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　夏の喧騒も過ぎ去り、季節のないか

と思えるグアムもどこかで秋の身繕い

を始めています。日本人会の活動もい

よいよ佳境にはいってまいりました。

美輪さんの講演会楽しかったですねえ。

ボーリング大会も大勢集まって頂き感謝、

感謝です。９月は商工部のパーティー

があります。皆さん親交を深める意味

でも振るってご参加下さい。お待ちし

ております！！！

　　　野口　雄充

　日本人会がうぶ声を上げたのが１９７２年８月。今年で日本人
会も３２才になりました。最初はグアムで生活する日本人の親睦
のための集まりでしたが、今は家族（在留邦人）も３，２００名
となり、日本人会をお世話頂いている、ボランテイアの理事、監
事の皆さんは２２名、日本人会事務所で働いていただいている人

も３名と大所帯となりました。
　この３２年の長い活動には、老人介護施設への訪問や、お世話
などの各種ボランテイア活動。各国の婦人団体活動への参加、ア
メリカ政府プログラムへの協力、アート＆クラフトフェアーなど
を通じて日本文化の紹介など多種多岐にわたり参加活動をするよ
うになりました。　日本人同士の親睦から現地の人達との親睦の
輪へと広がり、日本人会の働きがこのグアムになくてはならない
存在となりつつあります。
　今年で２５回になります、秋祭りはグアム観光局協賛となりグ

グアム日本人会　

2004年度日本国外務大臣表彰受賞のご挨拶

「Back to School」の合図と共に夏休み中しばらく休講されていた日本
人会主催の各種クラスも再開です。各クラスとも、新しい参加者を募集
しています。お申し込み、お問い合わせは、日本人会事務局（TEL６４
６－８０６６）まで。テニスサークル、Peek-a-booのクラス以外はすべ
てITCビル２F、コミュニティールーム「ラッテ」で行われています。

英会話
　長年勤め上げたグアムでの教職から退き、日本人会会員のためにクラ
スを開講くださっているテベ先生による「日常英会話教室」。先生の温
和な人柄と美しい癖のない英語で大好評。

日　時：毎週火、木曜日　　  初級：１０：００～１１：００
                 　　　　　　　　中級：１１：００～正午
月　謝：４２ドル（１ヶ月）
持参品：筆記用具、英和辞書

Peek-a-boo 
子育てに奮闘中のママ達集まれ!

　０～4歳児をお持ちの方なら誰でもご参加OK。学校のこと、しつけの
こと、Guamでの子育ての悩みを一緒に解消しましょう。

日時：毎月第4週火曜日　ティーミーティング１０：３０～１３：００
　　　ランチミーティング１２：００～１４：００
場所：オークラホテル　コーヒーショップ「Sunflower」集合
持参品：ランチ（お茶）代とお子様の必需品
注意事項：参加人数等により、レストランの場所や時間の変更がござい
ますので、参加希望の方は必ず、６４６－９１７１（EXT 1113）又は
E-mail　ys@vzpacifica.net　サイモンまでお問い合わせの上、ご確認頂
けますようお願いします。

アムにとって必要かつ現地の人達も楽しみにしている大イベントに
なりました。この祭りに日本から参加者を集い,踊り,太鼓,御神輿の
各グループや愛好者の皆さんが年々増えてきています。
　その時の時代を反映させながら立派に成長してきたグアム日本人
会が、このたび、平成１６年度外務大臣表彰を受ける栄誉に恵まれ

ました。これは歴代のグアム日本人会の活動に貢献されました、会
長、副会長、理事,監事、各活動に参加された諸先輩方の地道な努
力が評価されたものと心より感謝とお喜びを申し上げます。
 皆様方を代表して私が表彰状を受け取りますが、日本人会のさら
なる発展のため情熱を燃やし、一生懸命頑張っております、現、理
事,監事の皆さんと共にこの喜びを全会員の皆様方と分かち合いた
いと思います。 
　最後になりましたが、入山日本国総領事の外務大臣へのご推薦あ
りがとうございました。  19代　グアム日本人会　会長　高木秀暢

クラスのお知らせ

ビーズジュエリー

☆隔週でクロスステッチクラス希望者の参加も受け付けています☆
短時間で、気軽に、しかも安価に自分好みの色のジュエリーができる

とあって、大人気。スワロフスキーのクリスタルビーズを使った華麗
な仕上がりです。　

日　時：９月１日より隔週木曜日　１６：００～１７：００
材料費：一回約８ドル～１４ドル

日本舞踊

　地域社会の行事で引っ張りだこの日本舞踊。スミス八重子さんの指
導で、和気藹々のお稽古をお楽しみください。

日　時：�毎週火曜日　１８：３０～２０：３０
参加費： 月額１０ドル（積立金）
持参品： ゆかた、足袋　（ゆかたは予備を用意してあります。）

パパイヤ倶楽部

　何でもござれの天畠実沙子さんを中心に子供連れで楽しむ手芸サー
クル。キルト、パッチワークなど、自分の作りたいものを自由に作れ
ます。初心者も大歓迎、懇切丁寧に指導してくれます。

