
お申込方法：
グアム日本人会事務局・・・ＩＴＣ
ビル２階(現金もしくは小切手のみ)に
てお申し込みください。
日本人会事務局に都合で行けない方は、
当日会場でのお支払いでも受け付けますが、
事前の予約は必要です。予約が無い場合は当日料金となり
ます。日本人会事務局にお名前、参加人数(大人・こども・
シニア・幼児の人数)、連絡先をお知らせください。

日本人会事務局　646-8066,  e-mail : jpclub@teleguam.net
受付期間：9月8日（月）から10月23日（木）
　　　　　*土日祭日を除く
そ の 他 ：10月23日（木）正午以降キャンセルの場合、会
　　　　　場準備の関係で参加料は全額お支払い頂きます
　　　　　ので、ご理解願います。
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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。

今年の秋祭りは１１月２２日(土)に決定！

ハロウィーンパレード & パーティー2014のご案内

大人(中学生•13歳以上)　　

小人(5～12歳)•シニア(65歳以上) 

くじ引き(ラッフル)チケット、
5ドル単位(1口1ドルx5)で当日販売。

22ドル 27ドル

17ドル 20ドル

26ドル 31ドル

21ドル 24ドル

会　員　　　非 会 員

予約   当日 　 予約　当日参　加　料

　Trick or Treat!! 今年も日本人会ハロウィンパーティが開
催されます！仮装パレード、コスチュームコンテスト、ゲ
ームやダンス、そして豪華景品を競うくじ引きなど、子供
から大人までお楽しみ頂けるイベントが盛り沢山です。
　今年はどんなコスチュームが登場するか、今からとって
も楽しみですね！皆さまのご参加を楽しみにお待ちしてお
ります！　

日　時：2014年10月25日（土）18:30から20:30（予定）
場　所：フィエスタリゾート グアムホテル内
          「フィエスタン ターシ」宴会場

　既に会員の皆様に一斉配信させていただいたように、グ
アム日本人会では来る11月22日（土）、イパオ・ビーチ公
園にて開催される第35回秋祭りのスポンサーを募集してお
ります。
　8月20日現在、グアム政府観光局、グアムリーフホテル
＆オリーブスパリゾート／H.I.S. グアム、Docomoパシフィ
ック、バンク・オブ・グアムの４社・グループにプラチ
ナ・スポンサー（寄附１万ドル以上）として、またファー
スト・ハワイアン・バンクにはゴールド・スポンサー（寄
附５千ドル以上）として、ご協力いただくことになってい
ます。さらに、以下の方々にも協賛いただくことになって
います。
　カルボ インシュランス、IP & E、テイクケア インシュラ
ンス、ナンボ   インシュランス、大林組、ピーエイチアー
ル  ケン  マイクロネシア、PHRクラブ、パシフィックラン
ドリー、バンク オブ ハワイ、フラワーハウス  アヤ、サン
コーエンタープライズ、高木アソシエイツ、東京海上日動
火災保険、グアム プレミアアウトレット、パシフィックデ
イリーニューズ、バンクパシフィック、ステイウエル  イン
シュランス、マトソン、サウスパシフィック ペトロレアム
（７６ガスステーション）、デロイト トウシュ トーマツ、
アーンスト アンド ヤング、Micros - Fidelio Micronesia、
Welltech Telecommunications、Ada's Trust & Investment, 

幼児(4歳以下)は無料ですが、お席はありません。大人の方と

ご一緒にお座りください。＊お食事、ソフトドリンク込み

秋祭りスポンサー募集のお知らせ
Inc.、Woodley, Seaton M Ⅲ弁護士事務所、California Pizza 
Kitchen & Beachin' Shrimp、George   Johnson、HSJ Co., 
LTD.、ヒルトングアムリゾート＆スパ、マイクロパック
ドリンク協賛：Ambros Inc.、Mid Pac Distributors Inc.、ST 
Corporation.、Tai  Fa  Imports、Pepsi Cola Bottling Co．
　青年・商工部では、９月末日をひとつの区切りとして、
引き続きスポンサーとして協賛いただける会員を募集して
おります。秋祭りの純益はグァム日本人学校体育館建設に
伴う銀行ローンの返済に充てられます。皆様のご協力をよ
ろしくお願い致します。 （文中敬称略）　　青年・商工部            

[ スケッチ帳より　教会への道～イナラハン ]

秋祭りの司会者大募集！
元気いっぱい祭りを盛り上げてくださる方を探しています。
*詳しくは日本人会事務局まで。ささやかではありますが、
お礼をご用意しております。



４．渉外広報部　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　  　川端主管理事
　定例編集会議開催日時：8月19日(火)12時30分より
　(出席者）釜山、川端、久重、ウッドレー、臼井、京谷　　　
　(事務局）芳賀、小熊
（１）ラッテについて
　①9月号の掲載状況確認。
  ②10月号のアイデアだし、スペース割り。毎号、記事内容 バリエーションを
　　確保するために、季節にちなんだ記事、ローカル情報、生活関連、人物に
　　焦点を当てた記事とバランスを考えながら取材執筆テーマを決定。
　③広告収入を増やすため、編集委員の皆さんにも声かけをお願い。一昨年度
　　よりの努力で広告件数が増え、ラッテ発行の費用の大半を広告収入で賄え
　　るようになってきたものの、WEBサイトの管理費までは捻出できていない
　　のが現状。
５．総務部　        　　       　   　　　　　　　　　　　　 福本副部長
（１)会員健康保険加入者　32名 前月比1名減　
（２)2013年度日本人会のFinancial Statetementを、8月18日付けのPacific 
　　 Daily Newに掲載した。
（３)2014年度の日本人会名簿が完成し、理事・監事の協力のもと会員の皆様
　　 への配送、デリバリー作業を行っている。
（４)オフィスの給水ディスペンサーに水漏れがあり、新しいものを購入した。
（５)9月7日(日)に開催予定の、チャリティーゴルフ大会の申し込み、寄付の   
　　 受け入れについて事務局にて受付中。
（６)次回、第6回定例理事会開催は、9月25日（木）の予定。
６. 会計部　　　   　   　  　    　登坂会計部長　  
  　7月末締会計報告　　会費納入状況

