI, 
BVLGARIなど。最近ではレオパレスのブティック、デリ、ジョージ
さんのBURBERRYなどの施工をさせて頂きました。またＤＦＳ内の
旧ＴＣＡＴに出来たTour Loungeなども最近戴いた設計・施工のお仕
事です。
　Web Designの方は、日本人会ＨＰを始めてといたしまして、ホテル
ニッコー、第一ホテルなどのホテルサイトからGPO, The Plazaなどの
ショッピングモール、または個人経営のダイブショップ、射撃場など
のサイトの製作、メンテ・更新作業などのサービスも行なっております。
特に近年はネットを利用しての売り上げ拡大、新事業展開などが、業
種に依っては非常に顕著に現れる時代になって参りました。情報に敏
感なツーリストの動きに対応することが、本当に命題であるなと強く
感じております。

中村さんのジャズピアノを1度聴かせていただいたことがあります。
ずっとジャズの活動をされてきたのですか？
いえいえ、そういうわけでもないんです。大学の工学部を卒業し
弁理士を目指して法律事務所で働いていたのですが、仲間とバン
ドを組んでクラブなどで演奏するうちにそちらが本職になってし
まいました。Ｒ＆Ｂに魅せられビートルズにはまり込み、夜はキ
ャバレーなどでドラムを叩く毎日でしたが、そんな生活にも飽き、
得意な英語を活かせるアメリカへ行こうと決意。ロサンジェルス、
ニューヨーク、ハワイと12年間をアメリカで過ごしたことになり
ます。仕事のあても無いままの渡米でしたが、当時はピアニスト
の数が少なく、すぐに誘いを受けてナイトクラブなどでピアノの
演奏をすることになりました。まだカラオケも無い頃でお客さん
の歌に合わせた演奏が多かったのですが、中には日本人で戦時中
収容所生活を送った方もいらっしゃいました。そんな環境でした
のでジャズはもちろんロックから日本の歌謡曲まで、ジャンルは
問わず何でもこなしてきましたね。ちなみに今、聴く音楽ではピ
アノのフジコヘミングにはまっています。歳をとるとクラッシッ
クに回帰するんですかね。でも、ほんっとにいいですよ。
当時のアメリカでの生活についてお聞かせください。
仕事はピアノの演奏だけでなく、大工の手伝いなどいろいろとや
りました。中でも野菜の配達は過酷でしたね。午前2時にクラブの
仕事が終わって帰宅、風呂に入って寝るのは3時頃になるんですが、
4時には起きてレストランなどに配達に行くんです。だまされたよ
うなものでしたが引き受けた以上はやらなければと、1年以上も続
けました。ニューヨークではミュージアム巡りです。とにかく数
も多いし、特にナチュラルヒストリー博物館や近代美術館は週に2
回も3回も通いました。
話は変わりますが、温水さんというお名前は本名ですか？芸名？
元々の名前は修三です。アメリカの市民になるときの面接で、突
然面接官から名前を変えるかと聞かれたので温水と答えました。
考えていたわけじゃないのですが、もう他界した父が琵琶の錦心
流の教授をしていまして亭水という名前だったのです。「水」を
名前につける流派だったことと、冷たい感じは嫌だったので「温水」
としました。

ベクターワークス・デザイン・アンド・ビルダース

(Vector Works Design & Builders, Inc)

中村　温水さん

　当社はWebsite・http://www.vectorguam.comにも有りますように、
「日本の古き時代からの匠（たくみ）の心」をポリシーとしまして、
日本人らしい精度の高い、細かな気使いで仕事をすることを日頃のモ
ットーとしております。時としましては、あまりにこだわり過ぎまして、
「赤字現場」が出てしまい、カミさんに叱られておりますが、まあい
つかは当社も儲かってくれるでしょうと日々お祈りをしながら現場に
足を運ぶ毎日であります。今後とも宜しく御指導の程をお願い致します。

Q:

A:

Q:
A:

Q:
A:

