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第39回日本人会秋祭り
　　ショップ・グアム・e-フェスティバル

MBCミュージック・Kポップコンサート・オン・グアム
EIFウィンター・ワンダーランド

ツアー・オブ・グアム（自転車レース・サイクリング）

ニューイヤーズイブ花火大会

第17回グアム知事杯女子ゴルフトーナメント

　　ココキッズ・ファン・ラン / ストライダーズ・キッズ・バイク

APLスモーキン・ホイールズ・レーシング・ウィークエンド
　　第7回ユナイテッド・グアムマラソン

第11回スモーキン・グリル・バーベキュー・コンテスト
タロフォフォ・バナナフェスティバル

トレンチ・キッズ

　　グアム・ミクロネシア・アイランド・フェア
第13回アガット・マンゴーフェスティバル

2019ココス・クロッシング
キングス・グアム・フューチャーズ・テニストーナメント

グアム・プライド：ザ・パーティー

グアム・プライド：ザ・マーチ

グアム・プライド：ザ・ビーチフェスティバル

　　グアムBBQブロックパーティ
第75回リベレーションデー（解放記念日）パレード
第75回リベレーションデー（解放記念日）カーニバル

トレンチ・チャレンジ

ガバナー ジョセフ フローレス メモリアル パーク
グアム島全域

ガバナー ジョセフ フローレス メモリアル パーク
パシフィックスター
グアム中部・南部

タモン湾周辺

レオパレスリゾートカントリークラブ

ガバナー ジョセフ フローレス メモリアル パーク

グアム・インターナショナル・レースウェイパーク
ガバナー ジョセフ フローレス メモリアル パーク

後日決定
イパンビーチパーク

グアム・インターナショナル・レースウェイパーク

ハガニア地区パセオ公園フェスティバルハッツ
アガット村コミュニティセンター

メリッソ村桟橋
ヒルトングアムリゾート＆スパ
グアム・グローブ・ナイトクラブ

パシフィックスター・リゾート＆スパから
ガバナー ジョセフ フローレス メモリアル パークまで
ガバナー ジョセフ フローレス メモリアル パーク

タモン地区プレジャーアイランド
ハガニア地区
後日決定

グアム・インターナショナル・レースウェイパーク

グアム政府観光局
所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内３－１－１ 国際ビル２階
Tel:  03-3212-3630
URL:  www.visitguam.jp
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SPORTS, ART, CULTURE & FESTIVALS
スポーツ、アート、カルチャー＆フェスティバル

ショップ・グアム・e -フェスティバル
2018 年 11月 10日～ 2019年 2月 10日　会場：グアム島全域
「近代的な施設で多彩なショッピングが楽しめるファッショナブルな島」というグアムの顔を発信するインタ
ラクティブなショッピングの場を創出したい。そんな目標を掲げ、グアム政府観光局では2012年から「ショッ
プ・グアム・フェスティバル」を開催し、ソーシャルメディアを駆使したキャンペーンとして世界的に展開し
ています。今回で 7年目を迎えたショップ・グアム・フェスティバルは、「スマートツーリズム」のビジョンを
全面的に取り入れたeフェスティバルに成長しました。店頭でセンサーを使うモバイルマーケティング技術を
駆使し、グアムのショッピングや多彩なアクティビティに関する情報を、これまでにない方法で発信する
「ショップ・グアム・アプリ」で、一歩進んだモバイルショッピング体験をお楽しみください。
モバイルアプリは 6カ国語に対応しています。
問い合わせ先：ロビー・バウティスタ　Tel：797-9900 
Email：shopguam@visitguam.org

ニューイヤーズイブ花火大会
1 月 1日　会場：タモン湾周辺
新年に向けたカウントダウンの開始と共に、祝賀イベントがスタート。島民と旅行者が一緒に美しいタモン湾の
夜空を彩る花火を楽しみます。時差の関係で毎年、グアムが米国領の中で最も早く新年を祝う花火を見られる
場所となっています。
Tel：646-5278/9
Email：info@visitguam.org

第 17回グアム知事杯女子ゴルフトーナメント
2 月 14日～ 17日　会場：レオパレスリゾートカントリークラブ
日本女子プロゴルフ協会の登録プロ 100名が参戦する定例トーナメントと、JTB女子プロアマトーナメント
「コンチャカップ」を兼ねたゴルフカップです。
窓口：小川芳子  Tel：300-1237
Email：ogawa@leopalaceguam.com 
ウェブサイト：www.guamgolf.jp