　　　　 7月　　　　　　　　   累計

　  法 人 　    99 社    $ 　82,080

　  個 人  　  152 名    $    5,520

　  準会員  　  12 名    $      240

　  合 計　　            $   87,840

Ⅲ．総領事館より　　　　　　　                       　　　松村首席領事
（１)総領事館及び、日系人会主催による剣玉選手権王座決定戦のご案内が
　　 あった。
（２)グアム衛生局より、はしか予防接種についての打診があり、今後の対応
　　 について領事館、日本人会総務、渉外広報部とのミーティングを行った。
（３)グアム・コミュニティー・カレッジ（GCC）におけるAppreciation Night 
　　 のご紹介があった。

書記  福本　幹也
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2014年8月28日　13：30 〜 

ITCビル2階　日本人会　会議室

( 理事 )14 名 ( 監事 ) 2 名　傍聴 2 名 : 総領事、 事務局　 欠席 （理事） 5 名

第5回定例理事会議事録

Ⅰ．前回議事録承認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  福本総務副部長
    異議なく承認された。
Ⅱ．各部報告
 １．教育部                           　福本総務・会計・渉外広報部副部長
（１）学校より
【報告事項・承認事項】
 ①日本人学校より　　―報告資料参照―
　・8月の在籍人数　小学部46名／中学部12名　計58名　
　　4名減（現地校編入1名、日本帰国3名）
　・8月25日　2学期始業式
　・8月26日　校内作品展（夏休み自由研究の展示）
　・9月9日　　学習参観・懇談会　英語プレゼンテーション
　・9月18日～19日　小学部4・5年生対象宿泊学習（レオパレスリゾート）
　・9月29日～30日　中学部中間テスト
　②幼稚部　　　　－報告資料参照－
　・在籍人数は16名で変更なし。
　・8月の予定　25日　2学期始業式　／　27日　避難訓練
　・9月の予定　9日　保育参観　／　12日　園外保育（濱本ガーデンズ）　
　③補習校　　　　－報告資料－
　・8月9日付けの児童生徒数　プリスクール　4名／小学部82名／中学部26名　 
　　計112名　　日本語会話　／　　計10名
　　国語受講者は前月より2名増だが、算数受講者は2名減となっている。
　・8月9日より2学期開始
　④事務局　　　　－報告資料－
　・図書室、職員室間の屋根が雨漏りの為天井が腐食しており放置しておくと
　　朽ちた木材が落下する可能性があり修理を必要をしている。安全性を考慮
　　し見積もりを入手してから着手することが承認された。
　・2015年１月よりグアムの最低賃金が7ドル25セントから8ドル25セントに変
　　更となることから対象となる職員は法律に従うこととし、その他の職員は
　　公平さを維持する案を作成し今後の検討課題とする。
　・全日制、幼稚部、補習校の教員を募集中。募集の基準として各都道府県教
　　育委員会発行の教育職員免許状を取得していること。ホームページや財団
　　を通じて募集をし随時対応をする。
（２）ＰＴＡ・・・・両校ＰＴＡ会長欠席のため報告・・・なし
（３）総領事館より
　　ミクロネシア諸島で麻疹が流行しているため注　意喚起がされた。保健所
　　より予防接種の一般通知が公表され次第、在留邦人にはメールで予防接種
　　開催通知を出すようにする。
（４）副理事長より
　①本間校長は病気療養のため退職帰国した。後任が決まるまでの間、片桐先
　　生が校長代行を務める。平日の算数・数学は江間先生、中３国語はナイ先
　　生を代理講師として臨時採用した。
　②パブリックスクールバス利用に関して－グアム政府との面談報告書参照－
　　日本人学校のスクールバス老朽化対応策としてパブリックスクールバス利
　　用が選択肢の一つとしてあったため、ＤＰＷ（Department of Public 
　　Works）の責任者と面談をした。時間内の利用であれば費用がかからないた
　　め検討の余地はあるが、早朝のピックアップの時間や日本人学校のカリ
　　キュラム、年間スケジュ―ル等の違いがあるため、学校側との調整も必要
　　となってくる。グアム政府のバス利用を視野にいれるのであればＤＰＷに
　　児童生徒の住所一覧を先方に渡す必要があり、現実化するようであれば来
　　年度４月からを目処に検討を開始したい。
　　尚、新規にスクールバスを購入するとなると15万ドル以上は掛かるとのこと。
　③体育館一般利用について
　　「グアム日本人学校体育館開放に関する規則」は8月24日付で承認された。
　　下記、概略を参照
　　【開放時間】　平日　17：30～21：00
　　　　　　　　　土・日、祭日、長期休業期間　8：00～19：00
　　【利用料】　　＄10/１時間
　　【利用対象者】日本人会会員、もしくは会員企業の家族
　　【遵守事項】　-下記8項目を参照－　　　　　　
　　　・利用の承認を受けた目的以外（営利目的等）に利用しないこと
　　　・近隣の住宅に迷惑になる行為をしないこと
　　　・体育館以外に立ち入らないこと
　　　・利用時間（準備及び後片付けに要する時間を含）を厳守する
　　  ・付属設備は、利用を認められた者のみ利用し、利用後は必ず所定の位置
　　　　に戻すこと
　　　・利用後は清掃を行うこと
　　　・喫煙及び飲酒を行わないこと
　　　・火気を使用しないこと
　　【問合せ】日本人学校事務局
　　　日本人会会報誌「ラッテ」にて日本人学校体育館開放について声明する
　　　予定
（５）理事長より
　①日本人学校体育館建設銀行ローン返済のためのファンドレーシングの一つ
　　として秋祭りがあり、日本人会員企業よりスポンサーに協力のお願いをし
　　ている。
　②優先課題事項２点
　・日本人会会計収支の改善
　・支援委員会を立ち上げ会費の値上げもしくはコスト削減のために事務局移
　　転も視野にいれながら検討する。
　・体育館銀行ローンの返済計画年間61,000ドルの支出が発生するため、独自
　　の返済計画の設立が必要。