　今月はＲ＆Ｃツアーズにお勤めの中村温水さんにご登場いただき
ました。中村さんはアメリカでピアニストとして活躍されました。

やはり育った環境に音楽があったのですね。
いいえ。父が琵琶をはじめたのは私がギターを覚えた後でしたよ（笑）。
最後に中村さんはこんな話を聞かせてくれました。
これまでに人生の転機になるような不思議なことを2度経験してい
るんです。昔は散々悪いことをしていたのですが、ふとしたきっ
かけで禅寺などへ行って座禅を組むことを覚えました。ある時、
自宅で座禅を組んでいると、ブワーッとものすごい衝撃を身体に
感じました。なぜか「あ、神はいるんだ」と思ったのです。信仰
する宗教も無いんですけどね。もう一度はメキシコに放浪の旅に
出たときのことです。ある教会を訪ね、何とはなしにそこにいる
人たちを眺めて座っていると自然に涙がボロボロ出てきたんです。
過去の人生を全て流してしまうような、真珠が溢れ出すように感
じた涙でした。そのとき悟ったのです。人間に生まれてよかったと、
人間に生まれたという「幸せ」を知るために僕は生まれてきたの
だと。それ以来どんな小さなものにも感動する毎日です。
　本命のジャズのお話はほとんどお伺いできませんでしたが、こ
こでは紹介できないお話もたくさんしてくださいました。グアム
に来て13年、何度台風が来ようとも今の生活に何の不満もないと
言い切る中村さん。大病を経験された奥様を見る眼差しもとても
穏やかで優しそうでした。                   インタビュー　 今津祐輔

Q:
A:

ニューヨーク・マンハッタンのアパートにて
愛用のピアノと「宇宙」をモチーフとして作ったポスター
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図書便り