日　時：毎週金曜日　１０：００～正午　
参加費：１ヶ月３ドル（積立金）
持参品：裁縫用具

ABC                          EFG

2頁へ続く⇒



2004年9月 第5号 2004年9月10日 発行2日本人会渉外広報部

2004年8月19日　12：30 ～ 14：30

ITCビル2階　コミュニティールーム｢ラッテ｣

(理事) 18名 (監事) 2名  (傍聴)1名 　(欠席) 2名

第5回定例理事会議事録(未承認)

在外選挙に関するお知らせ

海外での投票は登録申請から（在外選挙）

　平成１０年５月６日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部
を改正する法律」が公布されました。これにより、海外在住の有権者
の皆様方にも衆・参国政選挙（当面は比例代表選出議員のみ）の投票
ができることになりました。　　　
　但し、実際に海外で投票を行って頂くためには予め、在外選挙人名
簿へ登録し、在外選挙人証を取得することが必要となります。登録を
希望される方については、下記をご参照のうえ、当館窓口へお越し頂
くようお願い申し上げます。

１．在外選挙人名簿の登録資格
（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
　　　原則として有効な旅券を提示して頂きます。
　　　※　但し、滞在許可の更新等で旅券を政府機関に預けている等の
　　　理由で旅券をお持ちでない場合は、運転免許証、グアムＩＤ、グ
　　　リーンカード等を提示して頂きます。
（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．申請に伴う注意事項
（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、市区町村役場へ届出を行って下さい。
（３）在外選挙人証の交付まで、概ね２ヶ月程度が見込まれています。

【お問い合わせ先】
在ハガッニャ日本国総領事館（領事班）

電話：６４６－１２９０　ＦＡＸ　６４６－１４９０

(４) 渉外広報部　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　松山部長
　＊メールアドレス帳の作成作業を進めている。
　＊会報編集会議：編集委員を随時募集中
　＊ホームページ：定期的に更新中。役に立つ情報等あれば是非掲載したい。
(５) 青年部　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川内部長
　８食品会議、及び説明会。８月１０日火曜日１３時よりヒルトンホテルにて実施。
　第2回食品会議は8月27日14：00、ヒルトンにて。食品ブース等の最終参加数等判明予
　定。
　＊物販に関して
　＊ 実行委員会は今年については、日本人会理事で実行委員会を組織することにした。
(６）総務部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　 野口部長
　＊会員名簿については、2004年度名簿の配布が完了した。
(７)　会計部　　　　　　　　　                                                             比嘉副部長
　会計部報告（8月理事会）
　① 7月会計報告　会費納入状況　
　　　　7月　　　　　　　　　　　累計
　　　　法人　23社　
　　　　個人　  4名　
　　　　準会員  0名　
　　　　合 計　     
　② 各部活動収支報告
　＊おはようウォーキング（6月20日）収支 マイナス$57（収入$0、支出$57）
　＊ボーリング大会（7月16日）収支 $340（収入$870、支出$530）
　③04年度の日本人学校への寄付金
　  予算に従い$20,000チェックを作成し日本人学校へ
３．総領事館から
　＊米国政府の警戒レベル引き上げに関して
　8月1日、ニューヨーク市金融地区、ワシントンDC に対し、警戒レベルをイエローから
　オレンジに引き上げた。（オレンジは5段階の内上から2番目）グアム島在留邦人にお
　いても普段の生活を送りつつ油断ない生活が望まれる。
　＊外国公務員贈賄罪の国外適用
　外国公務員（グアム政府関係者など）に対する不正な利益供与を行なった場合は日本国
　内同様グアムにおいても処罰の対象になる。2005年1月1日から施行される。
　＊米国連邦政府に対する要望書
　米国政府に対し経済活動などを行なう在米邦人が障害となっている事象について日本政
　府として改善を求めていこうと言うもの。（滞在許可証の更新など）今年は8月27日が
　締め切り。 

書記　野口　雄充

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２０日(火)15：00～17：00
　　1． 日本人学校/補習授業校　校則
　　2． 2004年度学校組織図について検討審議。
　　3． 幼稚部及びアフタースクールの位置付けについて。
　　4． 校長報告�ココス宿泊（7/19～7/20）
　　5． 総領事館�子女教育ニュース(7月号)
　　6． その他
(２) 文化部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  大久保副部長
　① 美輪明宏特別講演
　※大勢の会員及びにローカルの方々に参加して頂いた。参加人数83名。参加費25ドル。
　② アート・アンド・クラフトフェアー
　※場所、未定。開催日は２月２７日決定。詳しい企画内容は実行委員会発足後発表予
　　定。＜今後の活動予定、及びその他活動報告＞
　＊牛乳パック人形
　＊ハローウィーン
　＊ グアム婦人会
　＊『長野県下條村子供達のグアム日系企業見学』
　　ご協力頂いた法人会員の皆様方に感謝申し上げます。皆様方のご協力に対して日本
　　人会に寄付金($５００）を頂いている。
(３) 商工部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  大西部長
　＊9月15日（水）
　日本人会懇親パーティー開催予定。日本人会の外務大臣表彰授与式や講演、エンター
　テイメントなども予定。多数の参加をお願いしたい。

