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平成 28 年度 

第 2 回草の根交流海外派遣団グアム検討委員会 

概   要 
 
件 名 平成 28 年度北名古屋市草の根交流海外派遣団グアム検討委員会 

と き 平成 29 年 2 月 18 日（土）午前 10 時から 12 時まで 

ところ 北名古屋市コミュニティセンター会議室 

 
Yo 委員長 
前回に引き続き、記録係は Sa 委員にお願いします。 
事務局 
資料３は第 1 回グアム検討委員会の会議録です。前回欠席だった方も事前にお届けししております。これをベースにしながら第 2 回での検

討をお願いします。 
Yo 委員長 
第１回グアム検討委員会の内容について質問等ありませんか？ 
全員 
異議なし。 
Yo 委員長 
前回の内容は、観光ではなく交流をする、観光では行けない所に行きたい、応募要件としては協会活動に協力していただける方であるこ

と、などありました。これらをたたき台にしながら検討を深めていきます。 
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資料１です。日程は平日になっています。政府観光局から水・金は地元の人が集まるナイトマーケット、土曜日の朝は朝市があるとグアム

政府観光局からアドバイスをいただきこのような日程にしました。草の根交流の中身についてはまだ詰めていません。皆さんからの提案を

歓迎します。参加費は 45,000 円となっていますがもう少しかかりそうです。費用も含めて募集人数をどうするかということも話し合いま

す。応募資格は 18 歳以上の市内在住・在勤、もしくは協会会員の方。事前説明会・検討会・報告会に参加できる方。草の根交流を理解し、

協会活動に支援できる方、といたします。飛行機の予約時期を考えて 4 月 17 日を応募締切とします。参加申込書と作文を出してもらい、

選考・抽選により派遣を決定します。資料 2 は、派遣団行程表です。飛行機の時間は仮押さえをしたいと思います。今は行き 11 時 50 分、

帰り 16 時 55 分となっていますが、多少の変更があるかもしれませんが次回には確定していると思います。1 日目の夜にナイトマーケット

に行くこともできます。2 日目、グアム準州政府表敬訪問となっています。グアム政府も行ってみたいと思います。 
Ｍ委員 
グアム政府表敬訪問は、観光ツアーや個人で行くことはないし、山の上で見晴らしも良くて資料館もあるので実現すると行って損はないと 
思います。 
Yo 委員長 
グアム政府表敬訪問はコンタクトの関係もあるので、ご一任いただけたらと思いますがいかがですか？ 
全員 
異議なし。 
Ｕm 委員 
ナイトマーケットはどのような方がやっていますか？ 
Ｍ委員 
チャモロビレッジは地元の人が屋台を出したり、広場で踊ったりしてお祭りみたいな感じです。 
Yo 委員長 
ナイトマーケットに行くのは水曜日でも金曜日でもどちらでもいいです。2 日目、午後の交流の先が見つかっていません。大学に寄ること

は自由にできますが、語学研修となると費用がかかります。グアムの団体の方と 18 時の交流会で一緒に夕食会ができたらいいかと思います

が、どのようにするか決定していません。3 日目はマリーン・フォレスト・カルチャーの 3 つのツアーに分かれます。事前に 3 つのグルー
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プに分かれてバスで行くか、この 3 つ以外で完全フリーというのも有りにするのか。ツアーはオプションとして用意し、参加者全員が 3 つ

のうちいずれかのツアーを選ぶなら最初の費用に含めるという形になります。ナイトマーケットで食事をする時は自費で食べていただきま

す。4 日目は、朝のマーケットに行くこともできますし、3 月に北名古屋の中学生が行く学校に見学に行くことはできそうです。土曜日は学

校がお休みなので２日目に行くのがいいかもしれません。 
今日はもう少し細かくつめていきたいと思います。 
事務局 
チャモロビレッジのナイトマーケットの情報が不確定なので、到着した水曜日が確実だと思います。 
Yo 委員長 
行程表の水曜日の夕食会をなしにして、ナイトマーケットに行くのを水曜日と決めたいと思います。 
事務局 
経費はすべて込みで、負担金以外の追加徴収はない、と理解してください。皆さんのアイデアを全て行うと 20 万円くらいになります。日程