　「長い間、お疲れ様でした｣。送別会のシーズン。グアムとい

う土地柄、駐在の方々の送別会が一年中開かれている毎日。私

の働く職場でも昨年から送別会が続いています。気がつくと

引越しばかりしてきた私は、常に送別会で送り出される側で

した。とうとう今度は送り出す側になり、はじめて送り出す側

の、複雑な思いを味わうことになりました。

　大人になるにつれ、親友をみつけるのは難しいと思ってい

ましたが、グアムで生活するようになってから、知らない土地

で「日本人」という共通点だけで、知り合うきっかけができ、ま

た仕事を通じて知り合った方と、プライベートでもお付き合

いするようになったり、助け合ったりと、日本で生活するより

も、大人になってからでも気の合う仲間を見つけられること

ができました。特に会社の同僚とは苦しい時を一緒に過ごし、

助けてもらったり、土日も顔を合わせたりと、ここに家族がい

ない私にとっては、本当に心強い仲間です。そんな仲間を送り

出すのは寂しく、不安な気持ちでいっぱいですが、新しい道に

進む仲間に負けないよう、そして、その仲間が築き上げたもの

を壊さないように、送り出す側の人間として、がんばっていこ

うと思います。きっと「ラッテ」をお読みの皆さんも私と同じ

気持ちで仲間やお友達を送り出した方、またもうすぐ送り出

される方もいらっしゃると思います。ここグアムでの出会いは、

長い人生のうちの大切な思い出の一つになることでしょう。

また、残る私達にとっても大切な思い出となることでしょう。

最後に、僭越ながら送り出す側代表として、新しい道に進む方々

へのメッセージです。「本当にお疲れ様でした。新しい道での

成功は皆さんなら、当たり前です！　いつか同窓会？をしま

しょうね」　

　　　　　　　　　　　　　　　      編集委員　神田　恭子

　秋祭り実行委員会メンバーに貴方も参加しませんか！

　今年で２５回目を迎えます日本人会秋祭りを一緒に盛り上

げて頂けるメンバーを募集しております。こんな事をしたい、

こうしたらどうかと言うご意見をお持ちの方是非ご参加をお

待ちしております。受付は日本人会事務局までお願いします。

日本人会事務局　６４６－８０６６

　恒例のおはようウォーキングを以下の通りに開催致します。
早起きは三文の得、さわやかな朝の海辺をクリーンナップをし
ながら、みんなでいい汗を流しましょう。

　　　　日時：６月２０日（日）６：３０AM　
　　　　　　  イパオ公園ビーチサイド集合
　　　　
＊軽装でご参加ください。ゴミ袋はご用意致します。　　　　　

　学園モノ。学生時代と聞いて遠い目をしてしまうみなさんに

は、ドラマやマンガに出てくる学園生活への憧れがありません

でしたか？

　会社の同僚に強く勧められたのがこのシリーズを知ったき

っかけでした。しかし、人気ゆえにいつも‘貸し出し中’。

幸運にも本棚にあるのを見つけてそのまま勢いで借りて、読み

始めたらもう最後！

　最初の一ページをめくったとたん、そこにはありもしない想

像を絶するお金持ち達の学園生活。

　主人公、牧野つくしは一般家庭育ちなのに両親のミエで無理

をして、舞台となるお金持ちだけが集う英徳学園へ入学。

　そこでF4(花の4人組)と呼ばれ、学園を支配している美少年

達にはむかったのがきっかけで、彼らと交流を持つように。最

初は反発していたのに、正直でまっすぐなつくしの姿にF4の

リーダー道明寺司は、かなり屈折した恋心を抱き始め、この二

人を中心に話は展開。テンポ良く進むので、全巻を一気に読ん

でしまう事間違いなし！「ありえない！」と思いつつも登場す

る各キャラクターに魅了され、必ずお気に入りの一人が見つか

るはずです。このシリーズを読んだ会社の同僚と私は目下‘道

明寺’ファン。かなり屈折しているけど、知ったかぶりで使う諺

や言い回しが’間違っているのにも関わらず、堂々としている

その天然ぶりが憎めません。ただし、つくしが父親のリストラ

でどんどん貧乏になる現実に反比例して、なぜか超ド級のお金

持ちのいい男ばかりにモテモテなのに優柔不断な態度ばかり…。

読み進んでいくうちに、自分には起こり得ないその幸せな状況

にイラつきを感じ、

　「あぁ～、私もつくしになりたい…」と忙しい時に限って何回

も現実逃避してしまいました。

現在日本人会事務局図書には２４巻までそろっています。この

続きはぜひどなたかが寄付してくださると信じて待っています。

みなさん、本棚にあったら迷わずに借りて下さい。

清水　深雪

　公法第27-57号に4304章が追加されこれにより、グアムの

現地法人は会社設立の翌年、外国企業は、グアムでの営業を

認可された翌年７月１日から９月１日の間に、税務局長に年

次営業報告書を提出することを義務付けられます。

（初年度以降は毎年、上記期間中に報告書を提出することに

なります。）

　年次営業報告書に記入する主な事項は、社名、設立日、グ

アム事務所及び本社の所在地、グアムでの代理人名、業務内

容、授権及び発行済株式数、株主名などで、登録料は100ド

ルです。期限を60日超過した場合は、設立証明書や、営業

許可証明書の取り消しまたは、50ドルを追徴されることも

ありますのでご注意下さい。

アーンスト&ヤング　オスカー宮下

年次営業報告書についてのお知らせ

事務局ライブラリー発掘

　｢花より男子(だんご)｣　

１～３６巻(最終巻)

原作：神尾葉子

おはようウォーキング開催のお知らせ

秋祭り実行委員会メンバー

募集開始のお知らせ



2004年6月 第2号 2004年6月10日 発行日本人会渉外広報部 8

・所在地：ITCビル2階217号室・住所：P.O.Box 7962 Tamuning, Guam 96931・Tel：646-8066・Fax：646-8067・Eメール：jpclub@ite.net

グアム日本人会ニュース　2004年6月　第2号　/　発行年月日：2004年6月10日　発行責任者：高木秀暢　/　編集委員長：松山久

『 養いましょう。甦る力 』

* サウナ・ジャグジーをご利用のお客様は水着をご持参ください。

30分、45分、60分

オンワード・ビーチ・リゾート　3階

MASA
MASA SHIATSU

SpaSauna
Since  1975

AIKIDO SUMMER CAMP  FOR  YOUTH 
(PHYSICAL AND MENTAL DISCIPLINE)

Ages: 6 Years Up
Session 1: JUN 7 - JUL 2
Session 2: JUL  5 - 30 
                 (M through F)  
Time: 10:00-11:30 am
Fees: $65 (for 1 session) 
Instructor:MUTSUKO MINEGISHI   
　　　　　　  (President, Chief Instructor, 6th degree black belt)
Registration:Anytime prior to the session at GUAM AIKIKAI  DOJO
Across : St.  John's School   Tel : 646-8855 Cell : 689-5887
                 E-mail:minegishi@saipan.com
                 HP: www.aikidomicronesia.com 
On-going classes for Children (2-7) &Youth (8-15) are held as 
usual. Come and watch anytime.

６月（水無月）東京マート
＊田に水を入れる月、「無」は「の」の意味で、

水の月という事ですね。梅雨もありますし・・・

お
す
す
め
!!

ホテイ：フルーツ缶詰（みかん・白桃）４２５ｇ入　＄１．９９／缶
Ｑ   Ｐ：マヨネーズ５００ｇ入　＄３．９９

セール商品

大好評のお惣菜
　　ひじき、きんぴらごぼう、蛸のケラグイン、ポテトサラダ、
　　海老天巻寿司、いなり寿司、小鯵唐揚げなどなど。

今月も皆様の御来店をスタッフ一同お待ちしております。

６月２１日は夏至です。太陽がもっとも南に上る日です。
１日の長さが最も長く日差しも一番強い時期になります。
そしてあっと言う間に今年も半分を過ぎ様としています。

怪我や病気に気を付けて今年の後半を有意義に過ごしましょう。

新鮮な野菜（アスパラ・サラダほうれん草・ト

マト・さやえんどうなど）、果物（さくらんぼ・

ブルーベリーなど）、活あさり、オイスターや

ＵＳグルメ商品（生ハム・サラミ・チーズ各種・

キャビアなど）ぜひ御試し下さい。

毎週木曜日着ロスアンジェルス便にも注目！毎週木曜日着ロスアンジェルス便にも注目！