ヨガ

　本場インドで修行を受け、長年世界各地でヨガを教えてきたディディ
先生のクラス。精神と肉体を和合させる修行といわれるヨガで、日々の
緊張とストレスをほぐし、体力増強を図り、身体の柔軟性とバランスを
培ってください。
日時：�毎週月曜、木曜日　１８：３０～２０：００
授業料：７ドル（１レッスン）
持参品：ビーチマットまたは同サイズのマット
注意事項：レッスン２時間前から食事をせずに参加のこと。

テニスサークル

　南国の日差しの中で思い切りボールをはじき、爽快な気分で汗をかい
てみませんか？スリムで柔軟な身体つくりに、体力増強に、ストレス解
消にもテニスは最高です。初心者には球出しなどもお手伝いします。
日　時：�毎週水曜日　９：００～１１：００
場　所：�タムニン公共テニスコート（ＩＴＣビル向い）
費　用：�５ドル（ボール代など）
持参品： ラケット、シューズ、飲み物、タオル、着替え

趣味の会

　おしゃべりに花を咲かせながら、和気藹々の雰囲気で手工芸を楽しむ
サークルです。和紙を使った人形やカード作り、壁飾り、折り紙、クリ
スマスデコレーションなど、アイデア一杯のセンスあふれる創作の数々
をお楽しみください。

日　時：�毎週月曜日�１０：００～１２：００
持参品： 定規、はさみ、糊、和紙など

絵画教室

　ハワイ銀行グアム本店やホリデーインの壁画でおなじみのグアムのト
ップアーティスト、サルバドール・ビダル先生による油絵教室。最初は
デッサンを学び、それからキャンバスに向かいます。

日　時：�毎週月曜日（第二月曜を除く）１４：００～１７：００
授業料： ７ドル　（１レッスン）
持参品： デッサン用紙、鉛筆、消しゴム。　
（油絵用具一式はご希望により、先生が用意してくれます。）

$ 20,790
$     140
$        0
$ 20,930

$ 56,430
$  5,380
$   220
$ 62,030

62社
148名
11名

◆◇◆ ◆◇◆
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　文化部主催第７回アート＆クラフトフェアーが来年２月２７日（日）

に開催されます。テーマは日本でブームをおこしている「沖縄」と決定。

沖縄県出身者の多いグアム日本人会の総力を募って独特の沖縄文化の紹

介に努めたいと思います。テーマに因んだアイデア作品で、会場ムード

を盛り上げてください。　　　　　　　　　　　   　          （文化部）

‘コンピューター’というか‘電子計算機’なる言葉を聞いたのが40年

近く前。何のことか全く解らず、自分には関係ないもの、消えてなくな

る流行ものと思っていました。知らん顔をしていたのに、そうもいかな

くなりました。

　マウスの持ち方を教えてくれた人は、上達するにはとにかくコンピュ

ーターに触れる事、分らない事は恥じを捨て人に聞くことといわれました。

でも、人に聞くのは恥ずかしいし、コンピューターのヘルプ（H）を開

いても、画面上の言葉の意味が分らず、途中で投げ出してしまいます。

そんな時、この様なセミナーが催されるのを知り、慌てて申し込みました。

ワードの基本からということで、参加者それぞれに1台ずつコンピュータ

ーが用意され、前方のスクリーンには先生のコンピューターの動きが映

しだされます。

　基本文書作成のところまでしか都合で受けられませんでしたが、デロ

イト事務所の若葉さん始め皆様が親切に教えて下さり、コンピューター

が近づいてくれた気がします。心よりお礼申し上げます。

　人名、地名、物の名前がすぐに思い出せず、「アレ、アレ」「ソレ、

ソレ」となってしまう頭の持ち主なので、時間がかかると思いますが、

教わったことを自分の物にしたいと思います。

清永　京子

　鋭い観点、風刺と特有のユーモアで、

日本では講演会があるとすぐ満員御礼。

その美輪明宏さんがグアムにやって

きました。各言う私も日本に住んで

いる頃から、彼の書く文章を読み、

ご本人の生のお話が聞きたいと思っ

ていましたので、グアムでこの願い

が叶うとは思いませんでした。当日

の美輪さんは、ゴージャスなご本人

の雰囲気にぴったりの白地にラメの

ツインと白いプリーツパンツという

ファッションで登場。

「昔はこんなことはなかった」とい

した。お二人の暖かいご厚意に応え、文化部では下記の通りクラスを

開催いたします。

日　時：�１０月５日（火）１３：００～１７：００

場　所：�コミュニティールーム「ラッテ」

持参品：（１）牛乳またはジュースなどのパック

（出来るだけ沢山集めてください。ご夫妻も約３０人分のパックをご

　持参いただけるそうです。）

（２）ソーダ・ビールの空き缶　３～４個　（ランタン用）

（３）その他：木工用水性ボンド、はさみ、マジックペン（黒と茶色）

（４）９cm×９cm　ダンボール紙（台紙用）

申し込み先：日本人会事務局　

　　　　　　TEL　６４６－８０６６   FAX　６４６－８０６７　

　なお、お二人は翌日の午後１時より３時まで、Tamuning Senior 

Centerで、グアムのお年寄りにランタンの作り方をお教えします。上

記クラス参加者でお二人のヘルプをしてくださる方は事務局までお申

し込みください。また参加、不参加に関わらず、空になった牛乳やジ

ュースのパックをご寄付いただき、少しでもご夫妻の荷を軽減する手

伝いにご協力をお願いします。

牛乳パックで
縁起物のフクロウを作ろう!!

