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グアム日本人会ニュース

2015年度　理事・監事へ質問＆一言！

理事•監事へ6つの質問をしてみました！　① 出身地 ②血液型、星座 ③ グアム在住年数　④ 子供の頃の夢
⑤思い出の場所（簡単な理由）⑥ご自身の故郷の名物（ご自慢できる点を何でも）

会長　高木　秀暢　
①広島　②A型、獅子座　③46年
④外国に住む事　
⑤隣の家の橋(中学一年の男の子と小学4年
　の女の子とよく話をした場所)
⑥きつねうどん(日本に帰るたびに関西のきつねうどんのお
　店を探します)

副会長・商工部長　　釜山　義彦　
①大阪　②B型、双子座　③2年
④宇宙旅行　⑤香港：３年いて一生分の
　中華料理を食べた・沖縄：３年いて一生分
　の泡盛を飲んだ
⑥お好み焼き！そして何と言ってもボケとツッコミのセン
　スです。

副会長・教育部長　遠藤　裕之　
①岐阜県岐阜市　②B型、おひつじ座
③2年　④七曲署捜査一係の刑事か
　宇宙戦艦ヤマトの乗務員（単なるテレビの
   見過ぎ）

⑤Augusta National Golf Club(とにかく美しいコースと独特の
　雰囲気)
⑥江戸時代の趣が今も残っている中仙道の宿場町

教育部　　野村　鈴代　
①新潟市　②B型、てんびん座　
③14年目　④若いころの夢　海を見ながら
　のんびり暮らすこと。今、その夢がかなって、
　素晴らしい海を見ながら暮らせていることに
　感謝！のんびり暮らすまでは､もうひと頑張り！です！！
⑤新潟の海。小中学校の頃は、近所の友だちと自転車で海水
　浴､高校の頃は､休み時間や学校の帰りにおしゃべりに､仕事で
　疲れた時は､一人で海岸線をドライブしたり｡｡｡暇さえあれば
　眺めていた新潟の海。夏だけでなく､冬の荒波も､キャンプも､
　海水浴も､デートの時も､失恋した時も辛い時も､めでたい時
　も、どんな時でもすぐに海に行っていました。

文化部　部長　槇平　久未子
①東京都　②B型、牡牛座 　③8年目 
④魔法使いになりたかった 
⑤小学校4年生まで住んでいた北品川。今でも
　新幹線に乗った時につい気色を見てしまいます。
⑥ローカルですが...野川沿いの満開の桜はとても素敵です！

文化部　佐藤　良樹　
①グアム（神奈川）　②O型、天秤座
③５年　④旅行業の会社員
⑤マイアミ、カリブ海（新婚旅行で訪れました）
⑥食べ物：シュウマイ　場所：横浜港、
   元町、みなとみらい、鎌倉、湘南、沢山ありすぎます。

文化部　谷本　幸代　
①東京都　②A型、うお座　③18年
④ドレスデザイナー
⑤幼少期の思い出の場所は近年では高層ビル
   が立ち並んでしまい昔の面影が消えつつあ
　る東京湾とお台場です！父親と二人で早朝自転車に乗
　り、ハゼ釣りや　潮干狩りを楽しみました。
⑥私は下町で生まれ育ち18年前にグアムへ移住しました。
　好きな食べ物はシーフードとフルーツです。江戸前のネ
　タがのったお寿司が大好きです。そして第2の故郷となる
　グアムのローカルマンゴーやアボカドも大好物で毎年楽
　しみにしています。今年は台風ドルフィンの被害影響も
　ありjuicyなローカルマンゴーを食べられるのか心配です。
　
商工部　山本　梨可　
①グアム　②A型、山羊座
③ALL MY LIFE　④小２ぐらいのころに、
　ある本を読んで看護婦になりたいと思った
　時がありました。ですが、注射器が大嫌い
　だったことを思い出し､あきらめました。
⑤グアムのビーチです。さまざまな夕焼け・夕日がみられ
　る最高の場所だからです。
⑥故郷の食べ物：チャモロ風BBQ、Fina'denne'/フィナデ
　ニ、Chamorro Shrimp patties (buñelos uhang) /チャモ
　ロ風のえび入りかき揚げ

商工部　スミス　八慧子　
①満州で生まれ､故郷の鳥取県鳥取市に引き
　上げる　②O型、双子座
③26年6ヶ月
④日本舞踊の舞踊家＆学校の先生
⑤箱根､芦ノ湖､高校1年の時､テニスの全国大会が小田原で
　あり､私はこの大会に出場しました。この時の宿泊先が
　箱根でした。大会が終わって先生に連れられ､芦ノ湖をを
　遊覧したことが思い出されます。
⑥食べ物：二十世紀梨、甘エビ､松葉ガニ、とうふ竹輪、
　　　　　あご竹輪
　もの：麒麟獅子　
   場所：鳥取砂丘
   その他：佐治の和紙
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青年部　部長　目黒大二郎
①千葉県　②A型、山羊座　③6年　