グアム・ココキッズ・ファン・ラン /ストライダーズ・キッズ・バイク・イベント 2018
3 月 23日　会場：ガバナー ジョセフ フローレス メモリアル パーク
大人気のココキッズ・ファン・ランは回を重ねること 11回、今年も開催いたします！　
4 歳～ 12 歳の子どもたちが、年齢別に 0.6km、1.6km、3.3km のコースに分かれて走る楽しいファミリー
イベントです。今回はもっと小さな子どもたちが主役の、キッズ用バイクイベントも合わせて開催いたします。
ご家族そろってお越しください。
窓口：クレイグ・カマチョ　Tel：646-5278/9
Email：kraig.camacho@visitguam.org / info@guamkokoroadrace.com
ウェブサイト：www.guamkokoroadrace.com

APL スモーキン・ホイールズ・レーシング・ウィークエンド
4 月 12日～ 14日　会場：グアム・インターナショナル・レースウェイパーク
伝説的な国際オフロードレース「スモーキンホイールズ」が、グアム・インターナショナル・レースウェイパーク
の週末を熱くします。初日のドラッグレースを皮切りに、翌日にはフィエスタ・カーフェスタやドラッグレース
決勝戦をはじめとする数々のモータースポーツイベントや競技を開催。最終日の日曜日には、スモーキン・
オフロードバギー耐久レース、スモーキン・グリル・バーベキュー・コンテスト、マッドドラッグレースなどが
行われます。イベントに次ぐイベント、とびきりおいしいフードに迫力満点のレース。年に 1 度のモーター
スポーツの祭典をぜひお見逃しなく！
窓口：ヘンリー・シンプソン　Tel：727-5382
Email：track@guam.net　
ウェブサイト：www.guamraceway.com

第 7回ユナイテッド・グアムマラソン
4 月 14日　会場：ガバナー ジョセフ フローレス メモリアル パーク
グアム政府観光局がパシフィックアイランドクラブ（PIC）、ユナイテッド航空と共催する国際マラソン大会も
今年で 7回目を迎えます（フルマラソンのほかにハーフ、10 km、5 kmの部門が設けられています）。ご家族、
ご友人と一緒に、ふるってご参加ください。どの部門もスタート地点とゴール地点はともに、ガバナー ジョセフ 
フローレス メモリアル パーク（イパオビーチ）前のパレサンビトレス通りです。
フルマラソン部門：午前 3時スタート
ハーフマラソン部門：午前 4時 30分スタート
10 km部門：午前 5時 30分スタート
5 km部門：午前 5時 15分スタート
窓口：ベン・ファーガソン Tel：646-9171 
ウェブサイト：www.guammarathon.com

グアム・ミクロネシア・アイランド・フェア
5 月 1日～ 5日　会場：ハガニア地区パセオ公園フェスティバルハッツ
グアム政府観光局が 30 年以上にわたり毎年開催している恒例の文化イベント。ミクロネシアの島々に息づく
豊かな文化を紹介しています。木彫り、鍛冶、伝統的な航海技術、装飾品作り、織物などの伝統的な技を極めた
職人たちによる実演、伝統舞踊や民族音楽の公演、おいしい郷土料理の数々を販売する屋台など、ミクロネシアの
魅力を堪能できるさまざまな機会をこの5日間にぎっしり詰め込みました。楽しさあふれるイベントで、千年の
あいだ脈々と受け継がれてきたミクロネシアの伝統に触れ、その魅力をじかに感じてください。
窓口：ディー・ヘルナンデス Tel：646-5278/9
Email：dee.hernandez@visitguam.org

第 13回アガット・マンゴーフェスティバル
5 月 24日～ 26日　会場：アガット村コミュニティセンター
マンゴーが主役のさまざまなアクティビティ、コンテスト、展示、催しが楽しめるほか、マンゴーのおいしさを
存分に味わえる、楽しさあふれるフェスティバル。主催者も来場者も一緒に楽しめるイベントです。グアム南部
ならではのホスピタリティにぜひ触れてみてください。島中から集まった才能あふれるエンターテイナーに
よる公演の数々も必見。ずらりと並んだ屋台や伝統工芸などの実演を見て回るのもおすすめです。
窓口：アガット村役場　Tel：565-4335
Email：webmaster@mangofestivalgu.com　
ウェブサイト：www.magofestivalgu.com