の全てを現地のツアー会社にアレンジをしてもらい、ツアーコンダクターを込みにすると予算を大幅に超えます。全体で動こうとするとバ

スのチャーターが必要ですが、グループで動く時はタクシーを使うこともできます。今は 20 名が全体で動くことを前提にして見積もりを出

しています。バスをやめて自転車を使うとか、歩ける距離で交流するなど工夫をするとか手作りの交流も考えていく必要があります。皆さ

んのアイデアでアレンジしていけば予算内でいけると思っています。 
Ｍ委員 
何をやりたいか出してもらったなかで、学校などが受け入れてくれるかということが絡んできます。一人で行きたいという方にはバス券を

渡して時間までに帰ってくる、というのも手作り感があると思います。 
Ｕm 委員 
レンタカーでも安いですよね。 
Yo 委員長 
2 日目に表敬訪問に行くためにバスをチャーターするので、その日に全員で動くものをいれておくのがベストだと思います。学校に行く観

光に行く、など提案を出していただけますか？ 
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Ｕm 委員 
大学は夏休みに入っていませんか？ 
Yo 委員長 
夏休みだと思います。自由に入れる可能性はありますが授業は参観できません。 
Ｋ委員 
太平洋戦争の慰霊公園がありますよね。みんなで行くような所ですか？ 
Yo 委員長 
小さい所です。戸建ての建物と慰霊碑があります。日本人のお墓もあったと思います。 
Ｋ委員 
チャモロ文化村はどうですか？ 
Yo 委員長 
リトルワールドの一角という感じです。ヤシノ実の割り方を教えてくれたり、ダンスを見せてくれたりします。 
Ｙ委員 
平和慰霊公園はアメリカの目線で展示してあるのがおもしろいと思います。 
Ｍ委員 
北名古屋市の中学生が交流するセント・ジェームス校を見学に行くとしたら相手が受け入れてくれるかどうか。相手の状況を確認する必要

があります。 
Sa 委員 
小学校以下の小さい子供がどのような教育を受けているか知りたいです。 
Yo 委員長 
2 日目の団体行動としては、慰霊公園や学校など検討します。では、3 日目にいきます。基本フリーにしますが、今だとオプショナルツアー

でガイドも付くので高くなります。バスを用意してもらうか、レンタカーにするとか、どうしますか？ 
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Su 委員 
応募する人も車の免許を持っているのが条件になりませんか？ 
Yo 委員長 
ここではアイデアを出して、メンバーが確定してから具体的に決定することになります。20 人で動く時はチャーターバスで、グループが決

まればタクシーでもトラブルはないと思います。４日目の朝市にシャトルバスで行って、帰りは自由に帰ってきていただいてかまいませ

ん。そして 3 日目は団体行動はなしでフリーにします。レンタカーだと４つのグループ・マイクロバスだと 3 つのグループになると思いま

す。このメンバーの中では 6 名が運転可能です。バスで行動したい方もいるのでレンタカーを使わないグループも作ります。 
事務局 
事務局としては 3 日目も報告していただきたいので、3～4 つのグループになっていただき、テーマを決めてレポートいただけるような体制

で進めてほしい。 
Su 委員 
1 日目のナイトマーケットに行くシャトルバスはありますか？ 
事務局 
ナイトマーケットの時間が 17 時～21 時、グアムに着くのが 16 時 25 分で、ホテルに寄ると遅くなるのでバスで直接行って 21 時～21 時 30
分くらいにホテルにチェックインということになると考えられます。 
Yo 委員長 
まとめます。1 日目は空港から全員でナイトマーケットに行き、2 日目は行政関係・学校などアポイントを取って全員でツアーとします。3
日目はフリーにして４つくらいのグループに分けたいと思います。次までに行きたい所を宿題とします。4 日目はシャトルバスを使って朝

市に行きたいと思います。ナイトマーケットが金曜日に開催されるというのが確実に確認できたら予定が変更になる場合もあります。 
W 委員 
途中でお話のあった現地の方との夕食会もナイトマーケットの予定をみながらいつ入れるか決めたほうがいいですよね。 
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Yo 委員長 
夕食会は 2 日目の夜になりそうですね。アレンジによってはお昼でもいいですけど。交流会をする相手はまだ決まってないので、もし何か

あれば早めに協会にお知らせください。 
Ｍ委員 
湾岸沿いを散歩するのはとてもいいです。レンタカーを借りたら反対側に行くのもいいですが、日本語はあまり通じません。レンタカーを

