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平成 29 年度 

第 3 回草の根交流グアム海外派遣団打合せ会 

概   要 
 
件 名 平成 29 年度 第 3 回北名古屋市草の根交流グアム海外派遣団打合せ会 

と き 平成 29 年 6 月 21（水）14:00 から 16:00 まで 

ところ 北名古屋市役所西庁舎 4 階 403 会議室 

 
Yo 

第 3 回草の根交流グアム海外派遣打合せ会を開催させていただきます。始めに会長から一言お願いします。 

会長 

今日が最後の打合せになります。分からない事は解消し、当日皆さんと元気に会えるようにしたいと思います。よろしくお願いします。 

Yo 

進行は私が務めさせていただきますのでよろしくお願いします。今日は、第 2 回までの打合せ会での提案をもとに、ＪＴＢと現地との調整

ができているものなどを確認していきたいと考えております。それではＪＴＢ一宮支店から説明をしていただきます。 

（ＪＴＢ一宮支店担当者が「資料 行程表」をもとに説明する） 

Ue 

カルチャーツアーですが、図書館は金曜日の午後からしか開いていないので、ホテルに戻るまでの間に寄ってもらうことは出来ませんか？ 

それと、午前中に博物館も行きたいです。 
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JTB 

図書館と博物館は盛り込みます。 

Ya 

3 日目の「ザ・ステージ」でのＢＢＱビュッフェ＆ショーですが、バーベキューというよりもビュッフェディナーと考えたほうがいいでしょ

うか？席の配置はどのようになるでしょうか？ 

JTB 

内容はパンフレットを見てください。現地の方 10 名を含めてどのような席になるかは、あらかじめご提示します。 

Ya 

現地の参加者に、この内容を伝えたいのですが、ディナーに招待するというイメージでいいでしょうか。 

JTB 

その方が良いかもしれません。 

Yo 

招待です。 

Ya 

今回のツアーの主旨は、出来るだけ現地の人と交流することなので、ディナーショーだと観光客向けなのかなと思うので、交流の場ではない

ような気がします。 

事務局長 

前回の議論で、大人数の接遇に慣れているレストランじゃないと無理ではないかというＪＴＢからアドバイスをいただきました。そのような

ローカルレストランは皆無で、大人数での接遇に慣れたレストランにならざる負えないという現地事情がありました。また、バーベキューは

グアム副知事のアドバイスでもあるのでぜひ体験したいということで、現地で検討した結果、出来あいのものになってしまいました。短時間

に効率よく雰囲気を味わうとなるとこういうものになるのかな、と考えております。 

Is 

舞台の前ではなく、後ろの隅の席に座れば食事中に話は出来るのではないですか？ 



3 
 

Ma 

交流の事を考えるとショーの前後に話をするとか、席を工夫するとか必要だと思います。 

事務局長 

ショーか食事、どちらをメインになっているか、それで変わってくるかもしれません。 

JTB 

「ザ・ステージ」は、どちらかというとショーがメインになると思います。 

Ho 

交流する現地の人は決まりましたか？ 

Yo 

そのことについてはコンタクトが取れました。グアム大学の先生にコーディネートしていただくことになり、１０人ほどの先生を連れてきて

いただきます。こちらの主旨も理解していただいています。 

No 

30 名の個室のあるチャモロ料理のお店があるみたいなので、予約をしたらどうですか？ 

事務局長 

ショーなしで、BBQ で交流するというレストランもありそうです。 

Yo 

それでは最終確認をします。カルチャーツアーですが可能であれば博物館と図書館に寄るということにします。ネイチャーツアーは内容の変

更はなしで、持ち物に関してはメールでご連絡します。 

次に、3 日目の交流会の会場について、①JTB の提案するショー付き BBQ ②ショー無しの BBQ ③チャムロ料理 で皆さんの希望をと

りたいと思います。それぞれの希望する場合で挙手してください。ショー無しの BBQ に挙手した方が多いのでそのように準備します。 

結果は当日お知らせすることになると思うので、よろしくお願いします。 

当日は 9 時 30 分にＪＴＢ国際線カウンターに集合してください。 
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事務局長 

パスポートの確認、日程・時間の確認もよろしくお願いします。同室の方とはできるだけ連絡を取って、確認をしておいてください。ツアー

中には、大きな変更はありませんが、万が一変更が必要な場合はリーダー等で話し合って決めてください。4 日目のフリータイムですが、現

地ＪＴＢからアドバイスを受けてください。 

ツアー中は毎日、翌日の確認、体調の確認もしましょう。服装に関してですが、表敬訪問はなくなったのでカジュアルにはなりましたが、食

事の場所等を考え、場に合ったものを持っていくといいと思います。基本的には動きやすいものでお願いします。 

事務局から現地で各自負担いただく経費についてお話します。1 日目の夕食はナイトマーケットでの自由食となっておりますので、会計担当

を 3 名ほど決めてお金を預けたいと考えております。2・3 日目の食事について問題ありません。4 日目の昼食は各自負担になります。全行

程の食事について、飲み物は各自負担となりますのでご理解ください。 

Yo 

くれぐれも集合場所、集合時間を間違えないように気を付けてください。 

今後の日程です。8 月 19 日㈯13:00～13:45、市民報告会を開催する予定になっています。撮影した写真をパワーポイントで解説する内

容になっていますので、写真係の人にはそれまでに相談をさせていただきます。全員のレポート提出を考えておりますので、8 月末を締め切

りに感想文を出していただきたいと思います。 

それでは時間になりましたので終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

 



2017.6.21.

