
出身：ハワイ　年齢：23歳
趣味：料理、まちへ出かけること

Profile Gavyn Guigui （ギギ・ギャビン）
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ale ～ふと思ったこと
　寒い日は好きですが、あまり慣れていません。最近は、
歯がガチガチ鳴らないように、手袋、耳あてをつけ、シャ
ツを何枚か着ていますが、冬用の洋服を着ていてもまだ
寒いです。日本では、普段の会話でその日の天気が話題
になりますが、ハワイでは中身のない話だと思われてい
て、会話にも滅多にあがりません。
　赤道に近いハワイ諸島は、温度や昼間の時間が年間を
通して大きく変化しません。平均最高気温は26～29度、
平均最低気温は21～24度であり、ハワイの住み心地は
世界一です。気温の変化があまりないため、ハワイでの
服装も一年中変わりません。珍しく涼しい日には、ジャ
ケットに長ズボンを穿くこともありますが、そのような
日を除けば、毎日ショートパンツや半袖シャツで過ごせ
る気候です。気候が変化しないため、ハワイのサラリー
マンの制服もカジュアルです。中心地のホノルルでも、
サラリーマンや政治家は、制服としてアロハシャツとカ
ーキの長ズボンというスタイルです。
　私も日本のお正月は、着物を着て過ごしてみたいと思
います。

あけましておめでとうございます！
Hau’oli Makahiki Hou!

As much as I like the cold, I’m not very used to it. Lately, 
I’ve had to wear gloves, earmuffs, a shirt underneath the 
shirt I already have on, jackets, and all kinds of other 
stuff to keep my teeth from chattering, and even then I’m 
still pretty cold. In Japan, the weather is an often used 
conversation point, whereas in America it’s considered 
small talk and in Hawaii it is rarely talked about.
Being close to the equator, the main Hawaiian island 

chain experiences little variation in temperature and day 
length. Average highs of 26-29 degrees Celsius and lows 
of 21-24 make Hawaii an extremely easy and hospitable 
place to live. The lack of extreme fluctuation means the 
average local does not have to make drastic changes 
to their wardrobe. The occasional chilly day (which is 
around 18-20 degrees Celsius) may warrant a light 
jacket or long pants, but other than that, it’s shorts and 
short sleeve shirt weather all year round. The weather 
is such that even businessmen dress in what would 
be considered casual wear to go to work. Even our 
politicians, while they do wear suits from time to time, are 
typically seen wearing aloha shirts and khaki pants.
I’ve never experienced a New Year’s in Japan, so 

I’m looking forward to wearing all the accoutrements. 
Hope you all have a good year!

Happy New Year!
Hau’oli Makahiki Hou!

■時2月5日（日）　午前10時～午後2時
■所加茂文化センター2階「調理室・ランチルーム」
■対市内にお住まい・お勤め・通学の方　■定30人 先着
■￥一般参加者：500円　国際交流協会会員：250円

■講ギギ・ギャビン
■持筆記具、三角巾、エプロン、タオル
■申  ・■問1月10日～2月2日に木津川市国際交流協会事
務局（東部交流会館内、☎71-8130）へ。

世界の料理世界の料理世界世界の界の料の料理料理

～チャレンジcooking
～

ハワイ出身の木津川市国際交流員を講師に迎え、ハワイの人
気の料理などを作ります。一緒に作って味わいながら、ハワイ
のお話などを聞いて楽しいひと時を過ごしましょう。

❖プ レゼント　抽選で37人の方に学研都市線沿線自
治体の地元特産品またはJR西日本から賞品をプ
レゼントします。※当選者の発表は、賞品の発送
をもって替えさせていただきます。

❖応募締切　１月31日（必着）
❖対象線区　学研都市線（京橋駅～木津駅）
❖応募シート（チラシ）の入手先
　・沿線の各駅（JR三山木駅・下狛駅・西木津駅を除く）
　・「学研都市線で行こう！ホームページ」
　　 URL http://web.kyoto-inet.or.jp/org/gakensen/
　・学研企画課

❖参 加方法　「学研都市線で行こう！スタンプラリー
2016」応募シートに、学研都市線の京橋駅～木津駅
（JR三山木駅・下狛駅・西木津駅を除く）に設置して
いる駅スタンプを３駅分（同一駅は不可）押して、必
要事項を記入の上、切手を貼って次へ。

　　〒619‐0286　木津南垣外110‐９
　　学研企画課・片町線複線化促進期成同盟会事務局
❖その他
　　・応募は、おひとりにつき１回です。
　　・駅スタンプの利用は、各駅の営業時間内に限ります。
■問学研企画課　☎75‐1201

学研都市線でスタンプラリーをおこなっています。
プレゼントも用意していますので、皆さんからの応募をお待ちしています。

学研都市線で行こう！ スタンプラリー2016

この方！
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