２．文化部　    　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 西平部長
　 【文化部ミーティング】
　　日時、場所：8月15日(金)7:00PM、ワールドカフェ(フィエスタリゾート内）、
    出席者：槇平、山本、西平、佐藤、前回議事録（7月15日）
    異議なく承認
　　（報告事項）

３．青年・商工部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮後部長

（１）

（２）

（１）
（２）

（３)

（４)

（５)
（６)

（７)

（８)

（９)

（10)

（11)

ハロウィーンパレード、パーティー
10月25日（土）場所：フェスタリゾート開催について
・当日文化部メンバーは3：30PM集合
・昨年度参加人数－74人、チケット購入内訳、前売り－68人、当日－6  
　人に付き今年の目標は80人。
・昨年度チケット売り上げ収入－$1,320、ラッフル売上－$451、寄付金
　－$400、合計：$2,171、昨年度支出－$1,230.71、収支－$940.29と
　なったが、今年の収益目標は、$1,000とする。
・昨年度は景品の寄付が、15社くらいで少なかった為、今年は文化部全
　員一丸となり、昨年以上の寄付を募りたい。日本人会理事のメンバー
　は極力協力を要請したい。
・文化部担当者はすでに妖怪ダンス等の練習中にて、準備は万端である。
アート＆クラフト・フェア
来年3月開催の会場を例年通りホテル日航を予定。

8月21日に青年・商工部会を開催した。
各開始時間は2:00PMからチケット・食品・ドリンク、3:00PMからゲー
ム・水物・物販、5:00PMからステージ開幕とする。
秋祭りチケット関係：寄付チケットに関しては色を変えずチケット番号
を記録して管理する。8:00PMより一枚売りを販売開始する。プログラム
英語版を販売ブースに置き、お客様に配るよう周知徹底させる。当日の
Deposit方法とクレジットカード使用に関しては協議中である。
秋祭りスポンサー・許認可関係：情宣効果を高めるため9月中にはスポン
サーを確定させる。9月号のラッテに獲得スポンサーの中間報告の掲載を
行う。
秋祭りドリンク関係：8月26日に各飲料協賛会社へと訪問を実施予定。
秋祭り食品関係：7月23日に食品関係の説明会をグアムリーフホテルにて
開催した。現在15社の参加を見込んでおり、2社が保留中である。8月末
には締切り、ブースの数を決定させる。
秋祭り物販・水物・ゲーム関係：8月12日に関係理事・アドバイザーと第
一回打ち合わせを実施。日本の業者への注文は完了し、9月中にグアムへ
と納品予定である。
秋祭り企画・進行・内外部団体・報道関係：内外部団体を締め切った。
本年度は外部7団体、グアム島内4団体が参加する。本年度はステージと
フィールド(やぐら・出店)に分けて演出を行う。国歌斉唱は例年通り実
施する。ステージでの優秀ポスター表彰式は実施しない。司会に関して
は9月号ラッテにて募集掲載する。
秋祭り設営・運搬車両・交通・警備関係：本年度は旧グレイハウンド・
レーシングパークを駐車場として検討している。現在オーナー側の最終
確認待ちである。交通誘導・運搬車両に関しては本年度もバス会社にご
協力を依頼する予定である。警備に関しては昨年同様セキュリティー
テックへと依頼する。
学生ボランティア：本年度もGCCとJFKの2校に学生ボランティアを依頼し
た。既にご協力の承諾は頂いており、9月中には双方の担当先生と打ち合
わせを行い、今後詳細を詰めていく予定である。
8月29日(金)2:00PMよりグアムリーフホテル　ビーチタワー18階　シガー
ルームにて第2回秋祭り説明会を実施する。
2014年度秋祭り予算案が提示された。
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日本人会の財務状況について【その2】

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】

東京マート　9月セール情報

※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。

東京マートのセール情報はフェイスブックで  
https://www.facebook.com/home.php#!/TokyoMart.SPE 

さて9月のセールでございますが、
グアム初上陸？ブレアーズ　チリソース試食販売
(世界一辛い唐辛子を使ったチリソース）
ハーゲンダッツアイスクリームセール

皆様のご来店、従業員共々お待ち申し上げております。
を企画しております。

月～土　10：00am ～8：00pm  日 10：00am ～6:00pm  

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。
8月はトロピカルストーム、日本の台風の影響で荷物が遅れま
してご迷惑をおかけいたしました。8月中旬に入ってきた輸入
雑貨ではイギリス製のTubtrugs(プラスティック製のバケツ)
がお子様のお片づけ用に最適と好評をいただいております。