使う場合、車に荷物を置いて出かけると危険なのでそこは自己責任ですよね。タクシーは高いですが、あらかじめ値段を決め交渉すること

はできます。 
Yo 委員長 
セキュリティーも考えないといけないですね。何かあった時の緊急連絡などをきちんとしなければいけません。それから、日程ですが 6 月

28 日～7 月 1 日は皆さんよろしいですか？ 
全員 
異議なし。 
Yo 委員長 
一般公募で参加者を募集します。作文の狙いは、交流の熱い思いがあるか、どうかです。熱い思いが伝わってくるか、検討委員の皆さんに

審査していただきたいと思いますがどうですか？ 
Sa 委員 
色んな年代を入れることを考えると、選考を作文に絞ってしまうと年代が偏るのでは。 
Yo 委員長 
様々な要素をいれると基準が難しい。作文 2000 字は多いですか？ 
M 委員 
審査する意味では、原稿用紙に書くというとは、まとめる能力があるかみることができると思います。2000 字だと余分なことを書くかもし

れません。 
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事務局 
ホテルはツインのツインユースで考えています。希望があればシングルにしますが自己負担でお願いしたい。最終的に市と調整しますが、

市の職員が公務として参加する場合もあります。 
次回の検討委員会は 3 月 11 日㈯、コミュニティセンターで務安と合同で行います。人数・参加費がポイントになります。作文の文字数を務

安検討委員会とすり合わせしたいので、今日、まとめていただきたい。 
Yo 委員長 
作文は 1000 字以内にして 400 字以下の方はなしとします。審査会は 4 月 18 日の 18 時です。作文審査は、匿名にして作文を読み上げま

す。交流の熱い思いが伝わったか、どうか、を基準に考えましょう。次回の検討委員会は 3 月 11 日㈯13 時から、コミュニティセンターで

す。よろしくお願いします。 
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（たたき台） 

市民の皆さん！ 
米国グアムとの草の根交流に参加しませんか！ 
今年は、北名古屋市国際交流協会が設立されて 10 周年の節目の年になります。 
この 10 年を振り返り、次の 10 年を考えるため、今後、交流が見込まれるわが国から最も近い米国、グアムに市民代表団を

派遣します。 
この草の根海外派遣団は、《市民が主役》の国際交流をめざし、アイデア出しから企画運営実施まで市民手づくりで取り組

みます。 
草の根交流に関心のある市民の皆さんの応募をお待ちしております。 
 
１ とき 平成 29 年 6 月 28 日（水）から 7 月 1 日（土） 3 泊 4 日 
２ 派遣国 米国グアム 
３ 参加費 45,000 円 
４ 内容  米国グアムでの草の根交流、施設見学等 
５ 募集人数  

 約 20 名 
６ 応募資格 
            ◇市内在住または在勤の方もしくは協会会員で、18 歳以上の方 
      ◇事前説明会、検討会、報告会に参加できる方 

資料１ 
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      ◇草の根交流を理解し、協会活動に支援できる方 
７ 応募方法 下記書類 4 月 17 日（月）までに協会に提出してください。  

◇参加申込書 
◇作文 2000 字以内  

テーマ「グアムとの交流で私のできること、やってみたいこと」 
８ 選考方法 
      応募者のうち約 30 名を作文により選考し、抽選により派遣を決定 

します。 
      ◇抽選日 4 月 22 日（土）13:00  
      ◇会場  北名古屋市コミュニティセンター3 階ホール 
 



便名等 内容 備考

11:50 中部国際空港発
16:25 グアム国際空港着

19:00 夕食会 グアム泊

9:00 グアム準州政府表敬訪問
日本総領事館表敬訪問

12:00 交流会
草の根交流

18:00 交流会 グアム泊

10:00 手づくりツアー
①マリーンツアー
②フォレストツアー
③カルチャーツアー

18:00 夕食会 グアム泊

草の根交流

16:55 グアム国際空港発
20:00 中部国際空港着

6月29日（木）

北名古屋市草の根交流米国グアム派遣団行程表(たたき台）

日時

UA150/NH6476

第2日

第1日

6月28日（水）

UA171/NH6479

第4日

７月１日（土）

第3日

6月３０日（金）

資料２


	◎第2回グアム検討委員会概要
	◎資料1グアム募集案内
	◎資料2グアム海外派遣団行程表
	Sheet3