2019 ココス・クロッシング
5 月 26日　会場：メリッソ村桟橋
ココス・ラグーンの絶景、大海原を泳ぐ爽快さ、そしてグアム伝統の温かなホスピタリティを心ゆくまで
ご堪能ください。グアム・ココス・クロッシングは、メリッソ村とココス島の間を泳ぐ年に一度の遠泳大会です。
島内や周辺地区から数百人に及ぶスイマーたちが集うこの大会に是非ご参加ください。きっと生涯忘れられ
ない一日となるはずです。参加コースは 3キロ、5キロ、10キロの 3つからお選びください。
窓口：キャサリン・ゲイル、ティム・フェデンコ　Tel：488-2222
Email：info@guamcocoscrossing.com 
ウェブサイト：www.guamcocoscrossing.com

2019 キングス・グアム フューチャーズ テニストーナメント
5 月 29日～ 6月 3日　会場：ヒルトングアムリゾート＆スパ
国際テニス連盟が開催するプロ選手を対象としたサーキット・トーナメント年次大会。日本テニス協会からの
多大なサポートによって実現した大会です。夏季開催のこの大会のために、世界各地のテニス競技大会を
転戦しているプロ選手たちがグアムに集結。世界ランキングを上げるためのポイント獲得を狙い、熾烈な戦い
を繰り広げます。参戦者の大半が日本を含む東アジア諸国、米国、オーストラリアの選手です。予選後の本選で、
シングルスとダブルスの両方のトーナメントが開催されます。
窓口：トーグン・スミス　Tel：687-5483
Email：torgun@tennisacademyguam.com　
ウェブサイト：www.guamtennisfederation.com

グアム・プライド 2019
5 月 31日　ザ・パーティー　会場：グアム・グローブ・ナイトクラブ
6 月 1 日　ザ・マーチ　会場：パシフィックスター・リゾート＆スパからガバナー ジョセフ フローレス

メモリアル パークまで行進
6 月 1 日　ザ・ビーチフェスティバル　会場：ガバナー ジョセフ フローレス メモリアル パーク
LGBTQ（性的マイノリティ）コミュニティ発信の、どなたにもご参加いただけるイベントです。コミュニティ
の人々が、私たちの社会、グアム島内、先住民チャモロ族の文化に果たしてきた貢献をたたえ、同時に彼らが強
いられてきた犠牲に思いを馳せながら、LGBTQ のヒストリーと文化を知っていただくことが目的です。ウェ
ブサイト guampride.org/event-info で詳しい情報をご紹介していますが、2019 年中に開催されるプライ
ドの各イベントにご参加いただければ、さらに知識の幅を広げていただくことができるでしょう。
窓口：ラシア・カシル　Tel：688-1139
Email：info@guampride.org
ウェブサイト：www.guampride.org

グアム BBQブロックパーティ
7 月 6日　会場：タモン地区 プレジャーアイランド
グアム伝統の味とハファダイ精神を堪能できる究極の BBQ イベント。入場無料です。場内には島を代表する
グリルシェフが集まり、自慢のバーベキューをその場で焼いて販売します。地元ミュージシャンの生演奏や
グアムの特産品を売る屋台などもお楽しみいただけます。イベント開催中、プレジャーアイランド地区の大通り
は歩行者天国になります。ご家族やご友人と一緒にぜひお越しください。
窓口：クレイグ・カマチョ　Tel：646-5278/9
Email：kraig.camacho@visitguam.org

ツアー・オブ・グアム（自転車レース・サイクリング）
12 月 9日　会場：グアム中部・南部
グアムで最も権威あるサイクリング競技イベント。グアムの自転車競技者にとっては、全米選手権の年次大会
という位置づけのレースであり、グアムおよび北マリアナ諸島の自転車レース愛好者にとっては年齢区分別
レースの代表格となっている競技大会です。速さを競う「コンペティション」部門とマイペースで完走を目指す
「ファンライド」の両部門に、全長 105 kmと 42 kmの 2種類のコースを用意しています。
窓口：エリック・タイディンコ　Tel：483-7773
ウェブサイト：www.tourofguam.jp.net
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