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グアム日本人会ニュース

Hall owee
n

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!

記

 日　時：2015年10月24日 (土）

　　　　18:30受付開始　19:00から21:00 (予定）

場　所：アウトリガーグアムリゾート

　　　 「Fort San Jose Ballroom」宴会場

ハロウィーンパレード & パーティー
2015のご案内

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。

大人(中学生•13歳以上)　　

小人(5～12歳)•シニア(65歳以上) 

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

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

お申込方法：

日本人会事務局 Tel : 646-8066
                           Email : jpclub@teleguam.net
受付期間：9月1日(月)から10月22日(木）

            　*水､土､日曜日休館 

その他：

日本人会事務局(ピアマリン１階)にてお申し

込みください。(*現金もしくは小切手のみ)

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。

10月22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。

第36回　秋祭りのご案内
日　程：2015年11月21日(土）
開　場：14時/ステージ16時～21時(閉場)
会　場：イパオ公園
　　  　(ガバナー ジョセフ フローレス メモリアルパーク)
チケット：10 枚（１ブックレット）＄10.00

【サイパン台風義捐金のお礼とご報告】

Trick or Treat!!今年も日本人会ハロウィン

パーティーが開催されます!仮装パレード､

コスチュームコンテストやゲーム､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

　ご協力ありがとうございました。
　10月1日､皆様にお預かりしました義捐金(総額4,000ドル)
をAmerican Red Crossを通じて､サイパンの台風被害にあわ
れた方々に送らせていただきました。義捐金をいただきま
した皆様､本当にありがとうございました。
　当日は､清水総領事､高木会長､遠藤副会長､中村理事が､小
切手を持参して､American Red Crossグアム支部に伺いまし
た。偶然､American Red Crossサイパン支部の支部長がグア
ム来訪中で､そのサイパン支部長に直接渡すことができま
した。現地ではまだ停電が続いており､復旧までにまだ数
か月かかるだろうとのことで､いまだに厳しい生活を余儀
なくされているようでした。清水総領事から､｢本当に大変
でしょう。東北大震災の際は､サイパンのみなさんを含め
多くの人に助けられた､今回は我々が､お返しをする番で
す。｣と､お悔やみと感謝の言葉を添えていただきました。

総務部　中村　一樹
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第6回定例理事会議事録(未承認）

日　時：2015年（平成27年）9月17日　13:30～14:45
場　所：日本人会事務局　会議室（ピアマリーン1階）
出席者：理事17名（欠席理事1名：佐藤理事）
　　　　監事2名、領事館1名
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。】
１．承認事項
　・議事録（案）
　　第5回定例理事会議事録 (案)を承認した。
２．各部報告
　１）教育部（遠藤部長）
　・遠藤部長より、学校運営に関する報告が、9月10日に
　　行われたグアム日本人学校定例理事会議事録をもとに
　　行われた。
　・イベント関係報告と予定
　　JALによる航空教室は、子供ばかりでなく親も楽しめ
　　る内容で、大変好評であった。
　　9月12日に春風亭ぴっかりさんによる落語会を実施、
　　午前50名、午後80名ほど参加。大変好評だった。
　　10月4日：チャリティーゴルフコンペをレオパレスに
　　て開催予定。
　２）文化部（槇平理事）
　・日本人会親睦・交流会を、8月28日、リーフホテル
　　Waonで開催した。子供連れの参加も可能かという問
　　い合わせが多くあり、子供連れ参加歓迎とした結果、
　　5名の幼児を含む27名の参加となった。最近グアムに
　　来たばかりの参加者には、友達作り、情報交換のいい
　　場であった。第2回目の開催を計画する。
　・ハロウィンパーティー
　　10月24日アウトリガーホテルで開催予定。会費は昨
　　年同様。パレードをメインに検討。ラッフル景品の寄
　　付を募っている。各社においてはレターを出すので協
　　力頂きたい。
　・GCWC（Guam Council of Women’s Club)
　　9月1日定例ミーティングに槇平理事、谷本理事が参
　　加した。
　３）青年部（目黒部長）
　・秋祭りに向けて、各担当が準備を進めている。
　　8月26日オンワードビーチリゾートホテルで、協賛企
　　業向けの秋祭り説明会を実施した。
　　スポンサー募集は、広告への掲載もあるので9月末を
　　締め切りとする。
　　駐車場と会場を結ぶバスの費用に関して、JGTAバス
　　部会に、金額の提示を行った。現在返答待ち。
　　秋祭りポスターに、日本から招へいする和太鼓チーム
　　の紹介、写真を入れることとする。
　４）商工部（釜山部長）
　・講演会
　　２期前の会社法が専門の弁護士の講演会が好評だった
　　ので、再度、同様の講演会を行うべく講師の方と交渉
　　中。
　・トップマネジメント座談会
　　先月報告した座談会について、今月のラッテに一部抜
　　粋が、ホームページに全文掲載される。その際、建設
　　業界から要望のあった官民の情報交換の場について、
　　総領事館と調整しており、近々実施の予定。