　札幌市にお住まいの土井誠・キ

ヌエご夫妻が、お二人の結婚５０

周年を記念し、グアム旅行を計画、

旅の記念にグアムの皆さんにご自

分たちの特技であるリサイクル品

を利用したフクロウやランタンの

作り方をお教えしたいとのお申し

出が総領事館を通して寄せられま

コンピューターセミナーに参加して

第７回
アート＆クラフトフェアー

「美輪明宏」
特別講演会 in Guam

う日本で起きている事件について、美輪さんが分析してくれました。

騒音のような音楽、残虐な映像は、現実とバーチャルの違いが分から

なくなる子供を作る。木造校舎がコンクリート校舎への建替えによっ

て、子供が荒れる。無機質なコンクリートのビル、住居が健康を害し、

人間関係が悪化、自殺や事件が発生する．．．。取り巻く環境で人間

がこんなにも変わるのか？と思うと、恐ろしくなります。

　でも、これは逆に言えば、工夫をすることで普段の生活や人間関係

が驚くほど改善するということです。言葉を選んで相手を敬うだけで

言い争いは防げますよね。美しい音楽、明かり、一輪の花さえもが質

素な食卓を変えてくれますよね？

　こういったソフトの面を変えるだけで世の中上手くいくことが実は

多い、というお話に早速実行してみようと思いました。

美輪さんの「幸せの定義」について。「幸せというのはその瞬間であ

って永遠に続くわけではない。でもたった一つ、ずっと幸せでいられる

方法は感謝すること。不幸なことはいくらでも数えられる。人間の欲望

は果てしないから、当たり前だと思っていることが実はとても幸せなこ

となのだと認識すること。そして幸せは誰かが持ってきてくれる出前で

はなく、自前にすること。自分でいくつも生きがいを持っていれば、そ

の一つが消えてもずっと幸せな状態でいられるはず。」グアムに来てから、

仕事に追われ時間ばかりが過ぎていく自分にとっては戒めの言葉となり

ました。

　人間は全て同じ条件のもとに生まれ、幸せになるかどうか、そう感じ

るかどうかは全てその人の気持ちの持ちよう。とかく他人のことは良く

見えます。人と比べて自分を卑下することもあります。そんなときはど

うしたら良いか？

「人間を判断する時に、国籍、家柄、容姿、職業などの目に見えるもの

は考えない。その人の‘心’を見るようにする。そうすることが出来たら、

相手をねたんだり、自分を責めることもなく、お互いが楽になる。」と

のこと。ビジネス上の人間関係を考えるとかなり難しい訓練かとも思い

ましたが．．．。

　この他、時折、歌を口ずさみながら、色彩、風水、天界と魔界、人間

の魂、人生の正負の法則などなど盛りだくさんで、気がつけばあっとい

う間に予定を大幅にオーバーしての2時間。

　最後に、「今までいろいろな辛いことを乗り越えて、今ここに皆さん

はいるのだから、何があっても大丈夫。」とエールを頂きました。

「グアムの印象は？」という質問に、「最初に来た時に、機上からたく

さんの虹がかかっているのを見て、ただならぬ場所だと感じた」とのお

答え。もしかしたら私達は、ここグアムに導かれて来て、守られて生き

ているのかもしれませんね。「無理でしょうね」とのことでしたが、今

度はぜひ、コンサートでその美声を聴きたいものです。  　　　　　M.S
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グアム日本人学校から