便名等 内容 備考

9:30 中部国際空港集合（国際線出発ロビーJTB国際線カウンター）
11:50 中部国際空港発
16:05 グアム国際空港着
17:00 チャモロビレッジ ナイトマーケットにて自由食（夕食）
20:00 ホテル着 グアム泊

10:00 恋人岬等
11:30
13:00

タロホホの滝・ラッテストーン公園・スペイン広場等

18:00 夕食会「TGIフライデーズ」 グアム泊

●カルチャーツアー●
9:00 ホテル発

文化施設見学
12:15 チャモロ料理教室「フィッシュアイ」
13:00 ランチバイキング
14:00 海中展望塔見学
14:40 トロピカルカルチャー教室
15:50 ハガニア（図書館・博物館等）
17:00 ホテル着

●ネイチャーツアー●
7:50 ホテル発

エコハイキングワールドツアー実施（＊英語ガイド）
15:00 ハマモトフルーツワールド（植樹体験）

戦跡ツアー（ソレッダ砦・ガーンポイント・太平戦争歴史博物館等）
17:00 ホテル着
18:00

21:00 ホテル着 グアム泊

専用車

交流会「ザ・ステージ」（ショー＆BBQ）

第3日

6月３０日（金）

専用車

混乗バス

混乗バス

北名古屋市草の根交流グアム海外派遣団行程表（案）

日時

UA136

第2日

第1日

専用車

6月28日（水）

6月29日（木）

専用車

グアム政府副知事と交流会「プロア レストラン(チャムロ料理）」

資 料



出発まで自由行動
正午までにチェックアウトを済ませてください。
荷物はクロークに預けてください。

14:25 ホテルロビー集合
14:35 ホテル発
15:05 グアム国際空港着
17:05 グアム国際空港発
19:55 中部国際空港着

中部国際空港着後解散

専用車

第4日

７月１日（土）

宿泊ホテル　　グアム プラザ リゾート＆スパ　GUAM PLAZA RESORT & SPA
所在地　　　　1328 PALE SAN VITORES RD.TUMON, GUAM 96913　 　　☎　671 646 7803
*この日程表は平成29年６月21日現在の情報でとりまとめたものです。諸般の事情により変更する場合がありますのでご承知ください。

UA171



2017.6.28.

便名等 内容 備考

9:30 中部国際空港集合（国際線出発ロビーJTB国際線カウンター）
11:50 中部国際空港発
16:05 グアム国際空港着
17:00 チャモロビレッジ ナイトマーケットにて自由食（夕食）
20:00 ホテル着 グアム泊

9:00 在ハガナ日本国総領事館表敬訪問

10:30 グアム政府観光局表敬訪問
11:30 グアム政府副知事を囲む交流会「プロア・レストラン」チャモロ料理

14:00 タロホホの滝・ラッテストーン公園・スペイン広場等

18:00 夕食会「TGIフライデーズ」 グアム泊

●カルチャーツアー●
9:00 ハガニア（図書館・博物館等）

12:15 チャモロ料理教室「フィッシュアイ」
13:00 ランチバイキング
14:00 海中展望塔見学
14:40 トロピカルカルチャー教室

●ネイチャーツアー●
7:50 混乗バス エコハイキングワールドツアー（＊英語ガイド）

15:00 ハマモトフルーツワールド（植樹）
戦跡ツアー（ソレッダ砦・ガーンポイント・太平戦争歴史博物館等）

18:00 徒歩 市民団体との交流会「ウェスティンスターライト」BQQ グアム泊

6月29日（木）

専用車

専用車

北名古屋市草の根交流グアム海外派遣団行程表

日時

UA136

第2日

第1日

6月28日（水）

専用車

第3日

6月３０日（金）

専用車

確 定



出発まで自由行動
12:00 チェックアウト
14:25 ホテルロビー集合
14:35 ホテル発
15:05 グアム国際空港着
17:05 グアム国際空港発
19:55 中部国際空港着

中部国際空港着後解散

７月１日（土）

宿泊ホテル　　グアム プラザ リゾート＆スパ　GUAM PLAZA RESORT & SPA
所在地　　　　1328 PALE SAN VITORES RD.TUMON, GUAM 96913　 　　☎　671 646 7803

UA171

専用車

第4日
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