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　第28回オリンピックがいよいよ8月13日から8月29日の17日間、近
代オリンピック発祥の地ギリシャ、アテネにて開催されます。今大
会では28競技、301種目に全世界のトップ選手が金メダルを目指し
て熱い戦いを繰り広げるわけですが、日本からは実に26競技に今ま
でで最多の312名が参加します。注目の競技、選手は沢山ありますが、
特にグアムで強化合宿を行なった選手の皆さんに注目したいと思い
ます。
　まずは女子ソフトボール。前回2000年のシドニーでは決勝でアメ
リカに２－１で敗れ銀メダルにおわりました。2002年に国際ルール
が変更となり、本塁から投手板、外野フェンスまでの距離が長くなり、
ボールが硬くなる等、日本にとって厳しい状況となるなか、悲願の
金メダルをめざし、今年2月にグアム合宿を実施。アトランタから三
大会連続出場となる高山樹里投手が懸命に投げ込みをおこない、ル
ール変更の荒波に立ち向かう牽引役を果たしていました。8月14日か
ら連日、7試合の予選を経て上位4カ国が準決勝進出、8月23日が決
勝戦となります。（試合日程は表1参照）
　もうひとつの注目は水泳の競泳チームとシンクロチーム。両チー
ムとも今年5月に調整の合宿でグアムに来島。見学に行かれた方も多
いのではないでしょうか。競泳での最注目はなんといっても
100m/200m平泳ぎの北島康介。昨年のグアム合宿直後の世界選手権
でいきなり世界新記録をマークしたのは記憶に新しいと思います。
この世界記録も7月上旬にカリフォルニア州ロングビーチで行われた
アメリカ代表選手選考会でブレンダ・ハンセン選手が塗りかえてし
まいました。（記録は表3参照）アテネでどちらが世界最速か決まる
ことになるわけですが、日米の対決ですから必ずどこかの米系TV局
がカバーするものと思います。お見逃しなく。（日程は表2参照）
　シンクロのデュエットでは立花・武田ペアが金メダルをめざし、
フリー演技の新作「歌舞伎」で勝負をかけます。4月の出場権獲得予
選ではロシアペアに惜しくも敗れ2位となりましたが、課題の「2人

られます。そうしたことに思いをいたすことも、
これまた大切なことでしょう。
　とはいえ、今年は平和の祭典オリンピックの年。これを楽しまず
していいでしょうか。ということで今月のトップ記事は「がんばれ！
ニッポン！」オリンピック特集です。

ニッポン！　チャチャチャ！

『オリンピック競技日程』

 予選8カ国総当たり
 8月14日　オーストラリア
 8月15日　台湾
 8月16日　アメリカ
 8月17日　カナダ�
 8月18日　ギリシャ
 8月19日　イタリア
上位4カ国が進出� 

8月22日�　準決勝　3位決定戦
8月23日�　決勝

女子ソフトボール試合日程 競泳男子平泳ぎ日程

8月14日午前　
8月14日午後　　
8月15日午後7時
8月17日午前   
8月17日午後準 
8月17日午後7時 

　8月。夏休み、海、山、キャンプ、旅行、高
校野球、、、と遊びのことが先に頭に浮かびます。
戦後生まれの私には「終戦」は知識でしかあり
ません。しかしながら、ここグアムにいると、
今までの知識とは異なるものの存在を感じさせ

100m 予選
準決勝
決勝
200m 予選
決勝
決勝

　諸外国との相互理解､友好親善の促進、日本文化の広報､振興等
に功績のあった個人や団体に毎年、在外公館の推薦により外務
大臣表彰が行なわれています。
　グアム日本人会は当初、在留邦人の親睦を目的として1972年
に発足し、徐々に活動の輪を広げ、様々な手作りの活動を通し
て日本文化の紹介や当地の人々との交流を深めてきました。こ
うした永年のグアム日本人会の地道な活動が評価され今回の受
賞につながったものと思います。歴代の会長､役員をはじめ活動
に携わってこられた諸先輩方、いろいろな行事に参画していた
だいた会員の皆さまとともにこの受賞をよろこびたいと思います。
９月15日　商工部主催　日本人会懇親パーティーの中で受賞式

グアム日本人会　
2004年度日本国外務大臣表彰を受賞！！

速報

が行なわれます。パーティーに､も是非ご参加ください。
（パーティーご案内は３面をご覧下さい。）　　　H.M

ニッポン！
がんば

れ！

アテネオリンピック　いよいよ開幕

の距離を縮める」練習をつんで雪辱を期します。チーム演技は「武
士道」でメダルを目指します。（日程は表４参照）
　その他、長島日本の野球、可愛くなった福原愛ちゃんの卓球、結
婚して夫婦でオリンピックの柔ちゃんこと谷亮子、JALスッチーも
代表選手の女子バスケット等々、全部あげたらきりがありません。
アテネとグアムの時差は7時間。日本選手が出る競技の実況中継がど
れほどあるかわかりませんがアメリカと絡む競技はどこかでやると
思います。寝不足とならないように応援しましょう。なお、NHK海
外放送では中継、ニュースとも放映権がありませんので映像はない
とのことです。（NHK広報による。）念のため。　　　　　　H.M

表1 表2

8月23日　19：30  　デュエット　テクニカル
8月24日　19：30　  デュエット　フリー
8月25日　19：30  　デュエット　フリー　決勝
8月26日　19：30  　チーム　テクニカル
8月27日　19：30 　 チーム　フリー

シンクロ日程表4

表3

100m ー 59秒78 　200m ー 2分9秒42 
北島康介� 2003年7月第10回世界水泳バルセロナ大会�  

100m ー 59秒30 　200m ー2分9秒04 
ﾌ゙ﾚﾝﾀ゙･ﾊﾝｾﾝ2004年7月米国競泳選手選考会（ロングビーチ）

男子平泳ぎ世界記録（2004年7月15日現在）

*上記の予定はアテネ時間(アテネとグアムの時差は7時間)
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2004年7月15日　12：30 ～ 15：30

