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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

　If you have ever been to Hawaii, you have probably 
noticed that there are many Japanese people. While 
some of them are tourists, many of them are long-
time residents born and raised in Hawaii. If you meet 
a local of Japanese ethnicity in Hawaii, chances are 
they are a descendent of a Japanese immigrant that 
came to Hawaii more than 100 years ago. 
　Japanese immigration to Hawaii began in earnest in 
1885 and grew rapidly at the behest of labor starved 
agri-business. While the 1884 census recorded only 116 
Japanese, that number jumped to 47,508 men and 13,603 
women by 1900. By 1920, residents of Japanese descent 
consisted of 42% of the overall population of Hawaii.
　First generation Japanese immigrants, or Issei, after 
years of toiling on plantations for little pay, moved to 
rapidly urbanizing centers like Honolulu in search of 
a better lifestyle for themselves and their children to 
varying degrees of success. Their upward mobility as 
a people in Hawaii truly began with the Japanese-
American Nisei. 
　Nisei were considered American citizens by birth, 
meaning they were legally required to get an American 
education. This allowed Nisei and Sansei alike to move 
up the socioeconomic ladder over a few decades. As 
a result, in the 55 year period between 1915 and 1970 
the percentage of Japanese practitioners in specialized 
fields skyrocketed. For example, the percentage of 
Japanese attorneys jumped from 2% to 24.7%, dentists 
from 6% to 61.5%, and optometrists from 0% to 65.5%.
　This upward movement included an increase in 
political clout as well. Daniel Inouye, a Nisei, became 
the first Japanese American to serve in the U.S. 
House of Representatives and later the Senate. 
He was elected in 1962, three years after Hawaii 
became a state, and held the seat until his death in 
December 2012. He is known for being the highest-
ranking Asian-American politician in U.S. History. The 
Honolulu International Airport was recently renamed 
Daniel Inouye International Airport in his honor.
　Patsy Takemoto Mink, a sansei Japanese American 
and first female Asian American elected to congress, 
is another person of Japanese descent who has left 
a mark on American history. She is known most for 
co-writing laws prohibiting gender discrimination in 
education. 
　Hawaii is the way it is today thanks in part to the 
rise of Nisei and Sansei Japanese and I believe they 
and their descendants will continue to make history!

　もしあなたがハワイに行ったことがあれば、日系人がた
くさんいることに気付いたかもしれません。ハワイでは、
観光客だけでなく、ゆったりした服で見分けやすいハワイ
在住の日系人が多いです。日系人に出会ったら、その人は、
100年以上前に移住した日本人の子孫かもしれません。
　日本人のハワイへの移住は、1885年に本格的に始まり、
大手の農業会社が大勢の労働者を求めていたことから、移
民者数がどんどん増加しました。1884年に行われたハワイ
の人口調査では、僅か116人であった日系人が、1900年には
男性47,508人、女性13,603人に急増し、1920年には総人口
の42%を日系人が占めました。
　最初にハワイに移住した日系一世は、プランテーション
で何年も苦労したため、契約が満了すれば、生活環境の向上
を求めて急速に近代化されているホノルル市に引っ越しま
した。成功の話は数々ありますが、日系人の社会上昇が本当
に始まったのは二世からです。
　二世は生まれた時からアメリカの国籍を持っていたため、
法律により学校で教育を受けることができました。この法
律をきっかけに数十年にわたって日系人の身分がよくなり、
1915年から1970年の55年間に日系人の専門分野が大きく
変わりました。例えば、日系人の弁護士は2%から24.7%、歯科
医は6%から61.5%、眼科医は0%から65.5%に上昇しました。
　社会上昇と共に、日系人は政権も手に入れました。二世のダ
ニエル・イノウエは、アメリカ初の日系人下院議員と上院議員
になりました。1962年に上院選挙に当選し、2012年に亡くな
るまで在職し続け、アメリカの歴史上最も高い地位を得たア
ジア系政治家として知られています。イノウエ議員に敬意と
感謝の気持ちを表すため、ハワイ州政府がホノルル国際空港
の名称を「ダニエル・K・イノウエ国際空港」に変更しました。
　三世のパッツイー・マツ・タケモト・ミンクもアメリカ初
のアジア系女性の下院議員として歴史に名を刻まれていま
す。教育における性差別を禁じた法律を作った人の一人と
して知られています。
　二世と三世の頑張りのおかげで現代のハワイがあり、歴
史に大きく影響し続けていることを心から尊敬します。

　4月1日から、右の図のとおり市役所来客者用
駐車スペースを変更しています。

木津警察署前市役所来客者用駐車場の
駐車スペース変更のお知らせ！ 来客者用駐車スペース

来客者用駐車スペース
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