グアム補習授業校から

「職員研修」

　8月21日（土）に日本人学校から依田先生を講師に迎えて、午前ク

ラス2時間､午後クラス2時間､昼食時1時間の職員研修を行いました。

内容は､3時間目に当たる午前10時35分から、依田先生と補習校の先生

方が小5から中3までの各クラスの授業を見学。4時間目に依田先生に

よる模範授業を中学2年のクラスで実施しました｡12時半から昼食を食

べながら、日頃の授業に対する質問等を先生に答えてもらいました。

また1時45分から午後からの低学年クラスの授業を見学してもらい､2

時間目から小学3年のクラスの模範授業を行ってもらいました｡日本語

がおぼつかない児童生徒もいるクラスの授業は、全日制の授業とちょ

っと見当が違ったかもしれません｡

「プリスクール開始」

　199９年4月1日までに生まれた、来年度小学部1年生に入学する児童

を対象に､9月11日から平仮名や集団行動を教えるプリスクールが始ま

りました｡先生は片桐先生で、授業時間は10時35分から12時15分まで

です｡補習校の1年生は､プリスクールで平仮名を教えます。来年度の入

学予定のお子さんをお持ちの保護者の方で､お子さんが受講されていな

い方は至急補習校まで（７３４－８０２５）お申し込み下さい。

「日本語教室始まる」
　

　9月3日から、日本語の分らないお子さんを対象に開講している日本

語クラスが今年も始まりました｡日本語に慣れ親しみながら平仮名や挨

拶の言葉を覚えていく初級クラスや､平仮名からカタカナ､会話も始ま

た。今回設置をしたドーム型の埋め込み式カメラは箱型の旧式カメラ

と異なり、防御にも強く鮮明な画像がモニターできるようになりまし

た。この3台のカメラの設置により学校出入口・運動場からの連絡口

と最低限必要な場所の監視が24時間可能となりました。

２． 防護フェンス

　文部科学省からのご指導もあり外部侵入者からの防護体制の確立が

急がれておりました昨今、全日制・補習校のPTAの皆様からもアイデ

アを頂戴し、学校理事会で協議を重ねました。その結果、従来設置さ

れております学校敷地と一般道路を区分する外壁フェンス（金網）と

校舎の間には駐車場があり、現状では不審者侵入防止のため出入口を

完全に閉めることができない。特に幼稚部がよく使用する遊技場が学

校入口の近くにあり外部侵入者と幼児の接触が安易にできるため早急

に第2次フェンスの設置が必要であるとの結論に至り、駐車場と隣接

する校舎との間に高さ2m、全長約40mのフェンス(金網)を10日間かけ

て設置致しました。これにより外来者は職員室を通り抜けなければ校

舎内に入れなくなりました。ご不便をお掛け致しますが保護者の皆様

方もご理解の上、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

日本人会の皆様

拝啓　平素は、グアム日本人学校へ格別のご高配を頂戴し有難う

ございます。

先日、催されました全日制PTA主催によるフリーマーケッとにお

きましても、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

おかげさまで、本行事は多数の来客にて大盛況のうちに終わりま

した。

目標の１５００ドルを上回る売上を上げることが出来、グアム日

本人学校への教育施設補充の資金を得ることができました。

今後とも引き続き、グアム日本人学校へのご理解とご協力をお願

い申し上げ、まずは書中にて御礼申し上げます。

グアム日本人学校全日制PTA          会長　木割　啓文

日本人学校

防犯カメラ・防護フェンス設置のお知らせ

　

　日本人学校は8月3日より補習校が、8月24日より全日制の２学期が

始まりました。転校生が加わり生徒数も増え元気いっぱいのスタート

を切りました。

夏休みの期間中に日本人学校では2つの防犯設備の工事を行いました。

１． 防犯カメラ

　1993年に設置された防犯カメラ3台が昨年11月盗難に遭い、外来者

の確認、夜間の警備などに不安が生じ早急な対策を必要としておりま

る中級クラス、本格的な会話の一歩を踏み出す上級クラスとクラスが

3段階に分かれています｡

　授業日は火曜日と金曜日の午後4時10分から5時50分までです｡対象

年齢は6歳からです｡

「海｣　　小学部3年　堀田賢弥

魚を見た

ウニのからが生きていた

魚をつかまえた時

青い魚を見た時

飛ぶ魚を見た

　

ウニが動いた　

歩くのを見ておどろいた

ドキドキ

ナマコをふみそうになった

石だと思ったら動いた

ウニがささると思った

どくのあるウニを見た

青いヒトデがこわかった

防犯カメラ　　　　　　　　防護フェンス

「ラッテ」７月号フロントページ　訂正とお詫び

＊ 題字　

　 ６月号発行（第２号）⇒７月号発行（第３号）

＊ ２００４年度活動カレンダー（教育部）

　 日本人学校　⇒日本人学校（全日制、補習校）　



2004年9月 第5号 2004年9月10日 発行日本人会渉外広報部 6

「今月の顔」 Vol. 14ライス・ハンクさん

ワタミユーエスエーグアム

A:

Q:

A:

　当社は現在、タモンにてアメリカンレストラン「T.G.I.Friday’s」
を経営しております。この「T.G.I.Friday’s」は1965年、ニューヨー
クのマンハッタンの一角に誕生しました。その後、アメリカ国内を中
心にチェーン展開が始まり、現在では世界５７カ国に約８００店舗と
なりました。本社はテキサスにある「カールソン・レストランツ・ワ
ールドワイド社」で、世界各国にフランチャイズとして出店していま
す。６年前に日本へ初進出する事となり、パートナーとなったのが当
社の親会社である「ワタミフードサービス㈱」です。グアムに永く住
んでいらっしゃる方はご存知ないかもしれませんが、居酒屋とレスト
ランの中間的な市場（食事が出来てお酒も飲める店）を開拓し、「居
食屋　和民」を中心に、関東、関西、九州などで約４２０店舗ほどの
直営店を運営している会社です。最近では香港にも和食のレストラン
として「和民」を１０店舗ほど出店し、今年からは、いよいよ上海を
スタート地点として中国本土への進出が始まります。そう遠くない将
来、アメリカ本土への出店も視野に入れています。
さて、話をグアムの「T.G.I.Friday’s」に戻しましょう。現在当店は、