　・ 総領事館から日本人会商工部への相談

　５）渉外広報部（川端部長）
　・ラッテについて
　　9月15日に定例編集会議を行い、10月号掲載内容、入
　　稿状況確認、11月号のアイディアだし、スペース割
　　りを行った。
　・Web改定について
　　現在の方針を説明。コンテンツなど詳細な内容はこれ
　　から検討を深める。
　６）総務部（立花部長）
　

　７）会計部（登坂部長）
　　8月分会計報告。
　　会費収入が落ち込んでいる。
３．決議事項

４．総領事館より
　・8月にグアムで行われたけん玉大会のチャンピオン2
　　名が9月12日、13日に行われた日本でのワールドオー
　　プンけん玉フェスタ2015に参加した旨報告。
　・国際交流基金の海外文化活動支援プログラムを紹介　
　　(プログラムの事務局設置を要請）
　・JET(アメリカ人向け、日本での英語指導助手或いは国
　　際交流員募集)を紹介(ポスターの事務局展示を要請)。
５．その他
　次回理事会は10月15日に開催。

立花　留義

12月2日にワシントンで、在米公館長と民間の代表と
の意見交換会「官民合同セッション」が予定されてい
る。米国におけるビジネス環境についての在米日系企
業の問題意識を聴取して対米外交に活かすとともに、
TPPを含め日米関係に関わる政府の取り組みを説明し
理解を深めてもらうのが目的。グアムからこの会議へ
の参加を推薦する企業があるかどうかの総領事館から
の問いに対し、グアムのビジネス環境から考えて、ま
た旅費等は全て企業持ちであることもあり、日本人会
として「推薦企業なし」と回答する。

サイパンの台風被害に関して義捐金が9月14日現在で
2,240ドル集まった。
日本人会新年会は2016年1月1日に開催。場所は
Sheratonを予定するが、現在は日本人会員でないた
め、再入会を依頼する。
2017年度より1月1日は、日本に帰省している人が多い
こともあり、日程を検討する。

（渉外広報部)Webの改訂は、方針どおり進める。
（総務部)サイパン台風義捐金は、American Red Crossを   
　通して、清水総領事、高木会長の臨席を得て実施する
　ことと決定。
（総務部)日本人会のArticle(定款)とBylaw(細則)が1984
　年以来更新されていない。弁護士に相談したい内容が
　あり、その費用として$400を認める。
（総務部)グアム島内や日本から、日本人会宛てにさま
　ざまな問い合わせ、アプローチがある。対応のルールが
　ないため、今後は、総務部で「対応する」､「対応しな
　い」､「理事会に諮る」の選別を行うルールとする。
（総務部)事務局の作業環境改善のために、$150のブラ
　インド購入費用を認める。
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8〜17時(月•火•水•金)
8〜15時半(土)
お休み(木•日)