④設計者　⑤大宮(理由は秘密)　⑥柏レイソル

  
青年部　副部長　小寺　康弘
①兵庫県宝塚市　②ＡＢ型、うお座

③丸３年　④大金持ちになる事

⑥宝塚は炭酸せんべい（たいしてうまく

　ないですが)後は宝塚歌劇団その昔は阪急ブレーブス(売却

　されました）

青年部　中西　慶一
①京都　②A 型、魚座 ③忘れました
④金持ちになって世界一周
    (かないませんでした。）
⑤第一ホテル。今のカミさんに出会いました。(えへへ)
⑥鴨川　街の中を流れる　川では一、二を争うのではない
　でしょうか。

青年部　萩原　秀俊
①長野県上田市　　②B型、山羊座　
③もうすぐ丸６年　④剣豪　　
⑤オレゴン州セーラム（今までの人生で最も
　濃密で充実した３年間を過ごした場所だから）
⑥野沢菜漬け、真田氏上田城のしだれ桜

渉外広報部　部長　川端　真穂
①京都市　② O型、牡牛座 　③18年
④舞台俳優
⑤ニューヨーク(初めて一人暮らしをした場所）
⑥鴨川納涼床(京都の情緒と美味を満喫できる最高の舞台。 
　京料理だけでなくフレンチやイタリアン、ステーキ専門  

　店などもGood!
 
渉外広報部　小松　英梧
①東京都東村山市　②B型、さそり座　
③まもなく2年　④サッカー選手か建築家
⑤カプリ島　新婚旅行で訪れ幸せな思い出が
　あります。シーフード料理が最高においしかったです。
⑥トトロのふるさと。となりのトトロの舞台となった緑豊
　かな八国山という雑木林があります。

総務部　部長　立花　留義
①愛媛県　宇和島市戸島　②B型、牡羊座
③15年目　④船長

⑤阿蘇山―修学旅行で初めて行った県外の場所
⑥名物の食べ物は多種多様な鮮魚､あわび､サザエ､じゃこ天､
　蒲鉾､大番饅頭

総務部　中村　一樹
①生まれは、福岡県北九州市、でも育ちは
　長崎市
②A型、かに座　③4年　④JALのパイロット
⑤ボルチモアの鉄道博物館・・・旅行中に妻と大喧嘩
⑥トルコライス（from 長崎）わかる人いますか？

会計部　部長　登坂　政雄
①東京都中央区築地 ②Ｏ型、しし座
③３年 ④立派な大人になること
⑤20年前に1年間過ごしたニューヨーク。刺激的
    な街です。World Trade Centerがありました。
⑥生まれは築地､育ちは東京都大田区。だいぶ以前のこと
　ですが､大田区には当時としてはかなり大規模な海浜リ
　ゾートがありました。遠浅の海水浴場､東洋一の海水プ
　ール､神社､旅館街･･･。今は､羽田空港になりました。

会計部　久重　裕之

監事　菅原　文憲
①岩手県一関市　②B型、かに座　③7年
④パイロット⑤ヨハネスブルグJohannesburg
　路上強盗に襲われ殺されそうになったから。　
⑥自然

監事　力武　嘉慧
①台湾　②　？　③17年　④俳優
⑤岐阜県白川郷・初めて沢山雪を見ることが
　出来ました。
⑥台湾料理は何でも美味しいです。特に夜店
　は安く、味もいいです。

桧山進次郎氏を招いて

　昨年度､元阪神タイガー
ス選手､現在プロ野球解説
者として活躍されている
桧山進次郎氏がグアム日
本人会名誉会員として承
認されたことをうけ､去る
５月17日(日)グアムリーフ
ホテルにて講演会及びグ
アム日本人会名誉会員就
任式典が行われました｡台

風ドルフィンの上陸直後のタイミングとなり､停電や断水が
続いている地域もある中､多くの会員の方が詰めかけました
｡まず現役時代の活躍をYOUTUBEの動画で振り返り､次に幼
少期や現役時代のエピソード､歴代の監督の人柄や野球人生
をどのように切り開いてきたかなど､貴重な野球界のお話を�
1時間半近くお話いただきました｡フレンドリーで飾らない
人柄に会場は和やかなムードに包まれました｡｢～になりた
い｣ではなく｢～になる｣ということからプロ野球選手として
の人生が始まった、と力説された桧山氏､会場で講演を聞い
た子供たちの心にきっと届いたことでしょう。
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2015年（平成27年）5月28日　13：30 〜14：45 

