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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

Back to the old ways

　英会話や英語の発音などを練習・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2回の講座では、80年代の曲を発表します。英語の
学習を希望する方でも、カラオケで歌える英語の曲を
増やしたい方でも大歓迎です！

■時4月11日（水）　午後2時～3時頃

■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  4月3日までに参加者氏名、住所、電話番号、年齢、性別
を記入して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
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英語講座 「英語THRU音楽 The Electric 80s」

182018.3 広報

　We’re finally out of the cold months and headed 
toward warmer days. While I welcome the change in 
weather, I’ll miss the great food that is eaten during 
the colder months, like nabe and oden. Since moving to 
Japan, I have come to like traditional Japanese food and 
the culture associated with it. The passion Japanese 
people have for their cultural cuisine reminds me about 
Hawaiians and their love for their traditional foods.
　Like some aspects of Japanese cuisine, Hawaiian food 
traditions have changed throughout the years. Before 
western contact, Hawaiian food wasn’t an ethnic 
cuisine, but a lifestyle. Eating was culturally important, 
and for hundreds of years there were many rules in place 
defining proper food culture. Kapu, or restrictions, dictated 
which foods were taboo, when certain meats were to 
be eaten, and even where and how men, women, and 
children were to eat. 
　Meat, fruits, and vegetables were abundant on the 
islands and a variety of them were eaten to ensure 
nutritional balance. The traditional Hawaiian diet was high 
in carbohydrates at approximately 70% and low in fats 
and protein. Despite the tendency of modern diets to cut 
down on carbs, the traditional diet paired with an active 
lifestyle kept Hawaiians healthy and energetic. 
　As western influence took root, the traditional diet 
changed and food kapu were abolished. fat and protein 
consumption rose, and the introduction of other foreign 
foods into the Hawaiian diet like rice, beef, noodles, bread, 
and other nutrient poor foods led to a heart disease and 
obesity epidemic that the Hawaiian population still suffers 
from today.
　There have been many efforts to counter heart disease 
and obesity in the Hawaiian community. One of the 
most successful was the Waianae Diet Program, a diet 
based on traditional Hawaiian foods. The diet, structured 
like the traditional Hawaiian diet, requires participants 
to eat “before Western contact” foods like taro, sweet 
potato, yams, fish, chicken, and other indigenous foods. 
Participants often report significant weight loss, lower 
blood sugar, and other positive outcomes.
　These days, many people fall into the hole of a new fad 
diet in order to get healthy. Sometimes, the easiest way to 
find health is to look back to your ancestors.
　See you next month!

　寒い時期を乗り越え、少しずつ暖かい日々に向かってい
ます。季節の変化に喜びを感じるとともに、鍋やおでんなど
冬の料理も名残惜しいです。来日して以来、日本料理と文化
をどんどん好きになっています。日本人の和食に対する情
熱を見ると、ハワイ人のハワイ料理への愛を思い出します。
　日本料理と同じように、ハワイ料理の習慣も年月を重ね
るごとに変化してきました。西洋人に出会う前、ハワイの料
理はエスニック料理ではなく、生活の大切な一部でした。
食事は重要な文化であり、正しい料理文化を定めた規則
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apuでは、禁止されてい
る食物やどの肉類をいつ食べられるかなどの他に、男性、女
性、子どもの食事法と場所までも決められていました。
　ハワイ諸島には肉、果物や野菜が豊富にあり、栄養のバ
ランスを確保するためにそれらを食べました。過去のハワ
イ人の栄養割合は、炭水化物が７割で脂肪とタンパク質の
割合は低かったです。今、流行りの炭水化物を摂らないダイ
エットと逆ですが、その栄養割合と活発的な生活により、ハ
ワイ人は元気で健康的な日々を送りました。
　西洋の影響が根付いた時に、食生活が変わり、kapuが廃
止されました。脂肪とタンパク質の消費がぐんと上がり、ラ
イス、牛肉、麺やパンなどの外国の食物が食生活に広く取り
入れられました。そのため、多くのハワイ人は心臓病や肥満
症などの病気を今も抱えています。
　これまで、心臓病や肥満対策への試みがたくさんおこ
なわれました。成果があった手段の一つは「T
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rogram」という伝統的な食物に基づいたダイエッ
トです。タロイモ、紅イモ、魚、鶏肉や多種の野菜など、ハワ
イ原産の食物を食べることで、参加者からは減量や血糖値
の改善など、いい結果が報告されました。
　最近、健康のために流行のダイエットに便乗する人が多
くいます。健康になる簡単な方法を見つけたいなら、先人た
ちの生き方を振り返ってみてはいかがでしょうか。
　また来月！
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