GPO けん玉大会開催落語  i n  グアム
　9月12日(土)､グアム日本人学校の体育館において､若手女
流落語家の春風亭ぴっかり☆さんをお招きし､“落語 in グ
アム”を開催しました。
　当日は､補習授業校の授業の一貫として､午前の部は高学
年向け､午後の部は低学年向けの落語を披露いただきまし
たが､生徒の他にも､保護者を始めとして一般の方々も多数
ご来場され､大盛況となりました。ぴっかり☆さんは､今回､
ご友人の結婚式で来島されたのですが､パラセーリング､ス
キューバダイビング､射撃､南部観光､ショッピング巡り､チ
ャモロナイト､朝市､セスナ操縦､等々とグアムを満喫され､
その忙しいスケジュールの合間を縫っての落語会となりま
した。にも関わらす､日本からご自身の座布団や毛せん､着
物等を全て持参され､本格的な落語会で､巧妙な話術と明る
い笑顔で､これまで一度も落語を生で聞いたことのない多
くの子供達や観客を魅了してくれました。
　さすがにプロの噺家だけあって､補習授業校の子供たち
もすっかり話に聞き入り､ちゃんと内容を理解して､ぴっか
り☆さんの呼びかけに積極的に反応したり､面白いところ
では大声で笑ったり､素直に楽しんでくれたようでした。

　落語の後は､子供たちと一緒に全員で集合写真を撮った

り､一人ひとりサインをしてもらいながら交流することが

でき､ぴっかり☆さんも､素直な子供たちの反応に感激され

ていました。　

　実施に当っては､領事館･日本人学校及び補習授業校の教

職員･補習授業校PTAの皆様方から絶大なるご協力をいた

だきましたこと誠にありがとうございました。

　日本人会としては､こうした企画を通して､グアム日本人

学校及び補習授業校が､他校では経験できないカリキュラ

ムを提供し､子供たちが日米双方の良き文化を習得したり､

相互理解を深めることに少しでもつながればと願っており

ます。

教育部　野村　鈴代
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私のふるさと

　今年で35歳になる私ですが､留学や仕事を含め､成人し
てからの15年間の2/3近くを､海外で過ごしておりまして､
“私のふるさと”と申しましても普通こういったコラムに
諸先輩方が書かれる様な高尚な文化や風土紹介などがで
きる予備知識は皆無でございまして､自分の故郷である長
野県上田市を思う時､浮かんでくる断片的な思い出をお話
しするだけになってしまい､とても恐縮するわけでござい
ます。
　最初に浮かんできますのは､よく祭りのある地域であっ
たということです。三月の真田祭り､七月の祇園祭､八月
盆踊りの上田わっしょいをはじめ､細かなところでは正月
の信濃国分寺で開催される八日堂､三月に上田城跡を中心
に広がる上田公園の桜祭り､七月の海野町歩行者天国の七
夕祭りなど､正月から夏の終わりの千曲川花火大会までは
季節のイベントに事欠かない地域でございまして､物心つ
いた時からこのような祭りに参加し(させられ)､現在の様
な祭り好きの人間になるのも自然の理というところでし
ょうか。特に真田祭りなどは､近年でも県外から見物に訪
れる人も多く､特に歴女(レキジョ)とよばれる歴史に多大
な興味をお持ちの女性たちや､コミックやゲームなどで美
少年､美青年化された真田氏武将や十勇士のイメージを求
めて武者行列の写真を撮りにいらっしゃる女性などが増
えていると聞き及んでおります。

　二つ目のイメージとしましては､やはり雪に関する思い
出でしょうか。長野県はご存知のとおり､海に面していな
い山間部もしくはそれに囲まれた盆地にあり､寒冷地であ
り冬にはよく雪が積もります。グアムはその正反対の土
地でありまして､気軽に海遊びが楽しめる半面､自分が親
しんだ上田の気候を､無いものねだり的に懐かしんでしま
う自分がいるわけでございます。長野のさわやかな夏の
梅雨の後のむせ返る様な土と草の匂いも好きでしたが､私
はなにより冬の雪の降る夜､家の外の切れるように鋭く冷