日本人会　会議室（ピアマリン　1階）

(理事)17名(監事) 2名　欠席（理事）2名 

第2回定例理事会議事録

1. 守秘義務について（立花書記・総務部長）
　理事及び監事が日本人会活動において触れる会員の情報
　および資料（対象情報）に関して、守秘義務を宣誓し、
　「守秘義務に関する同意書」に署名し、提出した。
2. 各部報告
   (１）教育部（遠藤副会長・教育部長）
　・年間活動計画
　　学校理事会運営、PTAや教職員との連携、学校財政状
　　況の把握、生徒数増加につながる施策の実施、昨年を
　　上回るチャリティーイベントの実施、各種学校行事へ
　　の参画を行っていく。
　・学校運営に関する報告
　　学校理事の定員を15名から10名に削減した。各種学校
　　行事に、理事もできるだけ参加する。
　・予算案説明
　　チャリティーゴルフ2回、ボーリング大会を企画し、
　　収益を9,200ドル見込む。
   (２）文化部（佐藤理事）
　・年間活動報告
　　地域社会への貢献と会員相互の親睦および資金集めを
　　目的に、リレーフォーライフ参加、慰霊祭・慰霊塔献
　　花、親睦会開催、ハロウィーンパーティー開催、グア
　　ム婦人会参加、アートアンドクラフトフェア開催を行
　　っていく。親睦会は、女子会を発展的解消し、代わり
　　に誰でも参加して親睦がはかれるような会を計画する。
　・予算案説明
　　予算案を説明。
   (３）青年部（目黒青年部長）
　・年間活動報告
　　ローカルとの文化交流及び観光資源の増加を目的と
　　して、例年通り秋祭り開催する。秋祭りは、日本人会
　　活動の中でとても重要なイベントであるため、理事・
　　監事全員、外部協力者と共に成功に導く。
　・予算案説明
　　日本人学校体育館建設費用返済に充てるために、
　　40,000ドルの収益を目指す。

議事：【理事会資料は日本人会事務局にて公開しております。ご
　　　　興味のある方は是非ご覧ください。】

   (４）商工部　（釜山副会長・商工部長）
　・年間活動報告
　　セミナー2回程度開催、各業種トップマネジメントに
　　よる座談会開催、中国人会・韓国人会・フィリピン人
　　会との交流を行っていく。セミナーのうち1回は労働
　　法関係、座談会はグアムのビジネスの現状や今後の見
　　通しについて議論し、結果をラッテやホームページで
　　報告予定。
　・予算案未定、急ぎ詰める。
   (５）渉外広報部（川端渉外広報部長）
　・年間活動報告
　　会報誌「らって」の発行、ホームページの管理・運
　　営・一部改定、日本人会主催イベントの広報活動、日
　　本人会主催イベントや行事などの記録を行っていく。
　・予算案説明
　　らって発行費用は、できるだけ広告費で賄う。
   (６）総務部（立花総務部長）
　・年間活動報告
　　事務局運営、会費徴収、会員名簿作成、新年祝賀会開
　　催、定時総会開催、理事・監事・事務局名刺作成を行
　　っていく。加えて、本年は日本人会活動のマニュアル
　　化、昨年度からの申し送り事項である日本人会改革案
　　を実践する。
　・予算案説明
　　日本関係企業で日本人会に入会頂いていない会社に入
　　会を促す。
   (７）会計部（登坂会計部長）
　2015年度予算案説明。今日の各部予算案説明で話し合わ
　れた内容等を踏まえ、修正を行う。次回理事会で、最終
　案を示したい。
３．秋祭りに関して（目黒青年部長、小寺理事）
　・今年の秋祭りは11月21日（土）に決定。
　・青年部だけでなく、理事・監事全員で担当する。青年
　　部より担当理事組織表が示され、了承された。
　・青年部より、秋祭り予算案が示された。会長より、寄
　　付金を考慮せず、収支がプラスマイナスゼロになるよ
　　うに再検討するように指示が出された。
　・日本人会会員企業以外からの寄付金徴収に関して、担
　　当理事表を基にするが、個人的に関連のある企業があ
　　れば、手を挙げて欲しい。
　・寄付金額に関するスポンサーシップのランクは、現金
　　分のみを考慮することに変更する。
　・秋祭りに関する課題に関しては、次回理事会で再度討

　　議を行う。       
文責：総務部長　立花　留義
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8〜17時(月•火•水•金)
8〜15時半(土)
お休み(木•日)

