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ale ～ふと思ったこと
　ハワイでは３月は春の始まりです。日本では花が咲き、鳥も歌
い始めますが、ハワイでは一年中起こる現象なので、ハワイの春
はそんなに特別ではありません。しかし、航空券が少し安くなる
時期であり、ハワイにはこの頃に行かれるのがオススメです！
　歌といえば、ハワイ原住民の子どもしか通えないカメハメハ
高校では、３月に「Song Contest」という年次合唱コンクール
が開催されます。このコンクールでは、自分の文化を理解する
ために、各学年の生徒たちが有名なハワイ語の曲をアカペラ
で歌います。女子、男子、男女の部に分かれていて、それぞれ異
なる曲を歌い、審査員が音楽性とハワイ語の歌詞の正確さに
基づいて採点します。コンクールの最後に、高得点を得た生徒
たちが受賞し、会場が大騒ぎになります。YouTubeでコンクー
ルのビデオが沢山載っていますのでぜひ見てみてください！
（「Kamehameha Schools Song Contest」で検索！）
　日本でも合唱曲が人気であり、木津川市にも子供合唱団が
あるほど合唱が大人気です。昨年10月に加茂文化センターで
おこなわれたフレンドシップコンサートでは、子供合唱団がド
イツ語の曲を歌ったことに驚き喜びました。いつかハワイ語の
曲を歌ってくれることを期待しています！

また来月！

　March, the beginning of springtime in Hawaii... the flowers 
start blooming and the birds start singing their songs. To be 
quite honest however, those things happen throughout the 
year so Spring isn’t that special. But tickets to Hawaii start 
to get cheap during this time so I recommend you try going!
　Speaking of singing, March is typically when an event 
called Song Contest is held by a school for children of 
Hawaiian descent Kamehameha Schools. True to its name, 
the annual Kamehameha Schools Song Contest is a choral 
competition where the students from each class perform 
Hawaiian classics a cappella with the purpose of having the 
students learn about their cultural heritage. The competition 
is separated into a women’s part, men’s part, and coed 
part, and each is scored separately based on musicality and 
correct usage of the Hawaiian language (pronunciation and 
flow). The groups with the highest score receive awards 
at the end of the competition and the award ceremony is 
usually a very jubilant affair. There are tons of videos on 
YouTube of the competition, so definitely check them out! 
(Search“Kamehameha Schools Song Contest”)
　It seems that choral music is very popular in Japan, 
especially in Kizugawa where there are children’s choir 
groups in each town. I was pleasantly surprised to hear 
them sing in German during the friendship concert in Kamo. 
I hope I get to hear them sing a Hawaiian song one of these 
days!

See you next month!

Q  動画サイト閲覧の未納料金があるというメールが届き、
問合せ先の連絡先に電話をかけると、料金の支払いを求
められた。支払わなければ裁判になると強迫されたの
で、言われるがままコンビニでプリペイドカードを購入
して、カードに記載された番号を相手に送ってしまった。
A  相手から購入を指示されるプリペイドカードの番号
を伝えることは、購入した金額をそのまま相手に渡す

のと同じことになります。
　 　相手に番号を伝えてから時間が経つと、すでにその
カード額は使われていることが多く、取り戻すことは
極めて困難です。プリペイドカード番号等を教えるの
は、お金を払うことと同じだと理解し、絶対に番号等
を教えないようにし、万が一伝えてしまった場合は、
すぐに相談してください。

相 談 日　月～金曜日（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）

プリペイドカードで支払わせる
 詐欺に注意しましょう

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！

出身：ハワイ　年齢：24歳
趣味：料理、まちへ出かけること

Profile Gavyn Guigui（ギギ・ギャビン）

　ロコモコやスパムむすび等の有名料理の発明から
ハワイ政府まで、日系人がハワイに大きな影響を与え
ています。それはなぜでしょうか。その理由を異文化
講座「Ku’u One Hanau」第２回で説明します。ハワ
イの日系人や、移民の歴史を知りたい人は、ぜひ参加
してください！
　講座は英語を交えながらおこないますが、英語が話
せない方でも楽しんでいただけます。

■時4月13日（木）　午後2時～3時
■所市役所4階「会議室4-3」
■対市内にお住まい又は通学、通勤している方
■定20人程度 抽選
■申  3月27日までに、参加者氏名、住所、電話番号、年齢、
性別を電子メール又は電話で次へ。
■問学研企画課　☎75-1201
　　kikaku@city.kizugawa.lg.jp

Ku’u One Hanau －ハワイ異文化講座シリーズ 第２回
～Mahalo Gozaimasu ～  日系人のハワイ

講師は

ギャビンが

務めます！
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