ITCビル2階　コミュニティールーム｢ラッテ｣

(理事) 17名 (監事) 1名   (欠席) 4名

第4回定例理事会議事録(未承認)

35,640ドル

　5,240ドル

　　   220ドル

　41,100ドル

　海外に居住する在留邦人の方も、衆・参国政選挙(当面は比例代表出
議員のみ)への投票を行うことが可能です。投票される方は、総領事館
窓口で在外選挙人名簿への登録申請を行い、事前に在外選挙認証を取
得してください。

１．在外選挙人名簿登録資格
（１）年齢満２０歳以上
（２）日本国籍を有する方（重国籍者も登録資格がありますが、日本
　　　国籍を失った方は対象になりません。）
（３）当館管轄区域内（グアム島、北マリアナ諸島）に引き続き３ヶ
　　　月以上住所を有する方

２．必要書類
（１）本人確認のための書類（旅券。お持ちでない場合は、運転免許証、
　　　グアムＩＤ、グリーンカード等）

（２）当館管轄区域内に引き続き３ヶ月以上住所を有することを証明
　　　する書類（但し、在留届を提出済みの方は不要）

３．ご注意
（１）申請者は、本人又は同居家族（在留届の氏名欄及び同居家族の
　　　欄に記載されている方）に限ります。
（２）転出届が未提出の方は市区町村に届出を行ってください。
（３）在外選挙人証の交付まで、概ね２ヶ月程度が見込まれます。

【お問い合わせ】

在ハガッニャ日本国総領事館（領事班）�
電話　６４６－１２９０　ＦＡＸ　６４６－１４９０�
Ｗｅｂ：http://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/ 

１．前回議事録承認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高木会長
　　異義なく承認された。　　　　　

２．各部報告
（１）教育部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中嶋部長
　＊ 学校理事会  7月6日（火）15:00～16:40
　１．サイパン補習校からの支援要請について
　２．日本人学校/補習授業校　校則改正
　３．財団支援結果�　第一次審査通過、第2次への書類準備、締切7/31
　４．校長報告�運動会、期末テスト、ココス宿泊、終業式、フリーマーケット
　５．総領事館�海外教育班便り
　６．その他
　　　① 補習校教師の補充� ② 体験入学�③ 英語講師 ④ 2004年組織図 ⑤ 台風時の対応
　＊学校連絡会　　7月9日（金）12:30～13:00
　１．学校報告�日本人学校、補習校
　２．PTA報告�日本人学校、補習校
　３．理事会報告
 (２) 文化部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  山下部長
　活動予定内容：
　①ハロウィーンパーティー
　・開催日：２００４年１０月３０日（土）　時間・場所：未定　
　・極力予算なしで考慮。
　・実行委員会を設立。委員長は小瀧さん（文化部ＯＢ）。ラッテ７月、８月号で実行委
　　員を募集。募集で人員が不足であれば、人員募集の呼びかけを行う。
　・８月１０日までに文化部で企画、８月の理事会に提出予定。承認後、それに沿ってパ
　　ーティー開催の支度を文化部と実行委員で行う。
　・日本人学校（全日制/補習校）校長、教頭、ＰＴＡの方々へ協力依頼済み
　②アート＆クラフトフェアー
　・開催日：２００５年２月末予定　場所：未定
　・極力予算なしで考慮
　・実行委員会を設立。委員長はウッドレーさん（文化部ＯＢ）。ラッテ７月、８月号で
　　実行委員を募集。募集で人員が不足であれば、人員募集の呼びかけを行う。
　・８月１０日までに文化部で企画及び【テーマ】を考える、８月の理事会に提出予定。
　　承認後、それに沿ってフェアーの開催の支度を文化部と実行委員で行う。
　③青年部秋祭りの支援活動（ジャパン・クラブ・フェスティバル）
　・開催日：２００４年１２月４日（土）時間：１０：００－１４：００
　・場所：未定　（案ショッピングモール等）
　・予算なし。
　・内容：秋祭り開催前に、文化祭としてジャパンボール日本語コンテスト、アート＆ク
　　ラフトの作品展示などを行い日本の文化を現地の方へアピールする。
　④美輪明宏特別後援
　・主催：日本人会文化部　協賛：ホテル日航グアム
　・開催日：２００４年８月１１日　開催時間：１２：００－１５：００
　・ 詳細は、別紙にて
　⑤日本旅行「長野県下條村子供達のグアム日系企業の見学」（ジョブシャドーイング）
　・日時：８月１７日　８時３０分　グアムプラザ集合
　・内容：日本旅行のツアーで、長野県下条村子供達４７名、先生４名（教育長を含む）
　（中学１年、２年）が来島。その子供達にグアムの日本人が、企業での活躍を見学。
　・見学する企業。理事からのご協力をいただき、理事の勤務する職場を対象。

(３) 商工部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大西部長
　*労務セミナー実施の報告
　１． 月24、25日で実施。(延べ参加者53名)
　２．活発な意見の交換が行なわれ盛況の内に終了。
　　　講師：Bill Borja (Employer’s Council)

　*日本人会懇親パーティー開催予定。
　１.　日時は9月15日（水）　一人40ドル　
　２.　ウェスティンリゾートグアムを予定。
　３.　会員相互（法人、個人）の親睦を目的とする。
　４.　日本人会が法人として外務省より外務大臣表彰を受賞する。受賞式も行なう予定。
　*コンピューターセミナーの予定。
　7月19日　Ward編・基本の入力と編集
　7月26日�  Ward編・基本文章作成
　8月2日�    Ward編・応用文章作成
　8月6日    �Ward編・表・グラフ＆その他機能
　8月23日�  パワーポイント編・作成基礎
　8月30日   パワーポイント編・作成応用とプレゼンテーションツール

(４) 渉外広報部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　松山部長
　*8月号ラッテ編集について
　  若干前倒しにて作業を進行中の為関係部署の理解を求める。
　*政府広報のラッテ有料掲載
　*ホームページ　　7月16日ごろ更新予定。
　*次回編集会議　　7月29日を予定。