　5月31日（日）､第37回日本人会チャリティゴルフ大会が
開催されました。
　例年は9月に1度だけ開催のチャリティーコンペですが、
今回は初めての試みで5月も開催いたしました。どれだけの
方が参加してくださるか､不安な状態でエントリーを待ち続
けたところ､予測に反して､15組59名様ものご参加と､数多く
の賞品、及び寄付金をご提供いただきました。そしていよ
いよ当日、高木日本人会会長と福澤日本人学校校長先生よ
り、チャリティーへご参集いただいた皆さまとご寄付への
感謝の挨拶で大会開始。7時半､イーストコースより7組､ウ
エストコースからは8組がスタートしましたが、他のコンペ
と重なってしまったこともあり､特に､後半のグループの皆
さまには､長い時間お待ちいただくこととなってしまいまし
た点､お詫び申し上げます。スタート後は､風が強く感じら
れる事もありましたが、大きなスコールもなく、さほど滞
ることもなく､18ホールのプレーを終了。その後、懇親会場
にて、スコア集計までしばしビッフェスタイルの食事でご
歓談いただきました。表彰式の前には、清水総領事様から､
日本人学校の財政についての具体的な現状のお話と、それ
らを踏まえ、グアム在住の私たち全員でグアム日本人学
校、補習校を引き続き強力にサポートして行きましょう､と
いう力強いお言葉をいただきました。表彰式では、皆さま
からのご寄付により､大変素晴らしい賞品をお出しすること
ができ、大会は終了いたしました。今回は9月とは違うエン
トリー方法で､会社､サークル､ご友人､ご家族など、4名グル
ープでのお申込み形式で募ったところ、ローカルの方のご
参加も増えたようです。いつも一緒にプレーされているお
仲間同士で､力を合わせて他グループと競いあうルールに､
一味違うゴルフを楽しんでいただけたようでした。しかし､
改善して行くべき課題点もいくつか残りました。参加者へ
お水を準備する、待ち時間を短縮できる方法を取り入れる
など、皆さまの貴重なご意見を参考にさせていただき『参
加してよかった！また参加しよう！』と思っていただける
大会となるために今後も工夫してまいります。
最後になりましたが､ご多用のところ､大会主旨にご賛同い
ただき､ご参加いただいた皆さま､ご寄付をいただいた皆さ
ま､そして大会運営にご協力を頂いた皆さまに改めてお礼を

第37回 日本人会チャリティーゴルフ結果報告

【第37回 日本人会チャリティーゴルフ　寄付お礼】

　大会運営へのご協力や日本人学校に寄付を頂いた企業

様および個人の皆さまを以下にご報告いたします。

フィエスタリゾートグアム､ニッポーコーポレーション、

前田道路､ターツグアムゴルフクラブ､ヒルトンリゾートグ

アム､ファーストハワイアンバンク､テンバタグアムイン

ク、シェラトンラグーナグアムリゾート、高木アソシエ

イツ（株）､クラウディアグアムインク､アルパンビーチク

ラブ､バンクオブハワイ､ハーツレンタカー､ホテルニッコ

ーグアム、飯塚コーポレーション､日本航空、キンデンパ

シフィックコーポレーション、オンワードリゾート＆ゴ

ルフ、東京海上日動火災保険（株)、MTG,INC､デロイト 

トウシュ トーマツ、(株)きんでん、坂元吉裕（敬称略）

　ご協力有難うございました。

申し上げます。ありがとうございました。また､トーナメン
ト運営においては､スターツ・グアム・ゴルフクラブ様の全
面的なご協力とサポートに重ねてお礼申し上げます。

<ゴルフの結果>

*ダブルペリア方式で各チーム上位3名の平均ネットスコア

　で競っていただきました。

・団体優勝：AVR71.33九十九-Ａチーム

　(藤井正樹さん､久保裕文さん､伊藤慎太郎さん､野口雄充さん）

・男子ベストネットスコア

　GROSS88/HC18.0/NET70.0　金勝 泰輔さん　

・女子ベストネットスコア　

　GROSS86/HC13.2/NET72.8  佐竹 恵美梨さん

・当日賞(ネットスコアで３１位：JAL日本往復半額航空券2

　名様分)　大礒 明雄さん

<大会収益金および寄付金合計>　$3658.00

　当収益は全てグアム日本人学校へ寄付されます。ご存知
の通り､グアム日本人学校は､体育館建設に伴う借入金返済に
よる財政難にあえいでいます。この学校で学び、成長して
いく子供たちの環境整備や設備充実のため､どうぞ今後とも
一人でも多くの皆さまの更なるご支援・ご協力をお願い申
し上げます。なお､次回は､9月に毎年恒例日本人会チャリテ
ィゴルフ(個人戦)を実施する予定です。会社やお仲間でお誘
い合わせの上､是非ともご参加いただけますようどうぞよろ
しくお願いいたします。　　                                               

日本人会教育部　野村　鈴代

優勝チーム：九十九 　A チーム
左から藤井さん、野口さん、高木会長、久保さん、伊藤さん
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port@guam.net

我が子の新スタートです！
　東京で勤務していた頃は､
2人の娘の出産には辛うじ
て立ち会えたものの､普段の
生活では朝出るときも､夜遅
くに帰っても子供たちは就
寝中。たまの休みは営業を
言い訳にしたゴルフ､夏休み
は学校や神社の改修工事､連
休は病院の切替え工事とな

　4月から子供が日本人学校幼稚
部でお世話になっています。早い
うちから幼稚園は日本人学校と決
めていました。日本語を覚えてほ
しいこと､雛祭りや鯉のぼり､七夕
など自分が親しんだ日本の文化を
子供にも知ってほしいこと､そし
ていろいろ厳しく躾けてくれると
聞いていたからです。
　入学してまだ1カ月ちょっとで
すが、日本語は驚くほど出てく
るようになりました。てにをは
はまだまだ怪しげですが、単語