れ､弟､妹と共に配送センターも含めた実家の周辺と､上田
市内の二店舗の雪かきをし､その後母が準備したかきたま
汁などの温かい朝食を食べて学校に行っておりました。
今考えると見事なアメとムチでございます。小さな子供
の頃こそ厚着の完全防備でやっておりましたが､中学生に
もなると代謝も盛んになってきておりまして､上半身はT
シャツやタンクトップでやっていた時期もございまし
た。
　最後に一本､読者様に映画をお勧めしまして､このコラ
ムを締めさせて頂きたいと存じます。ご存知の方も多い
かと存じますが題名を“サマーウォーズ”といい､“時をかけ
る少女”の細田守監督が2009年に手がけた初の長編オリジ
ナルアニメ作品となっております。なぜここでご紹介さ
せていただくかと申しますと､“舞台は長野県上田市で､
城下町の町並みや上田電鉄別所線などを描く。上田市に
は細田の妻の実家があり､訪れた際に抱いた「日本の原風
景」のイメージを投影することを考えました。細田は
「当時既に両親を亡くし自らも一人っ子だったため､妻の
親類の家族の繋がりに深い感銘を受けた」と語っており､
妻の親類が物語の中核をなす陣内家のモデルとなってい
る(Wikipediaより)”とありますように､自分の故郷が舞台に
なっておりますことと､“つながりこそが､ボクらの武器”
とキャッチコピーにありますように､家族をはじめとする
人と人との“繋がり”にテーマを置いた､非常に感動的な内
容になっている部分です。日本の一地方のしかも一家族
というミクロな社会の絆から､インターネットを通した世
界中の人々とのマクロな繋がりを描いた名作ですので､古
き良き日本の家族の姿の懐かしみに､お子様たちの情操教
育に､一度ご覧になってみて頂ければ幸いでございます。
それでは乱文乱筆失礼いたしました。　　　  萩原　秀俊

たく澄んだ空
気と沈黙が大
好きでした。
私の実家は､私
が子供の頃ロ
ーカルの靴の
小売のチェー
ン店を営んで
おりまして､雪
が降った翌日
には早朝に父
に叩き起こさ
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グアムの健康保険と癌治療

　前立腺腫瘍マーカーのPSAの値を調べたほうがよいと前
立腺癌になった同僚からアドバイスを受け､会社で加盟し
ている保険「AETNA」が利用出来るアメリカン・メディ
カルセンターで受診し､泌尿器科の専門医の紹介状をもら
いました。この時､前立腺癌の治療と保険会社との交渉と
いう長い道のりが始まるとは予想もしていませんでした。
　専門医の診察を受けるとPSA(前立腺特異抗原)の再検査
を指示され､昨年の5,14から7.5(安全値4.0)に上昇している
のが確認されました。そして次に生体検査(Biopsy Test)
を受け､初期の前立腺癌と診断されました。ちなみにグア
ム･ラジオロジー･コンサルタントでの生体検査の検査料
には健康保険を適用しても500ドルを支払いました。
　これからいったい癌治療にどれくらいの費用がかかる
のか､健康保険は適用できるのか､まず情報を集めること
から始めました。私の場合は､癌治療にも健康保険の適用
を受けることができました。通常の癌治療はほとんど保
険でカバーできるようです。ただし､FDA(アメリカ食品
医薬局)の未承認の新薬やFDAが先進医療で自己負担を求
めるケース､治療方法によっては対象外の場合もあります
ので､加盟している保険会社で直接確認されるのをお勧め
します。
　実際に癌や重病になり保険を適用された方は､健康保険
の適用についての仕組みは理解されていると思いますが､
経験のない方はあらかじめの知識として持っていた方が
安心できると思います。そのためにはまず､保険会社との
やりとりで出てくる用語についてご説明します。
 Deductible : １年間で患者が支払う治療費の負担分
　負担の上限が決まっています。治療の内容や受ける国
で金額が違います。私が使った健康保険「AETNA」は米
国内で治療を受けた場合､自己負担は上限500ドル です
（年度内）。ただし ､マニラで受けたときは上限が100ド
ルでした。自己負担額を超えた額は保険会社が負担しま
す。この自己負担額は保険会社やプランにより異なり､私
が受けた生態検査で支払った500ドルがこの上限にあた
ります。実はこの検査で病院からは保険会社に5,000ドル
の請求がされていました。いくら米国とはいえ高いよう
な気がしますが､保険会社は請求金額をそのまま支払うこ
とはなく､各病院と保険会社とで決められている料金を支
払います。その差額は病院が負担することになります。
　その後､私はシアトルで放射線療法(Seed Implant)を受