(５)　青年部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　川内部長
　*秋祭りの実行委員会と今後の予定など（担当者の発表再確認）
　①１２月４日の実施に向けイパオ公園の予約完了。
　②実行委員会メンバーを8月中旬に結成予定。
　③各部の担当部長に担当部署の確認
　④外部団体の確認。
　⑤宣伝方法（渉外広報部）
　⑥物販ゲームの賞品の仕入れ方法
　⑦ブース販売方法
　*ボーリング大会について
　①7月16日（金）19時19分よりレオパレスにて
　②80名以上の参加見込み
　*おはようウォ－キングの報告
　①63名の参加者。
　②ペプシコーラよりボトルウォーターの寄付あり。

（６）総務部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口部長
　１．会員名簿
　　7月末前には配布予定。
　　発行部数１２００部（昨年実績1000部）ページ数も４頁増刷。
　２．太鼓の貸出し
　　HOTEL NIKKO GUAMよりお祭りの太鼓の貸出し依頼。理事会にて承認。
　３．日本人学校PTA主催フリーマーケットへの物品の提供
　　日本人会で保管していた保管物のなかで、学校への寄付依頼があったものについて全
　　日制PTA主催のフリーマーケットへ寄付を行なう。

(７)　会計部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八尋部長
　*6月締め会費納入状況
　　　　　

　　　　　法人会員　　39社　　

　　　　　個人会員　　144名　

　　　　　準会員　　　11名　　  

　　　　　合計　　　　　　　　
　
　*会員企業の中で本年度日本人会に参加意思を回答していない企業あり。意思確認を行    
　 なっていく予定。また、新規会員（法人、個人共）募集を行なっており、積極的に勧
　  誘活動を行なっていくことで確認。
　*日本人会、日本人学校の会計処理監査
   4月より適正な会計処理がなされているかの確認作業を監査部と協力し月次ベースで実 
　  施中。

書記　野口　雄充

在外選挙に関するお知らせ
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　コンピュータセミナーWard編に引き続きまして、パワーポイント編

を下記の要領にて行います。プレゼンテーションをよりわかりやすく、

魅力的に行うためにはパワーポイントは不可欠です。お申し込みは日

本人会事務局まで。詳しくは折込みの｢コンピュータセミナー申込み書｣

をご覧下さい。

場　　所： Deloitte Touche Tohmatsu トレーニングルーム

参加費用： １回１５ドル

８月２３日(月)  

８月３０日(月) 

  日本人会会委員の皆様の親睦を図るため、日本人会商工部は懇親パー
ティーを下記の要領で企画致しました。この度グアム日本人会の日頃の
活動が評価され、日米交流１５０周年を記念する年にグアム日本人会が
外務大臣表彰を受けることとなりました。会員の皆様のおかげでグアム
日本人会は３１年間活動を続けることができ、また日本人社会と地元グ

アムの方々との交流を深める一翼を担うことができました。
　懇親パーティーの中では表彰式も行なわれます。今後の日本人会の発
展のみならず、グアムにおける日本人社会の発展のために情報を交換で
きる場として、会員の皆様にひとりでも多くご参加頂けますようお願い
申し上げます。

開催日時：9月15日（水）　7時より
場　　所：ウェスティンリゾートグアム　3階宴会場
会　　費：お1人様　40ドル　　（食事・飲み物込）
講　　師： PMT Guam Corporation・真々田功氏
          　　グアム大学教授・倉品博易教授(予定)　

　商工部では去る６月２４日（木）と６月２５日（金）の両日、午後
２時より３時３０分まで“Protecting Your Business”というテーマで
日本人会会議室“ラッテ”にてセミナーを開催致しました。講師は
The Employers CouncilのExecutive DirectorのBill Borja氏にお願い
し、会社運営上知っていなければいけない数々の法規制について講義
をして頂きました。通訳としてホリディーツアーズ・ミクロネシアの
櫛間嘉代子さんと国吉美智代さんにご協力頂き、大変感謝しております。
セミナーは６月２４日は２２名、６月２５日は２８名の方々に参加を
頂き、最後の質疑応答では皆様熱心に質問をされておられました。

　先日私共夫婦揃って日本人会のボーリング大会に参加させて頂きま
したが、レオパレスのこのボーリング場は綺麗で明るく落ち着いた雰
囲気をかもし出していて、思わず中へ入って見たくなるところでした。
これが大会参加での第一印象です。スコアは全然関係無いからねと日
本人会のお姉さま方に油断させられ参加。運動神経が音痴と云う言葉
が我々二人にピッタリ当て当てはまる程の腕前加減にも拘わらず、老
若男女百人を超す大人数の中、当初の遠慮は何処へやら、点数なんぞ
は問答無用とばかりに堂々と楽しまさせて頂きました。プレーは大変
に楽しくて、我が女房殿なんぞは２００点近いスコアを出して大ハシ
ャギ（２ゲームのトータルです！トホホ！）、日頃の私に向けられて
いるストレスの対象がボーリングのピンへ思いっ切り！！！。また、
一緒の皆様とは世間話を交えての和気藹々とした中でのゲームで、こ
の様な機会で普段は馴染みが無い方々や久し振りの面々との交流もあ
り大変に充実した時間を過させて貰った思いです。人と人との対面と
云うのは良いですね！子供等も離れ銀婚式と云う節目の今、これを機
に新たな私共夫婦共通の喜びのひとつを、このボーリングにでもしよ
うかいなと帰りの道すがら車の中で話し合った次第です。この様な素
晴らしい機会を与えて下さいました関係者の皆様に心から感謝致しま
す。　　　　　　　O.T　記