グアム日本人学校から

～　新入園、入学生のご両親より　～

　「ママの会」主催フ
リーマーケットが5月30
日(土)に開催され､合計
114ドルをグアム日本人
学校に寄付させて頂く
事ができました。子供
用品が家の中にどんど
ん増えて処分に困るマ
マ達､子供の成長に合わ
せて必要な物がでてく
るママ達､そしてローカ
ルの方達にも大好評の
このフリーマーケット､
今後年に2回定期的に開
催したいと思っていま
す。会場を貸して下さ
いましたピアマリン様
にはこの場をお借りい
たしまして心よりお礼
申し上げます。ありが
とうございました。

「ママの会」主催　フリーマーケット Eメールアドレス登録のお願い
　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

り､育児に参加するどころか子供の顔を見る事すらままな
らず､下の娘が懐くようになってきたのはごく最近の事で
あります。そんな木村家がグアムに来たのは2013年3月､日
本での桜の開花を待たずして､妻と2人の娘と一緒にグアム
に赴任しました。前述のような生活サイクルの中､グアム
転勤について二つ返事で妻が賛同してくれたことを今でも
感謝しております。上の娘は当時5歳､年少として通い慣れ
た幼稚園を離れ､訳も分からず見も知らぬ土地に連れてこ
られ､日本人学校に入学しました。1週間もたたずして､お腹
が痛いと学校を早退。夕方のイパオビーチで2人座って､ど
うした？何があった？とも聞くわけにいかず､ただ黙って
娘が喋りたい事だけに耳を傾ける事が出来た時間とグアム
の海に助けられた思い出が有ります。それから1ヶ月もす
ると､朝バタバタと支度をして､スクールバスの停留所に送
って行くや､振り返りもせず元気に「いってきまーす」と
バスに乗り込む後姿が嬉しくもあり､寂しくもありまし
た。そして今年4月､日本人学校の先生方にも支えられ、無
事に小学校の入学式を迎える事ができ､ピカピカの1年生と
しての生活をスタートしております。1年生の9名､全員が
健康ですくすくと育ち､グアムと日本の明るい未来で活躍
し､素直で誇らしい人材となれることを祈っております。

日本人学校１年生　父兄：木村　宏太郎

ではなく文章で､そして2つ3つの文章を続けて話すようにな
り､子供とのおしゃべりが随分楽しくなりました。先日の母
の日では､子供が生まれた時のことなどを書く宿題がお母さ
んに出され､先生が子供一人ひとりにそれぞれのお母さんの
思いを話してくれました。まだまだ英語が苦手な私にとっ
て日本語で子供に思いを伝えられるのはとてもうれしいこ
とでした。おしゃべりが上手になって「僕が生まれた時、
泣いたんでしょ」とからかわれたりもしましたが…。
　鉛筆の持ち方､お箸の使い方､歯の磨き方など本来家で教
えるべきことかもしれませんが､毎日バタバタと時間が過ぎ
子供とゆっくり向き合う時間が少ない中､幼稚園でしっかり
教えていただけるのは有り難いことです。「歯を洗う時は
こうするんだよ」とこれまたいろいろ注意されたりもしま
すが､日々成長しているのを実感しています。
クラスメイトには日本人､ハーフ､アメリカ人がおり､2つの言
語と文化に囲まれ､今後どのように日本という国や文化を理
解していくか､とても楽しみです。幼稚園での生活を通し、
さらに日本に関心を持ってもらえるといいなと思います。

幼稚部　父兄：立花　由利子
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お餅つき大会

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。

■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。

　私の実家は､奈良県斑鳩町です。法隆寺まで､徒歩20分。
ちょっと遠い･･ということで京谷由香さんの同郷の浦木で
す。存じ上げないですが､たぶん中学校の先輩ですかね。も
ちろん私が。すごい偶然ですね！たまたま読んだ4月号に記
載されているなんて。日本に来た時は、連絡してくださ
い。ご飯おごります。もちろんガストで！
　現在､すかいらーくグループのニラックス社で、エリア・
マネージャーという仕事で忙しくも充実した毎日を過ごし
ております。担当しているのが明治本社の社員食堂、日大
生産工学部の学食､和食ビュッフェの業態など11店舗で、1
日の客数が9000人を超えています。社員募集中です。日本
で求職中の方ご連絡お待ちしております。
　千葉県在住で､成田市の隣の印西市です。みなさん興味も
ないでしょうが､「住みよさランキング」(東洋経済)では総
合評価で2012、2013、2014年の3年連続で全国1位にランク
インしています。ちょっと田舎ですが。
　グアムで産まれた３人の子供たちも､長女絵万は台湾留学
中(大学１年)､長男隆登は高２､次女芽生は小６と元気にして
おります。グアム時代仲良く遊んでいただいたお友達もそ
れぞれ大きくなっていることでしょう。ウィングスのサッ
カーや､日本人秋祭り､ビーチで遊んだのが懐かしく思い出さ
れます。
　さて､今回お世話になった日本人会からの原稿依頼ですが､
かれこれ10年前?グアムにお邪魔していたのが1993年の1月
から2007年の夏までだと思います。30代ずっとグアムでし
たね。
　当時､敬愛していた全日空支店長の石橋さんに食事に誘わ
れて､日本人会の総務部長という役職をお受けしたようなこ
とだったと思います。
　参加したら､日本人学校の予算不足､会員減少などいろいろ
問題山積で､他の理事の方と結構熱く､強引に改革を進めさせ
て頂いたと記憶しています。当時高木会長を始め理事の皆
様のサポートのおかげで､会則の大幅変更、健康保険導入(ス
テイウェル)、準会員制度導入､商工部設立など一気に進める
ことができました。カシータの高橋滋さんの講演会なんて
企画もやりました。少しは貢献できたのかと自負しており
ます。川内さんや野口さんとも何やら喧々諤々やったのが
思い出されます。
　また､芳賀さん始め事務局スタッフが､手厚いサポートで改
革を支えて頂いたと感謝しております。

