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　When planning a trip to Hawaii travelers often 
include Waikiki in their itinerary. It being the resort 
capital of the Hawaii known for its high-end shopping, 
world class dining experiences, luxurious hotels, 
and of course its renowned beaches, it’s no wonder 
tourists put Waikiki at the top of their plans. Though 
currently a widely known resort area, most visitors 
are unknowing of Waikiki’s swampy past.
　Before the hotel boom in the 20th century, Waikiki 
was mostly marshland where royals held residences 
and farmers grew patches of taro and rice. The name 

“Waikiki” translates to “spouting waters,” a reference 
to the abundance of water that used to run through 
the area. 
　1901 marked the construction of the first hotel 
in Waikiki that welcomed guests visiting solely for 
vacation. The success of the hotel and growing, 
world-wide interest in Hawaii as the destination to 
visit influenced further development. The result was 
the “Waikiki Reclamation Project.” The project was 
completed in the 1920s and opened up the area to 
a new level of commercial potential, with the end 
product being what stands there today.
　To most locals, the development of Waikiki is a never 
ending ordeal. The construction of new hotels and 
renovations for existing properties, new shopping 
malls, et cetera seem to always be taking place. 
Sometimes construction efforts stretch as far as the 
beach. The shores of Waikiki are naturally thin and 
have been suffering from erosion for as long as it 
has been a tourist destination and exacerbated by 
the manmade sea walls just offshore that prevent the 
natural flow of sand. The solution until the 1970s was 
to take sand from other beaches on Oahu to replenish 
Waikiki beaches. That was eventually outlawed 
due to strong local opposition. Subsequent sand 
replenishment projects replace offshore sand from 
Waikiki on shore. Keep that in mind the next time you 
sunbathe on Waikiki Beach.
　There are many other great places other than 
Waikiki that are completely natural, which I definitely 
recommend visiting. If you would like to know where 
to go, feel free to ask me!
　See you next month!

　ハワイ旅行を計画する際、たいてい行程にワイキキを含
めます。リゾートの中心地であることを始め、高級店、最上
級のレストラン、豪華なホテルや素敵なビーチのある場所
として有名なので、多くの訪問者がワイキキを予定に入れ
ることは不思議ではありません。現在、ワイキキはリゾート
地だと広く知られていますが、ほとんどの人がワイキキの
湿った過去を知りません。
　ワイキキは、20世紀のホテルブームが始まる前、王族が住
居を持ち、農民がタロイモと米を育てた湿地帯でした。「ワ
イキキ」という地名を日本語に訳すと「噴出する水」という
意味で、ワイキキを流れていた豊富な水に由来します。
　1901年は、ワイキキ初の旅行者専用ホテルの竣工を迎え
た年でした。ホテルは繁栄し、バカンスの地として人気に
なったことが、土地のさらなる発展に強い影響を及ぼしま
した。その後、1920年代に「ワイキキ土地埋立事業」がおこ
なわれ、活用できる土地が増えたおかげで、今のワイキキが
あります。
　現地の人にとって、ワイキキの発展は終わりの見えない
迷惑です。新しいホテルやショッピングモールの建築、何
十年も営業している古いホテルの改装工事などが常にお
こなわれています。工事は、ワイキキビーチでもおこなわれ
ます。ワイキキの浜辺はもともと狭く、観光地になってから
ずっと浸食の問題を抱えていて、沖合に築かれた防波堤が
砂の流れをさらに悪化させています。1970年代まで、オア
フ島の他のビーチからワイキキビーチに砂を移していまし
たが、現地の人が強い反対の声をあげたため、違法とされ
ました。それ以来、ワイキキビーチの沖合にある砂を取り、
浜辺に移すことによって砂の回復事業がおこなわれていま
す。そのため、ビーチも人工のものです。今度、ワイキキビー
チでくつろいでいる時に、そのことを思い出してみてくだ
さい。
　ハワイには、ワイキキ以外にもたくさん良い所がありま
すので、ぜひそちらも訪れてみてください。詳しく知りたい
方は、僕に聞いてください！
　また来月！
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Profile Gavyn Guigui
（ギギ・ギャビン）

出身：ハワイ　年齢：24歳
趣味：料理、まちへ出かけること、カラオケ

Waikiki of Yesteryear

　英会話や英語の発音などを練習し、上達させません
か？有名な西洋音楽を題材にして僕と一緒に英語を楽
しみましょう！第1回の講座では、70年代の曲を発表
します。
　英語の学習を希望する方や、カラオケで歌える英語
の曲を増やしたい方も大歓迎です！
　Come sing with me !

■時  3月14日（水）　午後2時～3時
■所  市役所4階「会議室4-1」
■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6日までに、参加者氏名、郵便番号・住所、電話番
号、年齢、性別を記入し、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

講師は

ギャビンが

務めます！
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英語THRU音楽 The Sizzling 70s 第1回
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