ストレス
発散！

ボーリング大会

　皆様方のご希望にお答えし昨年同様今年も大イベントを行います。

① １０月３０日決定　『ハロウィーン仮装パーティー』

② 来年２月下旬予定　『アート＆クラフト・フェアー』

　少しでも大勢の皆様方のご支援を頂きながらイベントを成功させたい

と思います。 どうぞご協力よろしくお願いいたします。

　連絡先：日本人会事務局　　　電話番号：　６４６‐８０６６

　Ｅメール：　jpclub@ite.net

コンピュータセミナーのご案内

パワーポイントの作成基礎

パワーポイントの作成応用と

プレゼンテーションツール

6:00pm～8:00pm

6:00pm～8:00pm

日本人会懇親パーティーのご案内

領事館からのお知らせ

（米国内におけるビザ更新手続きの中止）

（１）７月１６日から、これまで行われていた｢米国国務省へのパス

　　　ポート郵送によるビザ更新手続｣が中止となり、一旦米国外に

　　　出て、米国大使館又は総領事館で更新手続き(面接と生体情報

　　　読取りを含む)をとらなければならなくなりました。

　　　米国政府は、申請者が母国に一旦帰国した上で更新申請するこ

　　　とを推奨しています（面接は予約が必要）。

（２） 今回国務省での更新ができなくなるビザ

　　　通過（C）、商用 (E)、一般労働者（H）、報道関係者（I）、

　　　企業内転勤（L）、専門家（O）、文化・芸能専門家（P）

（３） 米国の制度ですので、米国大使館のウェブサイト　　　

　　　(http://japan.usembassy.gov/j/tvisaj-main.html）

　　　　又は米国国土安全保障省のウェブサイト　　　　　　　

　　　(http://www.dhs.gov/dhspublic/interapp/editorial/

　　　editorial_0333.xml)　等で、具体的な最新情報をご確認下さい。

　　  

（旅券紛失への注意喚起のお願い）

　最近、旅券を紛失される旅行客の方が増えています。空港・ホテル

など旅券を出入れする場所で紛失したり、買物中に落としたり、観光

バスやタクシーなどで置き忘れるケースが多発しています。また、レ

ンタカーやホテルの室内に置いたままにして盗まれたり、歩行中にひ

ったくられるケースもあります。旅行業務に関係している皆様方には、

グアムに来られた方に対し、旅券の保管や持ち歩きについて注意喚起

をしていただけますようお願いします。

文化部からのお願いです

みなさ～ん　ボランティア大募集ですョ!!!

商工部セミナーの報告
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　７月、日本では梅雨が明け夏本番にむけてのこの時期、よく耳

にする「夏バテ」・・・私達が生活しているグアムではどうでし

ょうか？　一年中暑～いグアムで暮らしていると「毎日が夏バテ

状態になっている！！」なんて方はいらっしゃいませんか？そこ

で今月号ではグアムで生活する皆様に少しでもお役に立てていた

だける「夏バテ解消法」をご紹介します。グアムと日本とでは対

処の仕方も少し変わってくるかも知れません。

　　　

　

グアムで生活しているとまず、屋外を歩く事がほとんどなく私達

は常に車中、オフィス、店舗、学校、コンドミニアム（住居）と

全て１００％エアコンが設定されている中で生活している事とな

ります。そのためエアコンに対する“寒さ負け“を予防するには、

室温と外気温との差を５度以内にする事、室温を２５度以下にし

ない、冷風に直接当たらない、外から帰ったら汗をふき取るなど、

といった防衛策を講じる必要があります。

　現代の夏バテは、温度差やストレスによる自律神経の不調によ

るもので、症状も複雑になっています。その為、胃に負担が少な

く栄養のあるものを取らなくてはなりません。そこで上記⑤に挙

げました生姜（ショウガ）は胃液の分泌を促進し、食欲増進する

効果があり、発汗作用にもすぐれているそうです。味噌（みそ）

麹による発酵作用で大豆のタンパク質が良質のアミノ酸に分解され、

非常に消化しやすい形になります。夏バテによって胃腸が弱って

いる方には味噌を使った料理をぜひお試し下さい。最後に鯖（サバ）

は、昔から胃を丈夫にする、あるいは産後で体力が衰えた人、お

年よりの方達にとてもよいといわれており、冷え性の人にも効果

抜群だそうです。

　ぜひ、これらを参考に暑いグアムでの生活を、健康に快適にお

過すごしください。しかしながら常夏の島グアムでは夏バテなど

気にしていられません。むしろ夏の暑さに身を投じエンジョイす

る潔さが必要ではないでしょうか？

一部参考※　発掘あるある大事典・ホームページより

①エアコンは２５度以下に　

設定してはいけない。

②エアコンの除湿は１、２時

　間程度で効果がある。

③部屋のインテリアを寒色系

　にするだけで涼しく感じる。

④部屋に自然の微風を取りい

　れると涼しく感じる。

⑤ウナギ、焼肉もいいが、シ

　ョウガ、味噌、サバはもっ

　と効果がある。　　　　

　夏という季語がピーンと来ない熱帯性気候のグアム島であるが、

夏バテ防止、体力増進の料理一品を中国人の李先生にお願いした。

「ピロピロピロリーン二イハオ　李先生ですか」

「二イハホ　岡野先生元気アルカ」

「暑くて食欲、性欲、金欲すべて無あるよ」

「元気デル食べ物教エルコトアルヨ」

　中国人は空飛ぶ飛行機以外、四本足なら椅子以外何んでも食

べるほど食欲は貪欲である。家庭でもつとも人気のある元気モ

リモリ餃子を伝授してもらうことにした。

　　　　　　　　　　　