お客様の70％が日本人ツーリスト、30％がミリタリーを含むローカル
といった割合で、日々たくさんの皆様にご利用頂いております。平日
のランチタイムや週末の夜ともなりますと、ほぼ半分の割合でローカ
ルの皆様にもおいで頂いています。「ご家族や大切な方の誕生日」「日
本から知人が訪問してきた時」「一人でビールが飲みたい時」など様々
な場面でご利用下さい。

　今年は１２月４日（土）に
開催される事になりました日
本人会「秋祭り」。
その秋祭りの司会やマジック
ショーでお馴染みのライス・
ハンク氏に今月は登場してい
ただきました。

WATAMI　USA　GUAMWATAMI

最後にクイズを1つ店名の「Ｔ．Ｇ．Ｉ．」とは何の略でしょう？
　
　1. Thank Got It's Friday
　2. Thank Goodness It's Friday
　3. Talofofo Golf Resort International

　正解者の中から抽選で3名様に、毎回のお食事代が15％OFFになる
VIPカードを差し上げます。E-Mailにてtgifsale@ite.net 　担当　亀井
までご応募下さい。 

１９６４年、２歳の時家族でワシントンＤＣからグアムに移ってきま
した。私が９歳の時、（当時アメリカはまだベトナム戦争をしていま
した。）グアムのアプラハーバーに豪華客船が寄港しました。沢山の
エンターテイナーの人達も客船内でショーをする為に乗船していまし
た。ベトナム戦争で負傷し、グアムのネイビーホスピタルで入院して
いる米軍人達にショーを見て貰う為に、客船に彼らを招待しました。
私は父親の仕事の関係でたまたまそのショー見ることができました。
負傷した米軍人達は特にマジックショーを見て、大変喜び体の傷だけ
でなく心の傷をも癒されているのを、私はその時強く感じました。タ
イミングよくその直後、日本の友人から一つのマジックセットを貰い
無我夢中で練習をしました。その甲斐があって１０歳の時にマジック
ショーでテレビに出演するまでになりました。１９７６年、台風パメ
ラがグアムを直撃し私の通っていた学校が全壊した為、私はカナダの
親戚の家にお世話になり学校に通う事になりました。その時縁があっ
てカナダの有名なマジシャンに出会い私のマジックもグレードアップ
していきました。そんな時不治の病で入院している子供達の前でマジ
ックショーをする事になりました。べットの上でチューブを付けられ
たままの子供達の表情がショウーを始めていくと、どんどん明るくな
り病気の苦しみから一瞬でも逃れられた様に私には感じられました。
その時私自身とても感動し私の進む道はこれしかないと思ったのです。
　　　　　　
最後にハンクさんのグアムでの生活ぶりとご家族についてお聞かせ下
さい。
今はニッコーホテルでマジックショーをしています。あとI LOVE 
GUAMというギフト関係の会社を経営していますが、その会社でタ
モンのホテルロードやマリンドライブの道路壁のペンキ塗りなどをボ
ランティア活動でおこなっています。静岡県に住んでいた時に看護婦
をしていた妻（江利代さん）と知りあい結婚をして、長男１０歳、長
女９歳、次男５歳の３人の子供がいます。子供達には礼儀正しく、自
分の意見をはっきりと言え、心の優しい人に育ってほしいです。もち
ろん日本語、英語を正確に使える様に勉強していますよ。
　ハンクさんどうも有難うございました。インタビュー　小熊　陽子

るたびにこみあげてき、とても幸せな気持ちになるので毎年楽しみ
にしています。そして、日本の文化をより深くグアムの人達に理解
していただける様、「秋祭り」を通じてお手伝いできるのが僕の役
目だと思っています。
ハンクさんはとても日本語がお上手ですが、どの様に勉強されたの
ですか？
とにかく日本が大好きです。１９８５年から高校と大学をハワイで
過ごしました。高校時代は日本文化クラブに所属しプレジデントを
つとめ、日本映画の「座頭市」や「ドラえもん」などよく見ました。
大学時代には、演劇科に所属して日本の歌舞伎、能、日本舞踊、長
唄を勉強しその他、裏千家のお茶や合気道などにも積極的に取り組
みました。その知識をもって卒業後１０年間、日本で生活をして日
本語を勉強しました。
日本のマジシャンMR.マリックとも親交のあるハンクさんとマジッ
クとの出会いは？

Q:

A:

Q:

A:

Q:

ハンクさんにとって、日本
人会「秋祭り」にはどのよ
うな思いをお持ちですか？
若い頃、日本に１０年間住
んでいた時、いろいろな地
域でお祭りを見てきました。
その当時のお祭りや花火大会、
夜店などの状況やまた淡い
懐かしい思いがグアムの日
本人会「秋祭り」に参加す
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図書便り

　遅ればせながら「冬のソナタ」観てしまいました。冬ソナの音楽が毎

日頭の中で回っています。日本では今後民放局も、韓国のドラマをどん

どん放送するそうです。この機会に日本人会でも韓国ドラマのコレクシ

ョンが増えるといいなぁ。

　今、どうやら家内が冬ソナを観ているようです。ドラマを観て泣いて

いる私を横目で見ながら「あり得ない」だとか「演技がクサイ」だとか散々

言って、興味の無い振りしてたのに・・・。　　　　　　　　　　 Y. I.