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。

けましたが､その時には請求されることはなく､すべて保険
会社が支払いました。ただし､それぞれの治療に対する保険
会社の支払いは病院と保険会社の契約料金(割引金額)です
ので病院側はできる限り多めに請求しているように見受け
られます。余談ですが､前立腺癌治療にIGRTという金のマー
カーを埋め込む最新の外部放射線療法があるそうですが､グ
アムで治療する際の費用は40,000ドルかかります。それで
も保険会社が100％カバーするそうです。
 
LOA: Letter of Authorization
治療および保険会社支払い確認書
　例えば「AETNA」の場合､マニラで治療する 場合はこの
手紙を病院に出さなければなりません。(FHPやCALVO保険
などはマニラに関しては必要ないようです。)日本でも治療
は受けられますので､日本でグアムの保険を利用したい時は
このLOAを取得してから治療を受けてください。日本でも
保険でカバーされるようです。

 CPB: Clinical Policy Bulletins  臨床方針概要
　治療ごとに番号がついていて保険会社がカバーする病名
および治療方法が文書で明記されています。治療法がかな
り細かく分類表示されており､例えば前立腺癌の放射線治療
のブラキーセラピーは含むと書いてありました。
 
CCRT: Clinical Claim Rerview Team
臨床クレーム対応チーム
　CPBにない治療法もカバーできるかどうか個別に保険会
社の内部で判断してくれる部門です。約1週間で保険が適
用できる治療かどうか判断してくれます。
　各健康保険には専用の相談窓口がありますので､理解でき
ないことがあれば聞くべきです､また日本語の通訳も必ず準
備してくれます。私たちは保険の専門家ではなく､しかもア
メリカの保険システムに不慣れですので､費用や治療法の選
択で困ることがあれば､病院側から保険会社へ問い合わせし
ていただくのがベストでしょう（英語圏の場合）。そして
選択した治療法が病院によってどれだけ保険の適用を受け
られるのか､まず確認してから受診すれば心配なく治療に専
念できるでしょう。　　　　　　　　　　　 アイク　池野

※文中の金額や保険内容は筆者の体験当時のものです。保
　険への加入や請求の際には契約内を確認、または、保険
　会社へお問い合わせください。
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グアム生活の知恵袋

～意外とご存じない方もいるとのことで、グアム在住者の日本での特権をご紹介！～

ム－成田便のチケットを購入時に､例えば東京から大阪･
名古屋･福岡便を加えてもプラス諸税(空港税や消費税)の
み。東京から札幌･沖縄･小松・広島便の場合は片道$60+
諸税と､とんでもなくお得です。ただし､グアムで国際線
と同時に購入の必要あり。乗り継ぎ時間や使用する空港
によって諸税の部分が変わるので､詳しくは､JALグアム支
店642-6600まで。
　また､ANAは､Unitedなどのグアムからの往復航空券を持
っている人に､Visit Japan というキャンペーンをやっており､
ANAの国内線がどの区間も13,000円＋消費税(国際線との乗
り継ぎ24時間以内であれば免除)で乗れてしまいます。
詳しくは､http://www.ana.co.jp/wws/us/j/wws_common/
book-plan/fare/special/visit.htmlでチェックしてください。
　日本出張や帰省に､またプチ旅行を組み合わせてみては
いかがでしょうか。