　「ラッテ」8月号で掲載いたしました。日本人会の財務

状況についての守屋会長から提言を踏まえ、今月は過去5

ヵ年の推移を具体的な数値をもってご説明いたします。

　日本人会（以下、当会）の財務状況は、昨年度から非

常に厳しい状況に陥っております（別表参照）。当会の

収支構造は、次の2つに大別されます。

　①会費収入と維持費支出

　②各種イベント（秋祭り、チャリティゴルフ等々）に

　　伴う活動---収入およびこれらに関わる寄付収入と活

　　動費・寄付支出

　昨年度実績で見ますと、①については、会費収入111千

ドルに対して、維持費が129千ドルで、ここで生じた赤字

は、②のうち秋祭りからの剰余金などで補填することと

し、辛うじて日本人会収支を黒字化しました。

　本年度予算では、①については、会費収入は111千ド

ル、維持費は122千ドルとなっております。維持費122千

ドルのうち家賃関連で47千ドルとなっています。これに

人件費（52千ドル）、通信・事務諸経費（15千ドル）、

会計・法務等諸費用0.8万ドルなどの経費を加えますと、

①で11千ドルの赤字となり、本年度についても、秋祭り

からの剰余金をこれに充当せざるを得ない状況です。

　①について、2年連続で赤字となる背景には、昨年度か

ら新たに発生したITCビル共益費（本年度予算では15千ド

ルを計上）の負担があります。

　この結果、新たなイベントの主催や、ローカル・コミ

ュニティとの交流の拡大といった、日本人会設立目的実

現に向けた新規取り組みのための資金が全く捻出できな

い状態です。

　今後の当会の事業継続の安定化に向けた方策について

理事会で検討しておりますが、10月号においてその選択

肢を会員各位にご提示いたしますので、ご意見をいただ

きたいと思います。宜しくお願いします。

事務局ライブラリーからのお願い！
　会員の皆様にはいつも貴重な図書を
寄付していただきまして有難うござ
います。
　おかげさまで事務局ライブラリー
の内容も充実し、ご利用の会員の
皆様にも喜んでいただいておりますが、
昨今、本の数が増え超過状態になり、
保管場所に大変困っています。誠に申し訳
ございませんが、しばらくの間、図書の寄付
は新刊に限らせいただきます。
　ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

日本人会事務局

事務局ライブラリー便り

【グアム日本人会 収支推移】

会員数
（人）

収支
（千＄）

2009　2010　2011   2012  2013　2014

総務会計渉外広報部
※　年度別数値：2013年度までは実績、2014年度は予算と
　　なっております。

年度（※）

法人会員

個人会員

準会員

会員収入

活動収入

寄付収入

その他収入

収入計

活動費

維持費

寄付支出

その他支出

支出計

収　支

121

238

25

110

161

16

3

290

189

97

6

1

293

（3）

120

246

30

112

195

18

3

328

212

101

7

1

321

7

128

250

32

114

211

18

4

327

222

102

9

2

335

12

122

241

21

112

216

24

2

354

221

104

25

1

351

3

129

208

25

111

207

16

6

340

189

129

15

3

336

4

129

208

25

111

212

-----

6

329

179

122

48

1

350

（21）
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■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。

日本人学校体育館を利用してみませんか？
　　昨年度完成いたしました日本人学校体育館を利用して社
内スポーツ大会（例：バレーボールやドッジボール大会）
や各スポーツサークル等で楽しんでみてはいかがですか？
＜体育館を利用するにはどうしたらいいの？＞
日本人学校事務局にて「体育館利用登録」を行って下さ
い。無事登録が済み許可が出ればすぐにご利用いただけま
す。利用するにあたり、其のつど『体育館利用申請書』を
提出していただきます。体育館の使用料は1時間10ドルで
す。使用料の一部は体育館建設返済資金に当てます。

＜体育館利用に当たってのおもな注意事項＞
以下の事項をお守りください。
　①

　②

　③
　④
　⑤
　⑥

　⑦　
　⑧　
　⑨　
　※詳しいお問い合わせは日本人学校事務局までご連絡下
　　さい。734-8024/25

日本人学校体育館ご利用のご案内

　＜体育館を利用されているクラブのご紹介＞
新しい体育館でバトミントンをエンジョイ！！
　グアム日本人会のみなさん、こんにちは。グアムバドミ
ントンクラブ“フジヤマ”です。6月末から、グアム日本人
学校の体育館をお借りして活動を開始しました。これまで
デデドのスポーツコンプレックスで行われているローカル
チームの練習に加わっていた私たちが、日本人学校の体育
館完成の知らせを聞き、日本人中心のバドミントンチーム
を立ち上げようと思い立ったのがきっかけでした。グアム
日本人会と日本人学校の多大な協力により、毎週水曜日の
午後6時半から9時頃まで練習を行っています。最近初めて
ラケットを持った初心者から経験者まで、女子高生からお
じさんまで、様々な人が、上手くなって試合で勝つため、
健康のためにと思い思いに練習をしています。
みなさんも、参加しませんか！
　詳しくは、中村(686-6446）、中根(689-8248）もしくは
guamjapanesebad2014@gmail.comまで。または毎週水曜
日午後6時半に、日本人学校体育館へ直接お越しください。
ラケット、シャトルは準備しています。運動しやすい服
装、滑りにくい体育館用シューズ、タオル、飲み物を持っ
てお越しください。体験入部もお待ちしています。まずは
一度来てみてください。
　また9月から、活動の幅を広げて、初心者の方にも気軽に
バドミントンを楽しんでもらえるように、初心者＆超初心
者バドミントン教室を開催したいと考えています。ラケッ
トの持ち方から、経験者が丁寧に教える予定です。毎週土
曜日を計画しています。詳細が決まり次第、日本人会にも
広告を出す予定ですが、興味のある方はご連絡下さい。

グアムバトミントンクラブ“フジヤマ”

体育館利用の承認を受けた目的以外に利用しないで下
さい。
利用時の不注意により体育館施設、または付属設備を
損傷し、又は消失したときは速やかに学校に届け出て
下さい。
近隣の住民に迷惑になる行為はしないで下さい。
体育館以外に立ち入らないで下さい。
利用時間を厳守して下さい。
付属設備は利用を認められたもののみ利用し、利用後
は必ず所定の位置に戻して下さい。
利用後は清掃を行い、消灯、施錠して下さい。
喫煙及び飲酒を行わないで下さい。
火気は使用しないで下さい。