GPO けん玉大会開催グアムを離れて想うこと！

”この世に偶然はない編 ”

　なかなか旅行する機会はないですが､今も本当にグアムに
感謝しております。
　なぜなら､結婚当時アトピーの症状がひどかった妻が服薬
中で、それがグアムに来たらアトピーが劇的に改善し薬不
要となり､３人の子供に恵まれました。偶然にもグアム赴任
が無かったら､今の子供たちはいなかったかも知れません。
グアムに､その豊かな自然に心から感謝しています。
　「この世に偶然はない。」なんてことも言います。グア
ムがご縁で､いろいろな方と様々な出会いがあり感謝してお
ります。当時総領事付きシェフだった玉置くんの神谷町の
お店「五万米ゴマメ｣に昨日行って来たところです。最初に
ドラッカーの本との出会いも秋祭りの古本市でした。
 ぜひ､みなさんもご自愛頂き､これからも私の第二のふるさ
とグアムを愛して下さるようお願いします。
「節子さん､いつまでもお元気で！Ciao!」

日本人会卒業生？浦木　巧臣
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グアム日本人学校幼稚部から

　平成27（2015）年度のグアム日本人学校幼稚部は、2ク
ラスでスタートしました。
　年中５歳児のさくら組10名､年長6歳児ひまわり組12名で
す。ひまわり組の教室は､前年度の図書室を改装しまし
た。図書室は、前年度プレイルームだった教室に引っ越し
しました。今年度は､発達段階に応じた2クラスの体制で、
幼稚部の新しい就学前教育を創造してまいります。2クラ
スになったことで､年齢に応じた生活や活動、遊びなどを
活発に取り入れることができるようになりました。また、
入園への待機が解消され､多くの適齢児皆様の期待にお応
えできるものと考えております。
　さて、5月8日には、園外保育を実施いたしました。訪れ
たフィッシュアイでは､年長さんが年中さんのお世話をす
る場面が見られたり､何もかも新鮮な体験だった年中さん
がお魚に見入る様子が見られたりしました。巨大ラッテス
トーンの展望台から眼下に広がる景色を親子で満喫するな

　今年も毎年恒例のフリーマーケットの時期がやってま

いりました。毎年、日本人会会員の皆様の多大なるご協

力によりフリーマーケットを開催することができており

ますこと、心より御礼申し上げます。フリーマーケット

の収益金はグアム日本人学校に通う子ども達のより良い

学習環境の整備と充実を図るための一助とさせて頂いて

おります。

　今年もグアム日本人学校PTA主催フリーマーケットに

ご理解とご協力、ご支援を賜りますよう、何卒よろしく

お願い申し上げます。

グアム日本人学校PTA主催　フリーマーケット開催のお知らせ

ど、充実したひと時になりました。
園の教育目標は以下の3点です。

１.自立・自律する心を養い､｢生きる力」をみにつける。

２.自由と秩序（ルール）を集団の中で学び、他者と仲良く

　 生きていくことのできる円満な社会性を培う。

３.母国語としての日本語を養う。

　今年度のさまざまな取り組みを通し､｢生きる力」｢社会
性」｢日本語｣につながる教育内容が組み込まれています。
おもな行事は以下のようなものですが､この他にも日本の
行事を取り入れたさまざまな取り組みを行っています。
　今年度も子どもたちの健やかな成長のため、教職員一同
一丸となって取り組んでまいりますので、ご支援ご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

月

行事

月

行事

4月

入園式

保育参観

お誕生会

１０月

ハロウィン

作品展

お誕生会

5月

園外保育

お誕生会

Water day

１１月

園外保育

プール遊び

お誕生会

6月

運動会

お誕生会

プール遊び

１２月

スクールパフォーマンス

クリスマス

おもちつき

お誕生会

7月

幼稚部祭り

お誕生会

年中年長交流行事

１月

３学期始業式

入園説明会

園外保育

8月

２学期始業式

お誕生会

避難訓練

２月

卒業遠足

お誕生会

(小学校入学説明会等)