　日本人でも､日本に住んでいない人(非居住者)は､買った
ものを国外に持ち出す場合は､消費税を支払う必要があり
ません。同じ日に同じ店舗での合計販売金額が､消耗品(日
用品､シャンプーもマヨネーズもOKです)で 5,001円､ 一般
物品(くつや洋服､電化製品､本､ダイヤの指輪も対象です）
で10,001円を超えると､お店に「私日本に住んでいないの
で免税でお願いします。」と言い､パスポートを見せると､
免税書類を作成してくれて､消費税をそのお店の中で還付
してくれます。免税書類は､日本を出発する際､各空港の出
国審査場の前にある税関の職員に渡します。もし､免税と
したものを手荷物に預ける場合は､チェックインカウンタ
ーの航空会社の係員に一言､免税品が預ける荷物の中にあ
ると言っておくと安心です。

 撮影などで､時々グアムにやって来るAKB。日本では国民

的アイドルと言われているそうです。そのAKBの劇場公

演(コンサート)は､ほぼ毎日やっているようですが､今でも

なかなかチケットがとれないそうです。しかし､海外在住

の人は､スーパー遠方枠(とても遠くから来た人用の枠)と

いうのがあって､Webから申し込みすれば､やはり抽選です

が､通常より､かなり確率が高くなるそうです。Webから申

し込み､当日､最近入国したことを示すスタンプが押して

あるパスポートを持っていくとOkとのことです。詳しく

https://ticket.akb48-group.com/home/guide/about_oversea

s_resident.phpでご確認ください。

　ちなみに､東京ディズニーランド､ディズニーシーでは､

海外在住者向けの特典は､特にないということでした。

　さあ､グアム在住の特権で日本を楽しみましょう！

編集委員：K. N.

 日本以外に
住んでいて､
国外発着で
日本への往
復航空券を
買った人対
象に日本国
内線の大幅
な割引航空
券がありま
す 。 J A L で
あれば､グア

注意点を４つほど。

①免税対応しているお店でなくてはいけません。最近は 

　大手スーパーやドラッグストアなども対応してくれる

　ので､とても便利です。

②買ったものは日本国内で使ってはいけません。

③家電量販店では､日本に住んでいることとしてポイント

　カードにポイントをもらったほうがお得な場合もある

　ので要注意。(ポイントカードは､本当は日本在住者だ

　けの特典です）

④免税品でもグアムに持ち込めないものがあるので､それ

　はグアムの法律に従うこと。

【激安日本国内航空券】

【消費税還付】

免税対応店にあるステッカー。これを目印に。

パスポートに貼られた税関書類。自分ではがさずそのまま税関へ。

【AKB劇場公演チケット優先販売･スーパー遠方枠】
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グアム日本人学校幼稚部から

「知・徳・体」を支える「食育」のあれこれ
グアム日本人学校幼稚部　園長　小住　智子

　　　　
　8月24日に2学期が始まりました｡長い夏休みにいろんなことをたくさん経験し､一回りも二回りも大きくなった子ども
たちがもどってきました｡なんだかみんな､少しお兄ちゃんお姉ちゃんになったようで､子どもたちの成長の早さを感じず
にはいられません｡
　さて､子どもたちの｢成長｣といえば､｢食べる事の大切さ｣が挙げられます｡そこで､2学期の取り組み｢食育｣を中心に､今､幼
稚部で取り組んでいることをお知らせいたします｡
　まず､｢食育｣は､平成17年に｢食育基本法｣が定められ､それを基に平成18年に｢食育推進基本計画｣(平成18年度～22度まで)
が定められました｡平成23年度から27年度までは､｢第2次食育推進基本計画｣に則り実施されています｡
　｢食べる事｣は生きる基本となります｡ごはんをしっかり食べて､太陽の下で体を動かし､よく寝ることが健康な生活の基
本です｡体に大切な｢食べる事｣について､子どもたちにわかるように取り組みを工夫し､少しでも子どもたちの力になれた
らと取り組みました｡子どもたちは､この取り組みを通して､日頃､食事を用意してくださる保護者への感謝の気持ちも振り
返ることができました｡