2014年9月 第5号 2014年9月15日 発行5日本人会渉外広報部

【グアムでの釣り】 
  
　 皆様は、日本の
魚とグアムの魚の違
いはご存知でしょう
か。日本での、川の
魚と海の魚ぐらい、
日本とグアムでは、
同じ海の魚でも違い
ます日本が川の魚だ
ったら、グアムは海
の魚です、そうグア

【グアムの魚　：タタガ】

　英名「Unicorn fish」、
チャモロ語「Tataga'」、
和名「テングハギ」。
名前からも分かる様に、
一番特徴的なのがその
角。グアムでは釣りや
スピアフィッシング(素

グアムでの釣りと魚

ムの魚は、ストロングなのです。
　私の釣りは、同じ場所から3本の竿を出し、大物を狙い
ます。釣りの時間は、午後4時ごろから、次の日の午前7時
迄の一昼夜です。通常ですと、午後5時頃に一発、”ガガ
ーン”ジジイーと竿とリールが唸りを上げ10mぐらい、引
っ張られます、この時に、重要なのが、竿を竿立てに立て
たままで、一気に竿を目一杯起こし、魚の強靭な口に針を
食い込ませるのが、コツなのですが、何時も虚をつかれま
すので、焦って、この動作を忘れるのです。この動作を忘
れると、魚の命がけのファイトに負けて、上げる事は出来
ません。同じ日に2回、3回と”ガガーン”ジジイーとやら
れますと、1匹ぐらいは大物をこの手に持つ事が出来るの
がグアムの釣りです。
　さて、重要な仕掛ですが、竿は、強靭な、カーボン仕様(
約3m)、リールはペンの7500シリーズ、ラインはスパイダ
ーの80ポンド、重りは、日本製遠投仕様(30号)、重りから
針までの”さがり”は、ステンレスワイヤー56kgと39kgと
ソフトワイヤー20パウンドの3連装ですが、この繋ぎに
は、それぞれ、サルカンにて繋いでいます、針は、ライブ
仕様の1/0です。
　この仕掛けのスタイルは、釣り暦、48年の成せる技と自
負しております。
因みに、私の此れまでのGuamでの釣果は：
＊GT(ヒラアジ系)：1m級1匹、80cm級2匹、70cm級3匹、
　60cm級2匹。
　料理は、刺身、焼き物、から揚げで三杯酢。
＊笛吹きダイ：60cmから70cm級15匹以上、30cm級数えき
　れない。
　料理は、刺身(グアムで一番)、煮つけ、から揚げで三杯
　酢何でも美味しいです。
＊姫フエダイ：30cmから50cm級30匹以上。
　料理は、刺身、煮つけ、から揚げで三杯酢。
＊赤ダイ(名前不明)：60cm級3匹
　料理は、蒸し焼き。
＊ヨコシマダイ：50cm級3匹。
　料理は、刺身。
＊マフテ：20cm級数えきれない。
　料理は、煮つけ、から揚げで三杯酢。
＊サメ：50cmから2mまで色々です。
　小魚の為に、〆て海中へ(一説には、揚げ物とか)
＊その他、南洋の魚です。
　それでは、最後に、皆さんが魚釣りに行かれるような事
がありましたら、くれぐれも、安全対策を十分に行って、
海難事故に逢われないように、グアムの釣りを、安全に楽
しんで戴ける事を願っています。
                                          　　　　　　　立花　留善

潜り漁)の対象として、大変人気な魚。藻類を主食とし、

体長は６０cm程にもなるが、小さな口をしているため釣

りで狙う場合は小さい針を使う必要がある。しかし口元

が頑丈な為、刺さりの良い細い針が適している反面、引

きは力強く、糸を切ったり針を伸ばしたりと釣り人泣か

せな魚である。リーフの沖合、水深２メートル程の浅い

場所から、３０メートル以上の水深でも多く見かけら

れ、スピアフィッシングのター ゲットとしても価値のあ

る好敵手である。１匹での単独行動は滅多に無く、２、

３匹から、運が良ければ大きな個体が１００匹以上の群

れを成して泳いでいる場面にも遭遇する。スクーバダイ

ビングをされる方はそのような群れに出くわす事も稀に

あるのではないだろうか。

　日中のスピアフィッシングの場合、決して簡単に捕れ

る魚ではなく、まず、魚が周辺にいてもなかなかスピア

フィッシャーマンの射程範囲まで入ってきてくれない。

スピアフィッシングの一番難しい所は「可能な限り息を

止め続けなくてはならないこと」だが、初心者の場合は

魚との距離が一向に縮まらず、息が続かず何も出来ない

まま浮上することが多い。水深は様々だが、グアムの熟

練スピアフィッシャーマンは海底まで潜り、息を止めた

まま魚が近づくのを「じっ．．．」と待つ。コツは、

「魚を追わない事」「体を動かさない事」「物陰に隠れ

る事」そして「魚と極力目を合わさない事」。そうした

状態で海底で待っていると、興味を持った先頭の一匹

が 、後ろの群れも一緒に引き連れて、「ヌー ーッ」と近

づいて来る。そこで一揆にスピアを撃つ、大物を仕留め

た達成感と息苦しさからの開放も求め一揆に浮上。「や

ったぜ～！！」の一言。

　タタガはチャモロ人の大好物でBBQで焼いて大変美味し

いお魚です。皮が紙やすりのように硬いのでホイル代わ

りになります。グリルの上にヤシの枝を細く裂いたもの

を置き、その上にのせてじっくり焼いていきます。焼き

あがった魚はフィナデニソースにつけて食べますが、こ

のフィナデニソースはお肉用とお魚用では異なり、魚用

にはケーンビニガー（サトウキビ酢）又はテュバビニガ

ー（ヤシ酢）を使います。タマネギのスライス、ホット

ペッパー（ドニー：唐辛子）、塩少々を加え味を調えま

す。醤油は入れません。チャモロ人は焼き上がったタタ

ガのお腹の中の海藻をフィナデニソースに加えて食べま

す。これがまた美味！！。是非BBQをする際はタタガをプ

ラスしてみて下さい。

YOO！HEY！＆BIG婆ぁ～婆
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お餅つき大会

8〜17時(月•火•水•金)
8〜15時半(土)
お休み(木•日)