9月

保育参観

園外保育

お誕生会

３月

卒業遠足

お誕生会

卒園式

修了式

開催日：7月11日(土) 8:00AM～10:00AM

開催場所：グアム日本人学校　体育館

物品収集日：7月5日(日)～9日(木) 1:00PM～3:00PM

                  7月10日(金) 3:00 PM～5:00 PM

収集場所：グアム日本人学校　体育館

対象品目：ご家庭等でご不要になりました家具、家電製　

　　　　　 品、日用品、キッチン用品、雑貨、衣類など

お問い合わせ先：日本人学校（ダカナイ）734-8024　ま

た、学校までお持ち込みになるのが困難な物品がございま

したら、PTA会長（ワタベ）929-4406までご連絡下さい。
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　｢ヤッター!」
念願のグアム
インターナシ
ョナルマラソ
ン､42.195kmを
完 走 し ま し
た。昨年から
健康のために
夫婦でランニ
ングを始め、
40代最後の記
念として家族

　私は現在35歳ですが､大学の
先輩(その方は60歳を過ぎた大
先輩ですが)と食事をご一緒さ
せていただいた時のこと。
「トライアスロンに夢中にな
っていた35～45歳が私の青春
でした。仕事との両立は大変
でしたが､何か挑戦がしたかっ
たのです。｣そうおっしゃって
いた言葉がとても印象に残り
ました。それ以来､仕事を言い
訳にせず何かに挑戦したい、
振り返った時にあの頃が青春

　さる4月12日(日)にグアムインターナショナルマラソン
2015が開催され､日本国内各地からご参加の約900名をはじ
め、多くの国と地域から3千名を越える多くのランナーにご
参加いただきました。
　今年はアンバサダーとして､Qちゃん､ことシドニーオリン
ピック金メダリストの高橋尚子さんにお出でいただき、大
会を大いに盛り上げていただきました。日本中の方から愛
されるQちゃんをお迎えした数日間は大変印象深いものでし
たので、ご紹介させていただきます。
　大会前々日と前日に開催されたGIMエキスポのトークショ
ーでは、20分の予定時間を大きくオーバーしてご自身の経
験、グアムのコースの走り方､前日の準備の仕方などを時に
実演を交えながら巧みな話術で披露してくださいました。
　大会当日は､レイ・テノリオ副知事とともにマラソンのス
ターターを務めていただいたあと10キロ地点までランナー
と一緒に走り、コース上で約3時間ランナーとハイタッチ。
再び10キロの距離を走ってゴール地点まで戻った後は、今
度はフィニッシュラインの約30メートル手前からランナー
と手を携えてゴールを駆け抜けること100回以上。ご本人に
よると、日本のマラソン大会では参加ランナーが多いため
にひとりひとりのランナーと手を繋いでゴールすることは
できない､ということでしたので､今回Qちゃんと一緒にフィ
ニッシュゲートをくぐった方は本当に貴重な体験をされた
と思います。
　競技者として､またゲストや解説者として､世界中のマラソ
ンをご覧になっておられる高橋尚子さんですが、グアムな
らではのランナーと地元の方々の温かい交流がとても気に
入られた様子で､｢グアムインターナショナルマラソンのファ
ンになりました!」とおっしゃっていただきました。
　最後にこの紙面をお借りして､ご参加､ご協力賜りましたす
べての皆様に厚くお礼申し上げます。
　来年は2016年4月10日(日）に開催予定です。皆様のご参
加をお待ちしております。

パシフィック アイランド クラブ グアム　長野　光志

グアムインターナショナルマラソンを終えて

全員での出場を果たしました。初マラソンのタイムは5時
間29分03秒､今までにない感動と心地よさを味わうことが
できました。
　今回の大会に向けて半年前から練習とダイエットを開始
し､７kg減することができたものの、過剰なトレーニング
で大会2ヶ月前には怪我で走れなくなるハプニングに見舞
われました。そんな折、友人からの親切なアドバイスを受
け怪我を治しながらのトレーニングに切り替え､なんとか大
会2週間前に走れるようになりました。
　大会当日は午前３時という真っ暗闇の中でのスタート､マ
イペースで楽しく走れば必ず完走できると自分を信じてひ
たすら走り続けました。30km地点、ここからが自分との戦
いでした。想像以上の苦しさを味わいましたがエイドステ
ーションのボランティアの声援が励みになり無事にゴー
ル。
　主人はイパオ公園でランナーを待ち構える高橋尚子さん
に手を繋いでもらいながら喜びのゴール､息子はジュニアの
部で感動の２位､ランニング嫌いの娘も5Kmの部門で参戦を
果たし、伊藤家のそれぞれにとっても､家族全員にとっても
大きな達成感が味わえた大会になりました。
　フルマラソン初挑戦は様々なことにチャレンジする自信
を与えてくれたように思います。そして､家族､友人､大会ボ
ランティアの方など､多くのサポートがあったからこそ完走
できたと感じています。みなさんに心から感謝「ありがと
うございました。」　　　　　　　　　　　 伊藤　みゆき