【主な材料】

＊ 豚ひき肉

＊ 野菜のみじん切（白菜、ニラ、ネギ、ニンニク、）

＊ 小麦粉、オイル（野菜オイル、ゴマ油）

＊ 隠し味に五香粉、砂糖、塩、酢、しょう油。

【作り方】

　餃子の皮は手作りが基本です。

①ボウルの中に強力粉を入れる。

②熱湯を少しづつ入れて両手でコネコネ練る。約１０分練つた

　らボウルの上にふきんをかけ寝かす。

③その間にあんこ（具）を作る作業に入る。白菜をちぎり熱湯

　の中に入れる。（約２０分間）白菜を取り出し水洗いを丁寧

　にする。

④冷えたら両手で白菜をぎゅうと絞る、絞つた白菜を大きな鉈

　でみじん切り。同じくニラ、ネギ少少をみじん切り。

⑤ボウルの中に豚ひき肉と具を入れる、しょう油、砂糖、ゴマ油、

　塩、紹興酒、隠し味の五香粉を茶さじ２杯くらい入れて両手

　で練る。

⑥先ほど寝かして置いた団子状になつた固まりを耳たぶの硬さ

　までもう一度練る、約３０分ふきんをかけて寝かす。

⑦耳たぶくらいのかたさに練り上げた餃子の皮の大きさにちぎる。

　ちぎった団子を打ち粉をかけ直径１０センチ程の円形に伸ば

　すだけ。（円形にするのには餃子用のめん棒が必要だが丸い

　細長い棒で代用できる。持ち方は右手の指４本でり握り、左

　手でちぎった団子を回して円形にするだけ。）

⑧餃子の皮に具を入れる。子供さんがいらっしゃれば粘土細工

　を作るような感覚でガキ（失礼お子様）に手伝ってもらうべし。

⑨出来た作品はぐらぐら煮たった大きな鍋に３０個くらい入れる。

　時々かき回す、上にあがってきたらすくいあげお皿に乗せて

　食べるだけ。（もっとスタミナをつけたい方はタレに擦った

　ニンニクを入れるべし。）

　

　そうそう忘れていましたが、中国では水餃子が主流だそうです。

私は焼き餃子が好きなので家に帰り二日間焼き餃子にして食べ

ましたが、具と皮が溶け込みもっと美味しく食べる事ができま

した。各材料の分量ですが、李先生に聞いたら、さすが雄大な

大陸育ち答えは大雑把なり白菜２束、豚ひき肉１ポンド、粉３

ポンドで１６０個くらいの餃子が出来ますとのことでした。

　感想として仲間内でワイワイ騒ぎながら作り、喰い平らげる

のがスタミナのもと、明日への活力増進しよう。

作る人：　李　淑芬

喰う人：　岡野　豊

グアムでの夏バテ解消法？

***　夏バテ５カ条　***

日本バージョン　　　　　　     グアムバージョン

①グアムでのエアコンの設定

　温度は低すぎる。体に悪い

　のは当然。

②グアムのエアコンに除湿機

　能がついているのは少ない。

③グアムアイランド風インテ

　リアで充分！

④グアムではセキュリティー

　上とても危険!

⑤グアムの料理には、唐辛子、

　酢レモンをふんだんに使う。

Let's eat Gyouza to 
Fight heat exhaustion!!