台風に備えよう！

port@guam.net

　大きな台風がグアムを直撃しなくなって久しいですが、

近頃トロピカル・ストームの相次ぐ接近で緊張感が高まっ

てきました。

　このへんで、忘れかけていた台風への備えを復習してみ

ましょう。

　一般に風速が39mph～73mphで「Tropical Storm」、

74mphを超えると「 Typhoon 」と呼び名が変わります。

　コンディション・オブ・レディネス（COR）は風の強さ

と到達時間によって設定されます。学校や政府機関の閉鎖

については状況を見てグアム政府からラジオなどを通して

発表されます。

　台風は地震とは違い、到達までに準備する時間がありま

すので、状況に応じた備えをするよう心がけましょう。

＊COR3・・・48時間以内に強風（39mph以上）域が到達

・家族の避難計画の確認。

・必要なものをそろえる。

（懐中電灯、乾電池、飲料水、非常食、ポータブルコン 

　ロ、ミニボンベなど）

・乳幼児がいる場合にはオムツ、ミルク、ベビーフード、

　ウェットティッシュなど多めに準備する。

・救急箱と常備薬の確認。（絆創膏、傷薬、消毒用アルコ

　ールなど）

・車のガソリンを満タンにする。

・発電機を点検し、燃料を入れておく。

・洗濯する。（長期停電、断水に備えて）

・屋外にある飛んでいきそうなものを固定するか家の中に

　入れる。

＊COR2・・・24時間以内に強風域が到達

・台風シャッターを閉める。シャッターが無い場合は、窓

　ガラスにガムテープを貼りカーテンを閉めておく。

・バスタブやバケツなどに水をためる。

・車を安全な場所に移動する。

・妊娠38週以降またはハイリスクの妊婦はGMHへ。

・家が安全でない場合は指定の台風シェルターに移動す

　る。

・シャワーを浴びておく。

・雨が吹き込むのを防ぐため、ドアや窓の隙間に古タオル

　などを詰めておく。

＊COR1・・・12時間以内に強風域が到達

・テレビやラジオをつけ、情報を収集する。

・家の中（安全な場所）で静かに台風が過ぎるのを待つ。

・停電になったらエアコンやコンロなどのスイッチを切　

　り、通電したときショートしないようにしておく。

・風雨による屋内の圧力を逃がす為に、風下にあたる窓を

　少し開けておく。

　もしも、風が強くて窓ガラスがしなっても手で押えよう

　としてはいけません。

　万が一、窓ガラスが割れたら窓の無い狭い部屋（トイレ

　や浴室）に避難しましょう。

　台風の目に入ると一時的に風が止みますが、すぐに逆の

　風が吹き始めるので油断して外に出ないようにしましょ

　う。

　台風通過後はいろいろなものが落ちていたり、電線が切

　れている所などもあるので十分気をつけてください。

　台風の進路や状況などは下記のサイトをご覧ください。

　National Weather Service Forecast Office
   www.prh.noaa.gov/guam/

　Joint Typhoon Warning Center
   www.usno.navy.mil/JTWC/

　Guam Homeland Security / Office of Civil Defense
   ghs.guam.gov
編集委員　M.T
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グアム補習授業校から グアム日本人学校幼稚部から

　補習授業校は８月９日に第２学期の始業式を行い、長い

２学期が始まりました。１学期は現地校の夏休みに合わせ

ているので授業の期間が７８日間（授業日数１２日間）と

短かったのですが、２学期は授業期間１３４日間（授業日

数２０日間）と、とても長いです。

　この長い２学期も、しっかりと学習に取り組み、日本語

の力を少しでもつけさせたいと考えています。

また、補習授業校は塾ではなく「学校」ですので、授業だ

けではなく様々な行事も行っています（全日制ほど多くは

ありませんが）。２学期は、授業参観、音読発表会、日本

人会秋祭り参加、漢字大会、日本文化体験活動などの行事

を予定しています。特に、「日本文化体験活動」について

は、昨年度は「もちつき」や日本の伝統的な遊び（こま回

し、ゴム飛び、ビー玉、お手玉など１０種類）や自分たち

で作ったかるたを使って「ジャンボかるたとり」を体験し

ましたが、今年はどんな体験活動をやるか計画を練ってい

るところです。

　行事というのは実施するまで大変な思いをすることが多

いですが、子どもたちの学校生活に変化と潤いをもたらす

ということで、とても大事なことだと思います。

ところで、こうした行事を行う上で絶対に欠かせないの

が、ＰＴＡの皆さんの協力です。特に、「日本文化体験活

動」や「スポーツ大会」などは企画から運営まで、ＰＴＡ

の皆さんの協力なしに実施することは不可能です。

　これまで、ＰＴＡの皆さんには「子どもたちのため」と

いうことで、学校のさまざまな行事でもご協力いただいて

きました。これからも、ＰＴＡの皆さんのご協力をいただ

いて一つ一つの行事が子どもたちにとって楽しく、ために

なるものにしていきたいと考えています。 【訂正】
☆P34　SAWAYAKA PLUS GUAM, INC　
　　　＜サワヤカ　プラス　グアム　インク＞
　　　　大磯英明　→　大礒英明
☆P14    GUAM TOURIST CLINIC 
　　   ＜日本旅行者クリニック＞
及び　P59 
　　 　＜日本人医師及び日本語が多少わかる医師＞
　　　　大磯明雄　→　大礒明雄