に疲労が襲ってきて足が止まり､終盤は周りが目に入らず
ひたすら自分との戦いでした。何度も心が折れかけました
が､友人にフルマラソンを走ると宣言していた手前、途中
で棄権したなんて死んでも言えるか､とそれだけの思いで
無我夢中でした。(汗)
　だから､苦しかった分､ゴールした時の感動はひとしおで
した。この中毒性のある感覚は堪らないもので､ランナー
はこの一瞬を味わいたくて走り続けるのかもしれません。
また、正直フルマラソンは過酷でしたが、人間の忍耐と意
志の力を感じずにはいられません。正に意志あるところに
道があるのだと思います。ほんの少しですが、自分が成長
できた気がしました。
　人生､どんな出会いや切っ掛けで考え方が変わるか分か
りません。私は幼少の頃よりテニスをしていましたが、長
距離走は大の苦手でした。しかし､先輩の言葉に感化され､
友人の影響を受けながら､気が付いたらフルマラソンを走
っていました。これを読んでくださっていてマラソンは自
分とは縁のないものと思っている方も多いかもしれません
が、ひょっとしたら､数年後GIMで走っているかもしれませ
んよ？(笑)　　　　　　　　　　   (株)NIPPO　高橋　正和

だったと言えるような10年をこれから過ごしたいと思い､
友人の誘いもあってGIMを走るに至りました。
　とは言っても現実は学生時代のように時間がある訳もな
く､結局､練習不足の感は否めないまま､当日を迎えます。序
盤は雰囲気を楽しむ余裕があったものの､30km過ぎから急

【出場者よりメッセージ】

【主催者よりメッセージ】
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編集後記

「ノーハブ。」ビルマで終戦を迎え､英国軍の戦犯として1
年ほどを過ごし帰還した父が､唯一覚えた英語？である。軍
港横須賀の街に住んでいたので､基地のアメリカ人が民間の
商店にも時折訪れる。そんな客に英語で話しかけられると
いつも使う言葉がこの｢ノーハブ」であった。後に英語を学
び､これが"no"と"have"の二つの単語で､父の｢ありません」の
意味であったことを知った。
　ビルマ戦線では185,149人が死亡し､生存者は118,352人だ
ったそうで､父が生還者の一人であったことは私達家族にと
って実に幸いであった。父の戦地からの土産は一缶の乾パ
ン。今もアメリカの食料品店でNavy Biscuitsの名称で販売
されている。多分帰りの船の中で分配されたのか､英国軍か
ら帰還捕虜に支給されたのであろう。空腹に耐えながら我
が子への土産にと大事に大事に持ち帰ってくれた父を思う
と今でも胸が熱くなる。甘いものと言えばサトウキビの茎
をかじっていた田舎での疎開時代だったので、そのビスケ
ットは驚くほど美味しいものであった。
　「四方山の話はいつも戦場の話に終り夫も老いぬ」
　母の遺品短歌の一句である。父は私達子供達には戦争の
思い出を決して語らなかったが､老いて母には語りたくなっ
たのであろう。特に戦争のつらい思い出はない私でもつい
6.7年前までは太平洋戦争の話にはすべて拒絶反応を示して
いたが､最近は「永遠のゼロ｣､人間魚雷「回天」などの戦争
の話に感動できるようになった。忌まわしい戦争から70
年、やっと歴史の一ページとして太平洋戦争を省みる心の
ゆとりが出てきたらしい。
　最後に2013年没の南アフリカ共和国の偉大なリーダー、
ネルソン･マンデラ氏の格言の一節から･･･”Forgive, but Not 
Forget.(許そう、だが忘れまい)"･･･世界の過去の戦争の歴
史はこうでありたい。                       　ウッドレー　節子

心温まるボランティア、ありがとうございます。
　南太平洋戦没者慰霊公苑(ジーゴ村)は日本人会や地元の
有志の皆さんに助けられて運営をしております。先月、久
しぶりに大きな台風(ドルフィン)がグアムを通過したの
は、記憶に新しいところです。慰霊公苑はストームや台風
が来るたびに大きな痛手を被ってきました。今回もまた、
竹やぶの木が道を覆い歩けない状態になってしまいまし
た。そんな折､5月28日(木)にグアムゴルフ場協会のメンバ
ー10名ほどがチェーンソー持参で朝から慰霊公苑を訪れ、
手際よく竹を切り道を開き､切り倒した木々の清掃作業を
行ってくださいました。
　オンワードマンギラオGCの坂根社長、スターツGGR和
泉社長､オンワードタロフォフォGC伊藤GM、GICC小池GM
をはじめ､作業を手伝ってくださったスタッフの皆さんに
心より御礼申し上げます。また当日は「弁当シェフ」野中
様より水やランチなど差し入れも頂戴しました。慰霊公苑
は紙面では書ききれないほどのご支援を多くの皆様より賜
っております。今年は戦後70年という節目の年でもあり、
またツーリストの皆さんが平和祈願に毎日訪れる場所でも
あります。慰霊公苑がいつもきれいに管理できるよう努め
てまいります。今後とも皆様のご協力をお願い致します。
  (財)南太平洋戦没者慰霊協会事務局長兼財務担当理事

青木　一美

心温まるボランティア
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