夏バテ防止に餃子を喰う！
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グアム日本人学校から

グアム補習授業校から

　補習授業校は８月２日から２学期が始まりました｡２学期は１２月

１８日までです｡現地校もイヤーアラウンドスクールが多く、ほとん

どの学校は８月１週、２週目から授業が始まっています｡

　２００４年―２００５年の日本語クラスが９月７日から始まります｡

対象者は、６歳以上の子どもさんで、日本語を習おうとするお子さ

んは大歓迎です。　　　

初級コースでは、季節の行事を取り入れながら日本語に慣れ親しむ

授業を行っています｡

　授業日は火曜日と金曜日の週２日、１６時１０分―１７時５０分

までです｡登校、下校にスクールバスを利用する事も可能です｡（停

留所はデデド･ウインチェル、ピア･マリン、ドッグレースです。）

レジストレーションは８月１６日（月）からです。５０ドルを添え

てお申し込み下さい。入学されなくてもレジストレーションの５０

ドルは返金しません｡

　９月１１日（土）から２００５年度入学予定者のプリスクールが

始まります｡プリスクールへ通う対象者は、１９９８年４月１日まで

に生まれたお子さんです。授業の内容はひらがなの書き方、読み方

です｡授業時間は１０時３５分から１２時１５分の２時間授業です｡

日本語が聞けても話せないお子さんは、上記の日本語クラスもあり

　７月２日（金）、日本人学校の待ちに待った運動会を開催することが

できました。

　当初の予定、6月２７日（日）、予備日２８日（月）はトロピカルス

トーム・ティンティンの真っ只中。その後の天候の回復も思わしくなく、

どうなることかと心配されましたが、子供たちの思いが天に届いたのか、

当日は久々の快晴でスケジュール通り進行でき、年間行事の一つを無事

に終えることができました。

　平日にも拘わらずお忙しい中、入山在ハガッニャ日本国総領事、高木

日本人会会長ご夫妻ならびに木割PTA会長からご挨拶をいただき、何

一つ欠けることのない運動会として盛り上げていただきました。

　子供たちは日頃の練習の成果を一生懸命に発表し、美味しいお弁当を

ご父兄と愉しく味わい、運動会の一日を精一杯頑張ることができました。

｢燃えろ赤、輝け白、羽ばたけ共に勝利まで｣－今年のスローガンのもと、

全員参加のパン食い競争では大いに笑い、最後の全校リレーでは必死の

戦いを繰り広げましたが、昨年に引き続き赤の勝利で第１４回運動会は

幕を閉じました。

　最後に金曜日の開催ということで、一部の保護者の方からは参加でき

ない旨のお叱りを受けましたが、一学期の終業日を間近に控え日程の都

合上、平日開催となってしまいましたことをお詫び申し上げます。また、

当日ご参集いただきました学校理事の方々ならびに運動会の準備、後片

付けをお手伝いくださいました保護者の皆様、本当に有難うございまし

た。紙面をお借りして御礼申し上げます。

　全日制校と補習校。両校は似て非なるもの。その目的や性格が異な

ることは、多くの方々が認めるところだ。それだけに、そのどちらに

お子さんを通学させるかは、それぞれのご家庭で、お子さんの将来像

を想い、現実的に諸条件を検討し、熟慮した上で決められていること

と思う。

　しかし、両校に共通の場が無いかというと、決してそうではない。

両校とも在外校として、「日本語による教育を如何に効果的･効率的

に進めるか」という共通の課題を常に背負っている。

グアムのように両校が‘同じ屋根の下で’運営されている例は、世界

でも珍しい事だが、それだけに、補習校の保護者を中心に、「豊かな

専門知識や授業経験を持つ全日制の先生方に、補習校を手伝って貰え

ないか」という声は以前から聞こえていた。

　残念ながら、全日制の先生方が補習校の正規の授業を手伝うことは、

文部科学省の規約上許可されない。しかし、「模範授業」を行うこと

は、近年むしろ奨励されてきている。

学校理事会としても、両校の学校長の理解と協力によって「両校の先

生方が交流し、意見や情報を交換し、共に学び助け合える環境」が、

一日も早く醸成されるよう努力して来たが、嬉しいことに、今回、そ

の第一歩が踏出されることとなった。

来る8月21日（土）、先ず全日制の先生が補習校の授業を見学する。

その後で「模範授業」を行い、模範授業の終った後は、補習校の先生

方と全日制の先生とが意見交換会を行う。

　このような勉強会行事は、補習校の先生にとっては、スキル・アッ

プに直接つながるであろうし、全日制の先生にとっても、日頃現地校

に通っている補習校の生徒達と接することは、貴重な授業体験として、

得るところが大きいと思う。

　学校理事会としても、今回の勉強会が両校にとって実り多いものに

なることを願うと共に、一回だけで終らず、今後も定期的に行われ、

定着・継続して行くことを願っている。

是非、同じ屋根の下に居ることが、お互いにプラスになるような両校

にしたいものである。

（学校理事　小林正典　記）

ます｡

学校からの帰りはスクールバスが利用出来ます｡

補習授業校に入学する場合は、必ずプリスクールに通わせて下さい。

　プリスクールの説明会を８月２８日（土）の１２時３０分から３０

分程度行います｡対象の方は学校の会議室にお集まり下さい。

　現在プリスクールへの申込者は２名です｡

「ウニが動いていた」　　　　　　　　　　　
３年　堀田　けんや

　海についたら、海のにおいがしました。海の中に小さい魚がいっぱ

いいました。青い魚もおよいでいました。

　海の中をあるいていたら、ウニがあるくところにいました。先生が

みんなに見せるためにトングでつかみました。先生がつかんだらウニ

が動きました｡ウニが動いたら、さすのかとむねがドキドキしました。

　海にナマコもいっぱいいました。青いヒトデがこわかったです。ど

くがあると思いました｡

　お母さんが「ウニをもってきてちょうだい。」と言ったけど、ライ

フガードが

「生き物はもどして」と言ったから、もって帰れなかったです。帰る

まえにみんなでしゃしんをとりました。

学び合い助け合う環境を 運動会だより

「プリスクール開講」

「日本語クラス開講」

「２学期始まる」

「プリスクール説明会」

「作文」

ふ
れ
ー
ふ
れ
ー
白
組

頑
張
れ
ー
ー
赤
組
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「今月の顔」 Vol. 13筒井　久子さん