【追記】
☆p59　家庭医学（Family Medicare）宮城　嗣真
　　　  Dr. Shishin Miyagi MD・・646‐8881　
　　　（Guam SDA Clinic）　　　　　　　　　　　　　
　　　　 
【社名変更】
☆P26  （旧）NIPPONKOA INSURANCE CO .,LTD　
　　　　　　＜ 日本興亜損害保険会社＞
　　　 （新）SOMPON JAPANNIPPONKOA INSURANCE INC.
　　　　　　＜損害保険ジャパン日本興亜株式会社＞　　
【人事往来】
☆NIPPON TRAVEL AGENCY MICRONESIA,INC.
   ＜米国法人　日本旅行ミクロネシア＞
   金杉　雅宜〔代表取締役社長〕→　帰任
   津名　昌朗〔代表取締役社長〕→　着任

日本人会名簿　訂正・追記とお詫び

　今年度の日本人会名簿の中で下記の訂正がございました
のでお詫び申し上げます。

グアム日本人学校　幼稚部
新入園児申し込み受付のお知らせ

　グアム日本人学校幼稚部では、平成27年度（201５年
度）の新入園児の申し込みを受け付けております。
　学校事務室にて書類を用意しております。ご記入の上、
お申し込み下さい。

対象：幼稚部　年中
　

2010年4月2日〜2011年4月1日の間に生まれたお子様

対象：幼稚部　年長
　

2009年4月2日〜2010年4月1日の間に生まれたお子様

申し込み場所：日本人学校　事務室

　現在、補習授業校の校長（全日制幼稚部園長）を務めさ

せていただいている私、本間　勲ですが、体調を壊し８月

１２日に帰国して検査入院をすることになりました。

　大好きなグアムですので、早く病気を治し、できること

なら職務に復帰できればと思っています。

補習授業校　校長　本間　勲

＊――――＊――――＊――――＊――――＊
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グアムに来られて
どのくらいになり
ますか？
事務所立ち上げか
らですから4年に
なります。アフリ
カに11ヶ月ほどい
たのを除けば、海
外赴任というのは
初めてです。最初
は自分で事務所を
探して、査証を取
るところから始め
たので、いろいろ
大変でした。
グアムに住んでみ
てどうですか？　
ご家族は一緒にい
ら し て る ん で す
ね？

Vol.103「今月の顔」 中村　一樹さん
　日本人会青年・商
工部理事の中村一樹
さんに、インタビュ
ーいたしました！ 

推察するに、他にもいろいろな資格をお持ちなのでは？
今持っている資格ですが・・・（※左下記参照）。他
にもまだあったかもしれません。コンサルタントは資
格が命で、国土交通省や米軍など公的機関の仕事を請
け負うときは特に、これだけの資格を持っていますと
アピールしなければなりません。いつも試験勉強をし
ていて、今は10月に米国Professional Engineerの試験合格
を目指して勉強中です。
それにしても、たくさん資格をお持ちですが、一つだ
け、総合旅行業務取扱管理者という毛色の変わった資
格がありますね？
それは趣味で取りました（笑）。
そういえば、学生時代は旅行がお好きだったとか？
子供の頃パイロットとかになりたかったんです。中
学・高校時代はJALの国際線の時刻表で、南回りがある
時代でして、それを見て「パキスタンのカラチかあ」
とかワクワクしていたのを覚えてます。何カ所か寄港
してヨーロッパまで飛んでいく飛行機があるのを見る
と、乗ってみたいなあと。当然、アンカレッジ経由欧
州線もありましたから、北回りと南回りの両方飛んで
るのを見ると、時刻表がもの凄く面白くて。当時は国
際線の時刻表なんて、そのあたりには置いてないの
で、町の旅行社に行って一号前の古いのをもらって来
てました。
古いのでないとくれなかったということですか？
思い切り中学・高校の制服で行きましたから、明らか
にお客さんじゃないですよね（笑）。そしてその時刻
表などを使って、中学時代に授業時間内に行うクラブ
活動で確か「紙上旅行部」と言うのがあって、時間内
でどこへ行くとか計画を立てるんです。そんなことを
やっていました。
その旅行好きな少年がなぜ今の仕事に？
あまり深く考えずに大学進学は工学部を選んで、フラ
イトエンジニア（航空機関士）や整備士になれるかな
あと考えていました。その後４年生になって就職を考
えた時に、航空会社に電話をかけました。そうする
と、「受験出来るけど指定学科以外は相当厳しいです
よ」と言われ、そんなもんかと大学院行きを決意。大
学院では、研究で世界各国を飛び回っていた所属研究
室の教授のかばん持ちで初のアメリカへ。、これだと
思って、学生時代勉強したことを活かせることがで
き、世界を飛び回れそうな今の会社に入りました。結
構海外の出張があり、海外事務所もあって、希望すれ
ばそこに勤められるということで選びました。そこで
入社早々、海外に出たいというのを人事にアピールし
たら、約15年後「そう言えば君は希望してたね」とこ
こに来た訳です。
時刻表と聞いたので、鉄道研究会のような感じかなと
思ってましたが、飛行機でしたか。
ええ、完全に飛行機です。

Q :

A：

Q :

A：

Q :
A：

Q :
A：

Q :

A：

※中村さんの資格一覧
【日本】○技術士　建設部門-道路○技術士　総合技術監理部門-建設・道
路○一級土木施工管理技士○コンクリート診断士○シビルコンサルティン
グマネージャ　鋼構造及びコンクリート○シビルコンサルティングマネー
ジャ　道路○総合旅行業務取扱管理者（旧一般旅行取扱主任者）
【APEC】APEC Engineer - Civil Engineer【米国】Engineer-Intern

Q :
A：

Q :

A：
Q :
A：

Q :
A：

Q :
A：

Q :