　私が池波正太郎の作品と出会

ったのはツアーデスクのおばち

ゃんが貸してくれた、皆さんご

存知の「鬼平犯科帳」が最初で

した。以来手当たり次第に作品

群を貪り、「剣客商売」、「仕

掛人梅安」に至っては何度も読

み返す程でした。と言うのも両

　「日本の敬老の日は９月２０日ですが、グアムの敬老の日はいつで

すか？」「グアムは毎日が敬老の日です。」と、シニアセンター・オ

フイス・マネージャー、フローレス嬢は大きな体を揺さぶり応対して

くれた。

　８月１３日、イナラハン村のシニアセンターを訪れた。小高い丘の

上に建つ、白い建物からは青い海原が一望でき周りにはクリ二ック、

郵便局、消防署が隣接している。シニアセンターの扉を開けると、朝

１０時だというのにビンゴゲームの真っ最中、ガラガラポーンとピン

ポン球の玉が転がり数字が大きな声で叫ばれる。５０名近くいる老老

男女？は机の上にある数字の紙を真剣な眼差しで追う。そうです！お

金が賭けられているのです。どこからか「ビンゴ！」の声が掛かった。

係員が行って紙の番号を確認する。今日は２度目のビンゴを仕留めた

ロシーおばさんに束になった１ドル紙幣＄８９ルが渡された。周りの

おばさん達から「旦那には内緒にしておけ」と、声が飛ぶ。シニアセ

ンター内でお金がかかるのはビンゴだけであとはすべて無料である。

　正午近くになりビンゴゲームは一時中断された。皆が楽しみにして

いるランチタイムである。毎朝、タムニングのＫ－ＳＴＥＡＫＨＯＵ

ＳＥの料理が１２箇所あるシニアセンターに運ばれてくる。今日のメ

ニューはサーモンステーキ、３種類の豆が入ったサラダ、ライス、り

んご、牛乳、ミネラルウォーター。月曜日、スパゲティミ－トソース、

グリーンサラダ、ディナーロール２個、オレンジ、牛乳とミネラルウ

ォーターは、つねに付きます。火曜日、ビーフチョップステーキ、ミ

ックスベジタブル、ライス,フルーツカクテル。水曜日、チキンサンド、

コールスロー、コーンスープ。木曜日、魚料理、ホウレン草ソティー、

バナナ、ライス。原稿を書いているうちにお腹が空いてきました。私

の職場の近くにはレストランがありませんので毎日でも食べに行きた

いのですが、まだ現役でバリバリ働いている身なのでめったに行きま

せんが、行けばよく来てくれたと仲間が家から持参したあじの煮付け

や蒸かしたサツマイモを、お裾分けしてくれます。アルコール類がな

いだけで毎日がパーティータイム。マネジャーも参加して「ミスター

オカノはシングルだぞー、誰かこの中から嫁さん候補はいないか？」

と周りのおばさんの顔から笑みが漏れ、私へのサービスがグンーとよ

くなリます。グアムはお年寄りにとって“終の棲家”なのでしようか。

CAT 岡野

グアムは毎日が敬老の日

2004年度日本人会会員名簿訂とお詫びのお知らせ

＊既に発行、会員の皆様に発送済みの日本人会名簿につきまして以下
　の通り、訂正がございました。お詫びと共にご案内申し上げます。

＊ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD. ＜全日本空輸㈱＞
 　Eメールアドレス ⇒　s.katsuno@ana.co.jp
＊ TAKAGI & ASSOCIATES, INC. ＜高木アソシエイツ㈱＞
　 住所及び電話番号、ファックス、Eメールアドレス変更
　　⇒　540 Pale San Vitores Road, Tumon, Guam 96913
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　 代表者変更⇒高桑　登池波正太郎の世界