まず経歴をお聞かせ願えますか？

１９２０年のハワイ生まれです。５歳で故郷の高知県に帰り、後に同じく

ハワイ出身のエドワード筒井氏と結婚、米軍勤務の主人と共にハワイ、福

岡、その後グアムに移り今や在住５１年になります。

筒井さんと戦争との直接の出会いとはどんな事でしょう。

1941年１２月の真珠湾攻撃ですね。突然ラジオから、｢アメリカ二世の   

皆さん、残念ですが皆さんは日本に帰るチャンスを失いました。｣ という

放送がありました。これは大変だと思って、針金をラジオの線に繋げ日本

からの放送を必死でキャッチしたものです。

戦没者の慰霊を始められたきっかけとは何ですか？

その前に私の不思議な体験談をお話しなければなりません。あれはハワ

イにいる頃でした。ある人から戦争の遺品を主人が譲り受けました。表に

虎と竹がデザインされた地図で、おそらく日本軍の所持品だったのか、占

領跡地に日の丸が描かれていました。その地図を家の神棚の隣に置いて

おいたある晩、目が覚めると目の前に片足の無い、サーベルを下げた背の

大きな立派な風体の日本軍人が立っていました。それから私は原因不明

の病気になってしまったのです。頭のてっぺんを錐で突き刺される様な

痛み。見るものすべてに日本兵が見える。やっとの思いで病院に行くと、

入り口に座っていたカナカ人（ハワイの人種で霊力に長けると言われる）

の婦人が 「あなたと一緒に今、日本の兵隊さんも入って来た。｣ と言うの

です。一刻も早く日本の仏教会でお払いしてもらう様にと言われ、その手

の方に相談に行くと、家にある全部の日本軍の遺品をすぐに靖国神社に

収めなさいとの事でした。その通りにすると嘘のように病気は治まりま

した。その後、グアムから故郷の高知へ墓参りに行った時にも、そこの戦

没者の石碑の殆どに“グアムにて戦死”と記され、自分の運命、巡り合わせ

の不思議さをつくづく思いました。

グアムでの慰霊活動についてお教えください。

1960年頃でしたか、海軍基地で働く主人のところにジャングルで生き残

りの日本兵が見つかったので日本語の解る主人に通訳をして欲しいとい

う指令が来ました。この時発見されたのがジャングル生活16年の皆川さ

んです。後に伊藤さんが発見、横井さん発見はそれからずっと後の事です。

　ワタベウェディング　Guam店は、ワタベウェディングとしては５番

目のディスティネーションとして１９９５年６月にここグアム島に設立

されました。おかげさまで来年で１０周年を向かえることになります。

店舗は、タモン地区ホテルロード沿いのウェスティンホテル向かいパシ

フィックプレースの３Ｆと1Fに位置し、現在　ニッコウホテル内　サン

ビトレス・ベイサイド・チャペル、ヒルトンホテル内　セント・プロバス・

ホーリーチャペル等を中心に日本人向けディスティネーションウェディ

ングのオペレーションを中心にビジネスを行っております。また最近で

はGuamの地元ローカルの方々からもお申し込みをいただく機会も増え

てまいりました。

　ウェディングの仕事は、外から見ますと華やかで非常にHappyな様に

思われるのですが、お客様にとって最良の時間をご提供することに対す

るプレッシャーはかなりのものであります。少しでも手違いがあります

と「一生で一度のことなのに・・・」と殺し文句をお受けすることになって

しまいます。それゆえ当社のスタッフは、慢性の胃炎を患っているものが

多くいるとかいないとか。

　一昔前まで海外で挙式をするカップルは、何か事情があっての事なの

よと言われた時代もあったそうですが、昨今では日本で挙式を挙げられ

る方々と全く何の違いもなく、特にここGuamでの挙式では日本から近

いこともあり、小さなお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでご参列

されることも多く、また参列者が５０名を超える挙式も増えてまいりま

した。また挙式後のパーティにおいても日本の披露宴的な要素が要求され、

WATABE　GUAM，INC． ワタベウェディング

ますます日本国内挙式に近づいてきております。

　日本では少子化による婚姻組数の減少が取りざたされておりますが、我

がWatabe Guam Inc.といたしましては、これからも「素敵な結婚式」の追及

を続け、お客様により感動していただける商品開発と質の高いサービス提

供を強化してまいりたいと考えております。

　今後とも諸先輩方様からのご指導の程、宜しくお願いいたします。

　尚、当社調べではありますが、去年の婚姻組数のうち再婚の割合は、約15

％だそうです。当社もリピーターマーケットを真剣に考えようかと思って

おります。

Q:

A:

Q:

A:

Q:

A:

Q:

A:

その後、日本兵探しや慰霊団との通訳兼世話係りの仕事が押し寄せまし

た。忘れられないのは小豆島から来られた老夫婦の事。息子さんの亡くな

られたニミッツ山へ、ジャングルを切り開きながら大変な思いをしてお

連れした事があります。慰霊団の方々のお話も印象的でした。自決する日

本兵は皆、鉄兜を日本の方向にむけ亡くなった事。数分席をはずし戻って

みると、たった今まで歓談していた戦友達が全部撃たれて亡くなってい

た話など。亡くなった兵隊さんらが可愛そうなのと、身内や友人の遺骨や

遺品を探し求めてやって来られる人達の必死の想いには心打たれました。

当時のグアムでの筒井さんの生活はどんなでしたか？

それまでずっと専業主婦だったのですが、主人の仕事の関係で私も海軍

の中で15年間働きました。身内を日本軍に殺された同僚からいじめも受

けましたが、私は何とも思いませんでした。最後はすっかり心が打ち解け

て仲良しになり、私は「メリー」と呼ばれる様になりました。1978年3月に

マンギラオに慰霊塔が建てられた時、その同僚達は「自分達の亡くなった

身内もここで慰霊して貰いたい。」と言って、落成セレモニーではアイラ

ンドウェアにレイのスタイルで一緒にダンスを披露してくれました。こ

れまで慰霊の活動を続けて来られたのは、私を支えて下さった皆さまの

ご協力があったからだと思っています。

　ご主人のエドワードさんは11年前に他界、その意志を受け継いで、筒

井さんは今もマンギラオ戦没者慰霊塔の管理をしておられます。ある週

末の朝訪ねると、ちょうど花壇の手入れをされているところでした。写真

を一枚。筒井さんの優しい笑顔の向こうで美しい花たちがそっと揺れて

いました。　　                                          インタビュー：芳賀　悦子

Q:

A:

　今年は終戦から59年。今のリゾート地グアムから、とても想像出来ない『戦

争』の二文字。ここグアムで戦没者の慰霊活動を続けられてこられた筒井久

子さんをご紹介します。
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　今夏日本では猛暑が振るい体調を崩されている方が非常に多