A：

日本に近いのが違和感を感じさせませんよね。ちょこ
ちょこ出張もありますし。あんまり遠いところに来た
という感覚はないです。家族は妻と6歳の娘が一人い
て、私から半年ほど遅れてグアムに来ました。娘は最
初タムニングにあるLBJ Elementary SchoolのプレＫ（4
歳児クラス）に入って、そのままそこにいます。もう
少ししたら、現地の私立か日本人学校に移らねばなら
ないなあと考えているところです。
お休みの日は何をされているのでしょうか？
グアムをEnjoyするために、たまにホテルのプールやレ
ストランで昼夕食をとったりすることが多いですね。
お仕事の内容を教えて下さい。
Engineeringという職種で、地球に関わる仕事という
か、地盤の調査の仕事です。建物を作る際に建設業者
から依頼されて地盤の調査をすることもあれば、建物
のオーナーから依頼されて地盤に関して建設業者の管
理をすることもあります。日本の本社の方では、震災
などが起こった際の地盤調査や復興に向けての提案な
どの仕事もしています。グアムではこういう地盤関係
の仕事をしている会社は３社しかないんです。
学生時代から、今の仕事に関するような勉強をされて
いたのでしょうか？
資源エネルギーや鉱山に関する勉強をして、大学院で
は土木（建設）工学をやりました。
工学博士の資格もお持ちなんですね？
大学院を出て働き出してから、NEXCO（旧日本道路公
団）が持っている全国のトンネル1100本について工学
的・経済的な観点にお客様の満足度なども取り入れて
補修の順番を付けるという仕事をしていて、その研究
テーマで論文を書き、学会で発表しました。それが大
学の先生の目に留まり、最終的に論文に仕上げたこと
で博士号を頂きました。

　中村さんの趣味が、お話を伺う私のツボに完全にハマっ
てしまい、ここから二人で昔の南回り欧州線などのレトロ
な話で盛り上がってしまいました。最初の寄港地は香港だ
ったかバンコクだったか、国内はどこか止まらなかった
か、機材は確かDC-8だったか、乗務員は一度出発すると２
～３ 週 間 は 日 本 に 帰 っ て 来 ら れ な か っ た の で は と
か・・・。不覚にも完全にインタビューを忘れてしまいま
した。
　ただ、終始穏やかに話される中にも、中村さんが仕事や
趣味など好きなことに一生懸命打ち込んでおられる姿を感
じることが出来ました。中村さん、お忙しい中ありがとう
ございました。　　　　　　　 インタビュー：釜山　義彦

3年前、家族もグアムへ3年前、家族もグアムへ

グアムで好きな飛行機の操縦
に挑戦（中村＝写真左）

グアムで好きな飛行機の操縦
に挑戦（中村＝写真左）
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編集後記GPO けん玉大会開催

 ビーズ教室に参加させて頂きま
した。今回は、スクエアにカッ
トされた石と丸い小さな石をサ
イドに使った指輪の制作です。
まず、先生が素敵な女性で、ゴ
ールドとシルバーをミックスし
た、とても綺麗なセンスの良い
サンプルを用意されていまし
た。それを見た途端、作りた
い！という衝動が起こったので
すが・・・。それは先生だけで

　グアムに来て5回目の秋を迎える。

“秋の風物詩”をネットでググった

らランキングを発見。１位から

順に紅葉・サンマ・運動会・

クリ・文化祭・松茸・赤とんぼ・

サツマイモ・木枯らし・柿・・・。

何か子供のころの日本の原風景が頭に

よみがえって来る。さて、グアムの“秋”は？

ご存じの方も多いと思うが「赤とんぼ」。決まって９月

に入ると赤とんぼが飛び始める。特にアイランドクロス

ロードやタロフォフォのススキが多い場所に行くと、沢

山の赤とんぼが飛び交う。そして「フレームツリー」。

ローカルに話を聞くと年中オレンジの花を咲かせている

この木も、秋になると一段と濃いオレンジに変化し、ま

さに“真っ赤な秋の花”になるのだそう。若干風も涼し

くなりまさに季節の変わり目となる９月。グアムにもち

ゃんと秋があるんです。日頃見逃しがちなグアムの四

季。是非皆さんも何気なく見ているグアムの風景、五感

を研ぎ澄まして感じてみましょう。

　　　　　　　　　　因みに筆者の感じる秋は、某ホテ

　　　　　　　　　　ルの和食レストランで始まる“秋

　　　　　　　　　　の松茸フェア”メニュー。やっぱ

　　　　　　　　　　り日本人は“食の秋”。結構楽し

　　　　　　　　　　　みなんだなあ、毎年。

編集委員　田中　真行

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。

日本人会クラス活動潜入ルポ！

第2弾!  ～ビーズクラスに参加して～

はなかったのです。参加されている生徒さん達です。
「先生に見てもらおうと思って」「まだ作りかけなのだ
けれど」と持って来られた作品が、とても美しくてその
場がとても華やぎました。ピンクのパールがベースのネ
ックレス、黒いシルクのネクタイを縫い直して、ビーズ
でアレンジされたネックレス、等。ベテランの生徒さん
は、もはや、教わったことをベースにオリジナルを作れ
るそうです。一通り皆さんの作品を見せてもらい、指輪
の制作に一緒にとりかかりました。それぞれ手元に集中
しながらも、おしゃべりに花が咲き、出来上がった指輪
をお孫さんにプレゼントしたいというお話から、女の子
はもう３歳くらいからキラキラしたものに興味を持つこ
となど教えて頂きました。私が子供のころに知っていた
ビーズとは違い、キラキラと光るビーズは、同じものを
色違いで作って、本当に誰かにプレゼントしたくなるよ
うなものでした。家に帰り、早速親しい人に見せると、
同じのを作ってというリクエストが２件ありました。ビ
ーズの魅力を垣間見ました。

編集委員：京谷　由香
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