 **＊ 新刊紹介 ***

話題の新刊を日本人会ライブラリーでどうぞ

・臨場（横山秀夫）

　「終身検視官」の異名を持つ　倉石。他の者たちとは異質の「眼」を

持つ彼は、死者の人生を救えるのか。組織と個人、職務と情・・・　警

察小説の圧倒的世界。

・魂の自由人（曽野綾子）

　「引きこもり」は自分の世界を作っているように見えるが、実は決し

　て自由を手にしてはいない。自分が食べたり着たりするものを、自分

　の手で得てはいないからだ。自分がいい人だと思われることをやめる

　だけでも、魂はかなり風通しがよくなるのである。胸のすくような曽

　野綾子節全開！！　　

・ 世界の中心で、愛をさけぶ（片山恭一）

　十数年前・高校時代・恋人の死。好きな人を亡くすことは、なぜ辛い

　のだろうか。落ち葉の匂いのするファーストキスではじまり、死を予

　感させる無菌状態の中でのキスで終わる、「喪失感」から始まる魂の

　彷徨の物語。

・文藝春秋　９月特別号　

作品の舞台設定が浅草の外れ、橋場の渡しや玉姫稲荷、山谷堀など私

の生まれ育った思い出深い場所だからです。玉姫稲荷の賽銭箱から小

銭を頂戴して駄菓子屋へ走り、橋場のお地蔵さんの縁日でテキヤの飴細

工に見惚れていた、そんな可愛らしいけど傍からみたら憎たらしい子供

時代が鮮やかに蘇ってくるのでした。

さて「剣客商売」の主人公、秋山小兵衛は無外流の達人で現役を引退し、

川向こうの鐘淵に若い嫁さんと隠棲しているのですが、次々と起きる事

件をあるときは人情味たっぷりに、またあるときは凄まじい剣でもって

解決しちゃってくれるのです。まさしく勧善懲悪、悪い奴には容赦せず、

完璧な強さで庶民の味方！！　胸がすく思いです。

対して「仕掛人梅安」は、表家業が腕の良い鍼医者で、裏では金ずくで

人を殺す闇の殺し屋なのです。両作品とも当時の庶民の暮らしや考え、

人間が持つ両面性を鮮やかに興味深く描きだしていて、微笑ましくもあ

り恐ろしくもあるのです。その人間模様は現代社会でも身近にみうけら

れる光景ではないでしょうか。

まだ両作品をお試しでないかたは是非どうぞ。でも誰かが呼んでも返事

をしないで怒られ、フッと気がつくと朝だったなんてことは覚悟の上で！

ああ私も早くこの南の島で悠々自適の身となり、椰子の木陰で池波正太

郎の世界にそして海にどっぷりと浸りたいものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂｙ　菅谷裕之
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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

9月（長月）東京マート

9月のセール

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。店長：渡辺　元三

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

会員各位

　東京海上と日動火災の合併についてお知らせいたします。

　本年10月１日、東京海上火災保険株式会社は、日動火災海上
保険株式会社と合併し、新たに「東京海上日動火災保険株式会社」
としてスタートいたします。新会社は、お客様の信頼をあらゆ
る事業活動の原点におき、「安心と安全」の提供を通じて、豊
かで快適な社会生活と経済の発展に貢献することをめざします。

　グァムにおいては、これまでどおり、Nanbo 社を総代理店と
して、グァムにおける最高格付け（Ａ++、AM Best 社に拠る）
を有する唯一の日系損害保険会社として、お客様の信頼にお応
えする所存ですので、損害保険全般に関するご照会・ご質問等
は何なりと Nanbo 社までお寄せください。

　なお、合併以前に、東京海上または日動火災とご契約いただ
いた保険契約につきましては、合併後はその保険契約の期間満
了まで新会社にそのまま継承させていただきますので、お手持
ちの保険証券などは大切に保管いただきますようお願い申し上
げます。

（注）企業向け健康保険に関しましては、合併後は Calvo's 社を
総代理店として、新会社の現地法人 Nichido Insurance Company 
(Pacific) 社がお引き受けいたします。Nanbo 社を通じてお取り
引きいただくこともできますので、ご照会・ご質問等は Nanbo 
社または Calvo's 社へお願いいたします。

東京海上火災保険株式会社
ミクロネシア首席駐在員　守屋　悦男

（電話）475-1498
（ファクシミリ）477-3733

（メールアドレス）tokiomarine@guam.net

長月とは夜長月と言い、だんだん日没が早くなり、夜が長くなって行く
月という事です。大人より外で遊んでいる子供達の方が日没には敏感か
もしれませんね・・・

　秋を知らせてくれる物の中に虫の声があります。子供の頃、外からの虫の声を聞
きながら眠りについたのを懐かしく思います。今はどこも物騒で窓を開けて寝る事
も無くなってしまいましたね。戸締りを忘れずに・・・
　秋の歌と聞かれて何の歌を思い出しますか？赤とんぼ、夕焼け小焼け、もみじ・・・
自分は歌えるがはたして子供達は歌えるのだろうかと、この広告を作成しながら感
じました。お父様方、今夜は仕事を早めに切り上げて（無理か）子供が寝る時に秋
の歌でも一曲どうですか？うるさい！って怒られたりして、、。

　　お弁当・惣菜コーナー
かつ丼・天丼・カツカレー・豚生姜焼丼・鮭弁・
おいなり・寿司・たこケラグイン・きんぴら・ひ
じき・その他、色々取り揃えて御待ちしております。

９月の行事
９／　１：防災の日
９／２０：敬老の日
９／２０：彼岸入り
９／２３：秋分の日
９／２６：彼岸明け
９／２８：十五夜

（野菜・フルーツ・緑茶・麦茶・コーヒーなど）よりどり２パッ
　クで＄２．９９！
＊オフィスで、学校のランチタイムで、車の中で飲んで下さい。

〇ホテイ：白桃＆みかん缶　＄１．９９
　＊冷やしてデザートにどうぞ!!
〇大好評！２食入りラーメン（醤油・味噌・
　博多・冷やし・焼そば・ざるそば）
　よりどり２パックで＄２．９９！
〇カゴメ：ジュース２００ＭＬ紙パック


