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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。

Guam
(671) 648-5350
Saipan
(670) 233-2554

Suite 200 Flame Tree Plaza 
540 Pale San Vitores Rd. 

Tumon Guam 96913
www.takagiinsurance.com

Home I Auto I Business I Bonding I Life

～保険のことならおまかせください～

TAKAGI & ASSOCIATES,INC.
Profrssional Insurance Consultants

port@guam.net

2013 年グアム日本人学校　体育館建設　スポンサーリスト 

PLATINUM
(プラチナ会員)
4社　1個人
$10000以上

　　
GOLD
(ゴールド会員)
7社
$5000以上

SILVER
(シルバー会員)
9社
$3000以上

・NS OKUHIRA STEEL CO.LTD

・OTO SHIHO 　（個人）

・P.H.R. KEN MICRONESIA, INC.

・PMT GUAM CORPORATION

・S.P.E. GUAM INC.(TOKYO MART)

　　
・BALDYGA GROUP,LLC GUAM  
　(SANDCASTLE)
・FIRST HAWAIIAN BANK
・KINDEN PACIFIC CORPORATION
・NANBO GUAM LTD. 
・NIPPO CORPORATION
・ONWARD BEACH RESORT
・R & C TOURS (GUAM) INC.
　　・BABA CORPORATION
・COCOS ISLAND RESORT
・FISH EYE MARINE PARK
・HOLIDAY TOURS MICRONESIA,
　(GUAM)INC.
・FLOWER HOUSE AYA
・LAM LAM TOURS &
　TRANSPORTATION
・TAKAGI & ASSOCIATES INC.
・TELL ME CLUB GUAM INC.
・TOKIO MARINE PACIFIC 　　  　
　INSURANCE LIMITED

2007年以降グアム日本人学校
の運営・改築(体育館含む）・維
持・管理目的の為に$500以上
ご寄附頂いた企業・個人の方々
のリスト名入れプレートなし 
$　900 
$　920 
$1,000 
$1,000 
$1,000 
$1,000 
$1,000 
$1,046 
$1,504 
$3,636 
$8,120 

DAVID　LEE　EVANS
氏家　正揮
井上　明
岩嶋　温子
シニアゴルフクラブ
髙木　まゆみ
新潟グアム親善交流協会
阪神桧山選手
コンチネンタル岡山支店
ZUMBA MADHAUZ
株式会社レオパレス２１
第 1 回資産管理推進本部
管理部業者会

BRONZE
(ブロンズ会員)
20社　7個人

$1000以上

・ASANUMA CORPORATION
・BANK OF HAWAII
・GUAM REEF HOTEL
・IT & E
・JCB INTERNATIONAL
　(MICRONESIA), LTD.
・KLOPPENBURG ENTERPRISES, INC.
・LEAP CORPORATION
・LEO PALACE GUAM CORPORATION
・MICROPAC INC.
・NIPPON TRAVEL AGENCY
・NIPPONKOA INSURANCE CO.,LTD
・NONAKA CORPORATION
・OBAYASHI CORPORATION
・OCEAN JET CLUB
・PACIFIC MODAIR CORPORATION
・SANKO ENTERPRISES, INC..
・SUMITOMO MITSUI 
　CONSTRUCTION CO. LTD.
・TROPICAL COLOR CENTER
・TENBATA GUAM, INC.
・TOSHO INC.
・TSUKUMO-KAI
・KUMAGAI HIDEYUKI　（個人）
・MORIYA ETSUO/ MASAKO （個人）
・SEKIGUCHI　YUJI （個人）
・SEKIGUCHI　TUYET H. （個人）
・その他　匿名希望者　計 2 名

　その他、日本人会主催のイベントでの
寄附や募金箱などに多くの個人や企業の
方からご寄附を頂戴しております。上記
リストからは割愛させていただきました
が、この場をお借りしてお礼申し上げま
す。皆様の温かいご好意は、体育館の建
設資金や維持管理に充てさせていただき
ます。引き続きご支援のほどお願いしま
す。2013年6月13日までの受領分で
す。 ※アルファベット順，敬称略

名入れプレート付基金にご寄附頂いたSPONSOR その他の寄附
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記念碑清掃をする児童生徒

　私は 3 年前にグアムに移動
してきました。主人の仕事の
関係上、アメリカと日本を行
ったり来たりの転勤生活を繰
り返しています。のんびりと
した南国生活をイメージして
いましたが、思いがけず日本
人会の理事に携わることで、