いというニュースを聞いた。そんなときこの常夏の島グアムに

いる自分は振り返ってみた。青い空、青い海、そして暑い毎日

の島のはずだからかかっても仕方ないはずなのに幸い私は猛暑

による病にはお世話になっていない（気がする）。そして、も

うこのグアムに来て１５年、色々なこともあって考えてみると

やはり１５年は１ヶ月くらいに感じてしまう。逆にこの１５年

の間、１日、１時間を過ごすのに異常なほど長く感じた時もあ

った。そんな時それだけ人生を費やしてこれたのかと自分を見

直してみたりもする。

　それにしても猛暑の中でも時間（とき）の過ぎるのも忘れ飛

び跳ね回る子どもの根元的な力はどこから来るのであろうか。

若さ？いや若さならまだ自分もと思いながらも横で肩や首をさ

すっている自分のもうひとつの姿があり、どうも言葉と行動が

しっくりいかない。

　毎日毎日仕事で遅く帰る日が続いている私にとって心底ほっ

とできる一番の楽しみは我が娘とたまに作れた一緒に過ごす時

である。その時はなぜか１日が１分に感じてしまうくらい短く、

あとでその物足りなさとその時間の有難みをかみ締める。

　ミヒャエル・エンデ著の「モモ」という本があり、それは「時

間貯蓄銀行」という時間を売り買いできるという話で昔、学生

の頃読んだことを思い出す。

　今、その本の中のように時間の調達が自分の思い通り好き勝

手にできればと欲をかいてみたりもするがそんな夢のような話

はかなわないと思いつつ、この編集後記を執筆している私であ

った。これからも渉外広報頑張ってまいりますのでよろしくお

願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村　勝

　赤川次郎のホームズシリ

ーズ、西村京太郎の鉄道シ

リーズ、内田康夫の浅見光

彦シリーズを読みあさり、

ミステリー世界にはまりき

っている時、親友に洋モノ

を薦められ、まずはお決ま

りのシドニ―・シェルダン、

　今年の2月29日に開催された文化部主催アート＆クラフト・

フェアーに日本より遥遥ご来場くださいました、新潟県十日町

市観光協会の田村恭子会長が、第一回キルト展を計画、今年10

月2日よりの開催が決定しました。

　このキルト展は、十日町の中心商店街の空き店舗を利用し、

布を通して市内外の交流を図り、楽しく歩ける賑わいを創出す

る目的で開催されるもので、10月2日から24日までの水曜日を

除く毎日開催されます。7月2日に開催された実行委員会には、

田村氏の要請で「パパイヤ倶楽部」の天畠実沙子さんが出席し

ました。今年の第一回目のキルト展には、彼女の作品を出展し、

十日町市とグアムの友好を深めます。

　このキルト展には地元キルト愛好家グループの作品展示とグ

アムからの展示参加のほか、フィリピンカオハガン島民の作品

展示、着物の生地を使用して作った小物の販売も行われます。

また、期間中は越後妻有交流館、キナーレ歴史館においてアン

ティークキルトの作品展示が開催されます。

　この期間中に日本を訪れる方は新潟の十日町市まで足を伸ば

してみませんか？また、われこそは・・・と思われるグアムの

キルト愛好家の皆様のご参加も大歓迎です。詳細は日本人会事

務局、または天畠実沙子さんにお問い合わせください。

　パッチワークが初めての方も、

裁縫が苦手な方でも大丈夫。

簡単な四角のピースをつないで、自分

の手でポーチを作ってみませんか？

日　時：9月10日（金）、17日（金）・・二回連続

　　　  １０：００am～１２：３０pm

場　所：日本人会コミュニティルーム「ラッテ」

材料費：＄１２（予定）

持ってくる物：裁縫道具、はさみ、筆記用具、ものさし

定　員：20名

申し込みは9月2日（木）迄に日本人会まで

＊写真でよく分からない場合、日本人会事務局に実物が展示し

　てありますのでご覧下さい。

パパイヤ倶楽部主宰
パッチワーク講習会のお知らせ

『四角つなぎのポーチ』

着物の街のキルト展

パトリシア・コーンウェル

ミステリーシリーズ

ダニエル・スティールから洋モノのミステリーの深さにの

めりこんでいきました。この頃のお気に入りはなんと言っ

てもパトリシア・コーンウェル！！。バージニア州検屍局

長ケイ・スカーぺッタが主人公のシリーズは一応各冊読み

きりなのですが、一冊目からの続編にもなっているので、

一冊目｢検屍官｣からお読みになることをお勧めいたします。

　　作者自身が警察記者、検屍局のコンピュターアナリス

トを経験しているのでストーリーにも真実味があり、ドキ

ドキされっぱなしです。

　DNA鑑定、コンピューター犯罪など常に最先端の話題を

取り入れ、各シリーズとも気持ちいいくらい魅了してくれ

ます。頭の中が×？△○状態になりますが読み終えた後の

達成感もストレス解消にもってこいです。

一作目の｢検屍官｣、続く｢証拠死体｣、｢遺留品｣、｢真犯人｣、｢死

体農場｣、｢死刑｣、｢死因｣｢接触｣、｢業火｣、｢警告｣と現在私が読

破したのは１０冊のみですが、まだまだシリーズ的には続

いているようです。さらにパトリシア・コーンウェルはこ

のシリーズだけではもの足らず警察小説｢スズメバチの巣｣、

｢サザンクロス｣、｢女性署長ハマー｣も全米ベストセラーに名

をのせています。

　ぱッと読み切れてしまう日本の推理小説が物足りなくな

ってしまった方、少し脳のエクササイズもかねて、この夏

洋モノミステリー小説でもいかがでしょう？徹夜しない程

度にどっぷりつかってみては・・・・。

　　　　　　　　　　　　　　　　ファーミン　サンディ

日本人会ライブラリーに購入希望の本がありましたら、事務局ま

でお知らせ下さい。 

会員のみなさまへ 
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『 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

8月（葉月）東京マート

8月のお盆セール

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。　

手作り弁当、サンドイッチ、
太巻き寿司、お惣菜、などなど。。。
パーティー料理の、ご注文も承っております。

お問い合わせは 647-CHEF (2433) 
営業時間 : 月曜日から土曜日 10:00～18:00

お弁当専門店

葉月とは、木々の葉が落ちる月と言う事です。
＊和風月名は実際の季節と１，２ヶ月ずれた名前になっています。
　実際は青々と茂っていますよね。

うなぎの秘密・・・
　
「うな丼」は低カロリーで、ビタミンとミネラル豊富な健康食
品です。うな丼のカロリーは647kcalで、成人1人１食のカロリ
ー摂取量の目標値700kcal以下です。うなぎの油は不飽和脂肪

８月は新学期ですね。
　長～い夏休みを日本で過ごした子供達やそのお母様方がグアムにもどって
きます。皆様、スタミナを付けて毎日を頑張りましょう。

「麺祭り・夏の陣」開催中！

酸なので血液をキレイにする働きがあります。山椒は消化吸収を高め
胃酸の働きを活発にさせる立派な生薬です。この秘密を踏まえて８月
にもうなぎ蒲焼セール！を行います。セール日は店内にて御知らせ致
します。

◆　讃岐の乾麺各種　＄１．７９／パック
　　もちろん麺つゆもセール中です。
◆　玉露園：六条麦茶（５２パック入）
　　＄６．９９（通常：＄８．９９）
◆　昔懐かしい～瓶入ラムネ
　　＄７．９９／６本（通常：＄１．５９／本）
◆　カゴメ：野菜ジュース，フルーツジュース，緑茶，コーヒーなど
　　（２００ｍｌ紙パック入）よりどり２パックで＄２．９９です。
◆　大人気！マルコメみそ１ｋｇ　＄２．９９／パック
　　御早めに御求め下さい。