ハマモトさんの農園で
フルーツを発見

サツマイモの苗を
植えました

たこ焼きに挑戦 カレーもつくったよ

食べたものは咀嚼され（飛び輪）、胃の中で分解され（マット）、腸で吸収（トンネルくぐり）

丈夫な体づくりのために足腰を鍛える運動も必要です。四股名もかんがえました。
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【卒業生からのコメント】

■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。

損保ジャパン日本興亜
GENERAL AGENT: 

GUAHAN INSURANCE SERVICE, INC.(GIS)

1/8　ページ　　　＄50
1/4　ページ　　　＄90
1/2　ページ　　　＄175　

在籍期間は？

小学校１年（入学）～中学校３年（卒業）まで

日本人学校での思い出は？

とにかく思い出がたくさんあります。ココス宿泊合

宿でのキャンプファイヤー､運動会のソーラン節や学

習発表会の練習をがんばったことなど色々ありま

す。毎日バス通学で､帰りのバスで着くまで騒いで楽

しかったのを覚えています。でも一番思い出に残っ

ているのは､昼休みにグラウンドでみんなでサッカー

をしたことです。たまに先生も混じって一緒にサッ

カーをしたのが楽しかったです。

日本人学校で学んで､今の生活や仕事に役立っている

ことは？

少人数だったので､先生が生徒の勉強を丁寧に見てく

れました。受験のときは付きっ切りで面倒を見てい

ただきました。そのおかげもあって日本の高校に入

ることができ､入ってからも勉強についていくことが

できました。特に数学や､毎週提出していた国語の宿

題のトピックは､文章を書く上で非常に力になったと

感じています。日本人学校でしっかり学習すれば､日

本に行っても現地校に行っても十分通用すると思い

ます。

海外で日本人学校に通い､振り返って想うことは？

とても充実した９年間を過ごすことができたと思い

ます。日本の学校と比べてものびのびと自由に過ご

すことができたと感じます。グアム日本人学校の特

徴は､先生方が生徒一人一人をしっかり見てくれて､上

級生が下級生と隔たりなく接する事ができるのだと

思います。僕は日本の高校に入ってから初めて「先

輩」という言葉を使いました。学年を超えての交流

ができたのはグアム日本人学校の大きな特色です。

学習発表会では全校生徒で合奏できたのは､今思えば

すごいことだったと思います。また教わった先生が

グアムに遊びに来てくれて､再開できるのは嬉しい限

りです。グアム日本人学校でできた友人は､一生の友

人です。これからもみんなでサッカーができるグア

ム日本人学校であることを祈っています。

山野井　匠

　旧日本興亜損害保険株式会社は､2013年5月､グアム日本
人会に加入させていただきましたが､昨年9月､同社は旧株
式会社損害保険ジャパンと合併し､新たに損害保険ジャパ
ン日本興亜株式会社としてスタートを切ることとなり､損
害保険会社単体としては､日本国内で最も収入保険料が大
きい会社となりました。ここグアムにおいては､本年7月
に新たにGuahan Insurance Services (GIS) を元受総代理店と
して起用し､日本人2名を含む8名のスタッフにて営業活動
を行なっております。
・収入保険料2兆1813億円（2014年度）
・総資産7兆3262億円（2015年3月31日時点）
・従業員数27,352人（2014年3月31日現在） 
　損害保険ジャパン日本興亜社は､規模だけでなくサービ
ス品質でも業界をリードし､トップレベルの事業効率と収
益性を安定的に維持するとともに､損害保険事業を核とし
て､お客さまの安心・安全・健康を支援する先進的なサー
ビスを提供することで､真のサービス産業に進化していく
ことを目指しています。
　また､これまでの住宅火災保険や企業向け各種損害保険
の販売に加え､本年7月より新たに個人向け自動車保険の
販売を開始し､保険面を通じ､より一層､グアム経済への貢
献を図っていきたいと考えております。弊社のグアムに
おける販売ネットワークなどのお問い合わせは弊社グア
ム元受総代理店 GIS 宛にお願い致します。
・オフィス： 304 West O' Brien Dr. Hagatna, GU 96910
・TEL : 475-1172
・E-mail : yuka@guahanis.com

グアム日本人学校から

企業広告募集! !