日本人会、グアムの思い出ありがとう！

私のグアム生活は一番思い出の詰まったものになりました。
　まず新しい土地に着くと友達探しはとても大切です。私
は日本やアメリカでスクラップブックのクラスを開いてい
て、グアムでの普及活動を含め、クラフト好きな仲間を捜
すべく、事務局の方々と色々なお話をさせてもらいました。
すると唐突に事務局の方から広報誌ラッテの「今月の顔」
のインタビューを申し込まれたのです。本当にビックリし
ましたがクラスの宣伝にも繋がると思い、無謀にもお受け
しました。それを皮切りに編集部員に加えて頂き（文章を
書くことは得意ではないのですが）、アートショーやクラ
フトフェアーに参加させて頂くなど、日本人会の行事に関
わって行くようになりました。
　２年目に理事への推薦のお話しを受け、悩みましたが、
残り１年のグアム生活にこれも良い経験かと思い「１年で
も良ければ」という条件で理事の仕事をお受けすることに
しました。しかし理事の仕事は予想に反しとても大変でし
た。特に文化部は女子会が始まるとほぼ毎月のように行事
があり、その中でも 10 月は最も忙しく、文化部主催のハ
ロウィンパーティー、走り出したばかりの女子会に加え、
4 年に１度開催される FAWA の国際大会が今年はグアムで
行われたため、3 つのイベントを同時に遂行しなければな
らないプレッシャーで、「これは最後まで勤まるかな？」
と何度も弱気になったものです。
　それでも FAWA 大会が始まるとアジア各国の女性団体、
日本からも多くの参加者が詰めかけ、その熱気に呑まれな
がら、グアムの女性団体と交流を深め、力を合わせながら
準備も含め約１週間、無事に大会をやり遂げることができ
ました。大会を終えたことの達成感もさることながら、こ
の大会からは女性の自立、教育の大切さなど、考えさせら
れることがたくさんあり、大変勉強になりました。そして
彼女達からもたくさんのパワーをもらい、モチベーション
を高められ、各国の女性が一丸となり問題解決に取り組む
女性活動に関心が湧いてきました。

P. O. Box 2980
Hagatna, Guam 96932

Tel: (671) 477-9754
FAX: (671) 477-2315
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新社屋への移転完了新社屋への移転完了

◎「オレたちバブル入行組」・「オレたち花のバブル組」
　　池井戸　潤　著
　巷で大ブームを起こしているドラマ「半沢直樹」の原作
本、「・・・・やられたらやり返す。泣き寝入りはしな
い。十倍返しだ。・・・・」（本文より）圧力に屈するこ

事務局ライブラリー便り

　文化部のお仕事では女子会を任せられ、毎月レストラン
の皆さまの寛大なご協力の基に、楽しい会を開かせて頂き、
女子会を通してたくさんの出会いや繋がりを作ることがで
きました。
　最後の女子会は、総領事の公邸で開かせて頂き、２０名
の方に参加して頂きました 。公邸の黒川シェフが、グア
ムの特産の野菜やフルーツを使った豪華なお料理をご用意
してくださり、総領事自らシャンペンを注いでくださるな
ど、公邸に訪問する機会などめったに無く、 とても楽しい
贅沢な時間を総領事と過ごさせて頂いたことも良い思い出
のひとつです。出会いは楽しいだけではなく、悲しいもの
もありました。グアムはおおらかで普段は安全な場所です
が、今年２月には観光客殺傷事件という痛ましい事件が起
こりました。メモリアルホスピタルに通訳のボランティア
が必要というメールを受け、とにもかくにも駆けつけまし
た。被害に遭われた方々が悲嘆を痛切に感じるなか、本当
にたくさんの日本人の方が徹夜で病院に詰めて、現地の方
も含め「何も出来ないけれど、寄り添うことで少しでもお
役に立てることがあれば」という 、 温かい思いやりの気持
ち、何よりも人の繋がりの大切さ、日本人の絆の尊さを実
感させられました。
　思い起こせば、どれもこれも貴重な体験でいっぱいです。
私は理事を退任してシンデレラの靴は脱ぎましたが、この
１年、理事の仕事を通して本当に人間的に成長させて頂き
ました。「人に会う機会は絶対に逃してはならない」を信
じて突っ走ってきましたが、確かに面倒で、嫌なこともあ
ります。でもそれ以上に、それだからこそ、やり遂げた後
の思い出や充実感は格別だと今は感じています。何より、
人との繋がりは財産です。日本人会の行事を通して沢山の
方々と会うことが出来ました。もっとたくさんの人に日本
人会の行事に参加して頂けたらなと思います。
最後に、寛大に受け入れてくださり本当にありがとうござ
いました。皆さまの素敵な笑顔を胸に抱いて、次の土地で
も新しいことに挑戦していきます！
　好きな言葉、「自分の歩んだ道に花の咲いた小道を残し
てゆこう」。日本人会の行事で私が関わったイベントのス
クラップブックを作成
しました。そこにはた
くさんの笑顔が詰まっ
ています。事務局の方
に残して行きますので、
ぜひご覧ください。
　日本人会の更なる発
展をお祈りいたします。

ポール香代子

となく逆境に立ち
向かっていく半沢
の姿は、世間で働
く様々な人々に元
気を与えます。ド
ラマをご覧になっ
た方もご覧になら
なかった方も、ぜ
ひご一読下さい。
 










