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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
　２月は一年で最も短い月で、バレンタインデーがありま
す。アメリカでは最もロマンチックな月と言えるかもしれま
せん。祝日ではありませんが、アメリカではカップルが高級
なレストランに行ったり、恋人に特別な贈り物をあげたり、祝
日のように祝います。バレンタインデーは、多くの人が恋人
に愛を示すためにお金をたくさん使います。
　ハワイ語でA

ア ロ ハ

lohaは「愛」という意味の他に、「こんにちは」
と「さようなら」も意味していることをご存じですか。Aloha
を直訳するとその３つの意味ですが、ハワイでは、Alohaは
もっと深い意味を持っています。ハワイの人々にとってAloha
は挨拶の意味だけではなく、ハワイ原住民の価値観の概念を
表す言葉で、「アロハ精神」という、次の５つです。A

ア カ ハ イ

kahai（親
切心）, L

ロ ー カ ヒ

ōkahi（和合）, O
オ ル オ ル

lu‘olu（快適さ）, H
ハ ア ハ ア

a‘aha‘a（謙虚）, 
そしてA

ア ホ ヌ イ

honui（辛抱）。つまり、これらの５つの頭文字をとっ
てAlohaは、尊敬や理解、見返りを期待せず相手に思いやり
を持って接することを表す言葉です。
　バレンタインデーやホワイトデーといった、愛を中心とした
ホリデーを祝う代わりに、Aloha生活を実践してみませんか。
アロハ精神を自宅で養い、周りの人にその精神を勧めたら、日本
の社会で思いやりを持つ人が増えるでしょう。
Live Aloha!  また来月！

February is the shortest and, because of Valentine’s 
Day, arguably the most romantic month in the calendar year. 
Although it is not a holiday, couples in America choose to 
celebrate it by going out to expensive restaurants or buying 
their significant other something special. A lot of money is 
spent on Valentine’s Day, effectively making it a commercial 
celebration of love. 
As some of you may know, love in Hawaiian is “aloha.” 

And as some of you may not know, it is also a greeting, 
meaning also “hello” and “goodbye.” While the word is 
stripped down to those three definitions, in Hawaii it is 
recognized also as a deep concept. It is often said by locals 
that Aloha is a way of life, and it is an attitude that defines 
the core of Hawaiian values. Frequently regarded as the 
“aloha spirit,” this attitude can be defined by the following 
tenets: Akahai  (tender kindess), Lōkahi  (harmonic unity), 
Olu‘olu  (pleasant agreeability), Ha‘aha‘a (modest humility), 
and Ahonui  (patience). It is the combination of all of these 
character traits that define Aloha. In summation, Aloha is a 
concept that stresses respect and understanding, treating 
others kindly without expecting anything in return. 
So instead of celebrating Valentine’s Day, White Day, or 

anything focusing on the nebulous concept of love this month, 
try celebrating February by living Aloha. Cultivate the Aloha 
Spirit in your own home and encourage others to live similarly 
and the result could lead to the creation of a more mutually 
understanding community.

Live Aloha!
See you next month!

Q  訪問販売事業者に、「メーカー保証は５年だが、うちが
15年間保証する。テレビも付ける。」と言われ、給湯設
備とその取付け工事を契約。15年のローンで支払うこ
とにした。先日、給湯器が故障したので事業者に連絡し
たが、電話が繋がらない。メーカーに相談すると、補修
費用が10万円近くかかると言われ、納得できない。

A  センターで調べたところ、販売事業者は５年前に既に
倒産していて、連絡先も分からずせっかくの長期保証
も全く役に立たない状況でした。長期ローンの利子も
無視できない額になり、テレビが付いていたとしても
お得だったのか疑問です。目先のサービスに惑わされ
ずに、冷静な判断を心掛けるようにしましょう。

相 談 日　月～金（祝・休日、年末年始除く）
相談時間　午前９時～午後４時
住　　所　 木津上戸15　相楽会館１階　木津総合庁舎

東隣（JR木津駅東出口から徒歩約５分）
※ 土・日・祝日（年末年始除く）は☎075-257-9002へ（電話のみ）

15年間保証すると言われたが
 事業者と連絡がつかない！

はい！こちら消費生活
センターです

消費生活の相談や苦情は気軽に相楽消費生活センターへ

　（電話または来所）☎７２-９９５５
　　　　　相談は無料です。　秘密は厳守します。

※「消費者ホットライン」☎188（いやや！）番を利用してください。

ナニ？     キューキューGOGO！

小展示「梅尽くし―和歌から絵画、食卓まで―」
■時２月16日（木）～３月14日（火）　
　午前10時～午後６時（日曜日は休館）
■所地下１階「閲覧室」
■対  年齢制限はありません。18歳未満の方は受
付で申し出てください。
■内  梅の持つ様々な側面を、所蔵資料約100点
を用いてお伝えします。

ガイダンス「暮らしの中での図書館活用法：生活編」 要予約
■時第１回 ２月10日（金）　第２回 ２月22日（水）
　各回午後１時30分～３時30分
■所１階「総務課会議室」　■定各回30人 先着
■内  暮らしの疑問解決に図書館を活かしませんか？第１回「健康食品とのつ
きあい方」は、健康食品との上手なつきあい方を学びます。第２回「自分の
お金は自分で守る～悪質商法対策～」は、トラブルの対処法を学びます。
■講京都府職員、国立国会図書館職員

国立国会図書館関西館へ来ませんか

■申・■問国立国会図書館関西館　☎98-1341　 fax 94-9114　URL http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/events/