日本人会会報「ラッテ」紙面内

協賛企業広告募集中！！

※詳細は日本人会事務局までお問い合わせ下さい。
　TEL：646-8066     
　Eメールアドレス：jpclub@teleguam.com
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編集後記

　8月28日(金)19時より
リーフホテル内WAONに
て第一回となる親睦会を
開催いたしました。以前
は女子会を開催しており
ましたが､今回は性別や
年齢に囚われずに会員相
互の親睦をはかりたいと
いう新しい試みでした。
企画はしてみたものの､
何しろ初めての試みであ
り､どのような方達にい
らしていただけるのか多
少不安でしたが文化部を
含め大人22名･子供5名に

　グアムでも朝晩涼しくなり赤とんぼが飛び始め､秋の気

配が漂って来た。

　この編集後記を書いているのは9月20日であるが､日本

はシルバーウィーク真っ只中で各地の高速道路は行楽地

へ向かうクルマで50KM近い渋滞・・というニュースが流

れている。ここグアムはどうした事か例年に比べて日本

人観光客は減少気味。気のせいか免税店前の交差点をブ

ランドの袋を抱えて歩く人の数もいつになく少ない気が

する。円安の定着､日本国内の世界遺産登録や観光施設の

充実等々グアムのみならず他国の観光地も似たり寄った

りの状況らしい。

　観光業に身を置く者としては1日も早い日本人観光客の

復活を願うばかりである。そんな中､明るいニュースが飛

び込んできた。ラグビー日本代表がワールドカップイン

グランド大会で優勝候補の一角である南アフリカチーム

に歴史的勝利をあげたのである。4年に一度､サッカーと

並び世界の強豪が集まるラグビーワールドカップ､日本代

表はアジア予選で優勝､本戦は全20チームが各5チーム4プ

ールに分かれリーグ戦を行い､各プールの上位2チームが

決勝リーグに進むという流れ。日本は24年前の1991年第

2回大会予選で決して強豪ではないジンバブエに1勝して

以来毎回アジア代表にはなるものの､結果は全敗。アジア

からは日本だけの出場なので､大会に色を添えるだけの存

在でありどこの国からも一切注目はされず､世界ランクは

13位。それがランキング3位且つ優勝候補の南アフリカ

に勝利したのである。ボディーコンタクトが勝負となる

ラグビーは､身長が低く当たり負けするアジア勢は絶対に

勝てないと言われてきた。本場オーストラリアからヘッ

ドコーチを迎えひたすらスピードとチームワークを磨き

上げた4年間の努力が身を結んだのである。何とかもう1

勝して歴史を塗り替えていって欲しいものである。体力

の無さを知力と努力で克服する。日本人の美徳を改めて

自分に認識させたニュースであった。　

編集委員　M.T.

port@guam.net

親睦会を終えて

お集まりいただき､大皿のコース料理と飲み放題のアル
コール･ソフトドリンクで終始和やかな会となりまし
た。グアムにいらしてからまだ日が浅いという数組のご
家族の参加もあり､「子供の学校についての相談やこち
らの生活についての情報交換などが出来た､これから話
が出来る知り合いが出来た､普段あまり外に出ないので
色々な方とお話できて楽しかった。」等々喜びの声をい
ただきました。また､子供たち同士のお友達の輪も出来
たようです。こういった交流の場を更に広げて徐々に沢
山の日本人･ご家族の方たちに集まっていただける会と
していきたいと思います。
　最後に､色々と無理を聞きいていただき､美味しいお料
理と飲み物を提供していただきましたWAONさんに改め
て御礼申し上げます。
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