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日付 イベント 場所

12月未定
12月31日

スケジュールは予告なく変更になる事がございます。 GVB Signature Event

ツアー オブ グアム（自転車レース・サイクリング）
大晦日花火

グアム島中央部と南部
未定

2月
3月
4月

5月

6月
7月

9月
11月
12月

2月15日 バトル・ショーケース（自動車ショー） グアム・インターナショナル・レースウェイパーク

3月22日 ココキッズ ・フェスト/ トレンチキッズ障害物チャレンジ ガバナー ジョセフ フローレス メモリアル パーク

6月19日 エレクトリック アイランド フェスティバル サマー イベント 未定

9月20日 トレンチ・チャレンジ グアム・インターナショナル・レースウェイパーク

7月11日
7月21日

グアムBBQブロックパーティ
リベレーションデー パレード

タモン地区プレジャーアイランド
ハガニャ

4月5日
4月17日ー19日

第８回ユナイテッド・グアムマラソン
第40回APLスモーキン・ホイールズ（モトクロス イベント）

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

11月上旬ー2月上旬 ショップ・グアム・eフェスティバル グアム島全域

5月1日ー3日
5月9日ー16日
5月13日14日

5月未定
5月24日

5月30日ー６月7日

グアム・ミクロネシア・アイランド・フェア
チャッキーチーズ・グアム ITF ジュニア テニストーナメント

トラベル トーク
アガット・マンゴ・フェスティバル

2020 ココス・クロッシング
キングス・グアムITFワールドテニスツアー プロサーキット

ハガニャ
ヒルトン グアム リゾート＆スパ

ハガニャ
アガット村コミニュティセンター

メリッソ村桟橋
ヒルトン グアム リゾート＆スパ



チャッキーチーズ・グアムITFジュニア テニス トーナメント
5月9日～16日　場所　ヒルトン グアム リゾート＆スパ
国際テニス連盟主催のジュニア世界テニストーナメントは１８歳未満の男女が世界ランキ
ングのポイント獲得が出来る国際ジュニア テニス大会です。
窓口：トーグン・スミス | Tel: 687-5483 | Email: torgun@tennisacademyguam.com
ウェブサイト：https://gntf.org

トラベル トーク
5月13日と14日　場所　ハガニャ
＃インスタグアム トラベル トークス デジタル グローバル サミットは観光産業、破壊的イ
ノベーター、コンテンツ・クリエーター達が一堂に会し、グローバル・エクスペリエン
ス・エコノミーに影響を与えるデジタルトレンドを意見交換するための会議です。トラベ
ルマーケッターや業界のエキスパート達からあなたのビジネスを成長させ世界的なトラベ
ルトレンドに投資するために有効なデジタルプラットフォームを学びましょう。
窓口：ナディーン・レオン・グェレロ | Tel: 646-5278 | Email: Nadine.leonguerrero@visitguam.org
ウェブサイト：www.guamtraveltalks.com

グアム・ミクロネシア・アイランド・フェア
5月1日～3日　場所　ハガニャ
グアム政府観光局が３０年以上に渡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、美味
しい郷土料理など、数千年もの間、受け継がれてきたミクロネシアの魅力をエキサイティ
ングな週末にご堪能ください。
窓口：ディー・ヘルナンデス | Tel: 646-5278 | Email: dee.hernandez@visitguam.org

第14回アガット・マンゴーフェスティバル
開催時期未定　場所　アガット村コミュニティセンター
マンゴーが主役の様々なアクティビティ、コンテスト、展示、催しが楽しめるほか、マン
ゴーの美味しさを存分に味わえる、楽しさ溢れるフェスティバル。参加者来場者が一緒に
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溢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.mangofestivalgu.com

ココキッズ ・フェスト/ キッズ障害物チャレンジ
3月22日　場所　ガバナー ジョセフ フローレス メモリアル パーク
ココキッズ ・フェストがさらに楽しくなります。この楽しいファミリーイベントでは子供
障害物競争と小さなお子様用自転車イベントが開催されます。４歳から12歳のお子様が対
象です。
窓口：クレイグ・カマチョ | Tel: 646-5278 | Email: kraig.camacho@visitguam.org
    　 Email: info@visitguam.org

第４０回APLスモーキン・ホイールズ（モトクロスイベント）
4月17日～19日　場所　グアム・インターナショナル・レースウェイパーク
伝統的なスモーキン・ホイールズ・レースが金曜夜のドラッグレースを皮切りに、翌日に
はフィエスタ・カーショーやドラッグレース決勝戦などのモータースポーツ競技会が開催
されます。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、とびきり美味しいフードに迫力満点のレース。年に一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8回ユナイテッド・グアムマラソン
4月5日　場所　ガバナー ジョセフ フローレス メモリアル パーク
ユナイテッド・グアムマラソンがパシフィック・アイランド・クラブとユナイテッド航空
の協賛を得て開催されます（フルマラソンの他、ハーフマラソン、１０キロと５キロコー
スがあります）。準備を整えてご家族やご友人とご参加ください。全ての種目のスター
ト・ゴールはガバナー ジョセフ フローレス メモリアル パーク（イパオビーチ）前のペー
ル・サン・ビトアーズ・ロードになります。
午前3時マラソンスタート　午前4時ハーフマラソンスタート
午前5時１０キロスタート　午前6時５キロスタート
窓口：ベン・ファーガソン | Tel: 646-9171 | ウェブサイト: www.unitedguammarathon.jp

CHUCK E.
CHEESE GUAM
ITF JUNIORS

WORLD TENNIS
TOUR



２０２０年ココス・クロッシング
5月24日　場所　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達が集
うこの大会にぜひご参加ください。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・ゲイルまたはティム・フェデンコ | Tel: 488-2222 | 
Email: info@guamcocoscrossing.com
ウェブサイト：https://www.guamcococscrossing.com

キングス・グアムITFワールドテニスツアープロサーキット
5月30日～6月7日　場所　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。参加者の大半が
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。予選後の本戦で、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：https://gntf.org

エレクトリック アイランド フェスティバル サマーイベント
6月19日　場所　後日決定
EIFはアンダーグランドムーブメントとして始まり現在ではポップカルチャー革命の旗頭に
なっています。アート、音楽、文化やファッションなどが社会を前進させ、より一層クリ
エイティブで革新的、常にオープンマインドな人々からの刺激を受け進化しています。こ
の５年間でEIFは飛躍的に進化し、世界中から国際的なアーティストやゲストを迎え、アジ
ア太平洋の地域から沢山のお客様がEIFを楽しみました。グアムでは近年最も高い人気を誇
る催しの一つとなっています。
窓口：アンドリュー・ホン | Email: andrew@6amgroup.com
ウェブサイト：www.electricislandfestival.com
Facebook: eifestival / twitter: eifestival / instagram : eifestival / snapchat: eifestival

ショップ・グアム・Eフェスティバル
11月10日～2月10日予定　場所　グアム島全域
ショップグアムフェスティバルは、グローバルソーシャルメディアキャンペーンとしてグアム政府
観光局により2012年スタートしました。当キャンペーンを通しグアムはモダンで、ファッショナ
ブル、かつ多様なショッピングデスティネーションになるべく、更なる発展を目指します。9年目
を迎えるショップグアムは“スマート・ツーリズム”のビジョンをフルに取り入れ、ショップグアム
eフェスティバルへと変貌を遂げました。新しいショップグアムeフェスティバルアプリは、グアム
でのショッピングとアクティビティを検索する新たな手法として、現在地センサーを含む最新の
モバイルマーケティングにより革新的なショッピング体験を皆様にご提供するでしょう。こちら
のアプリは多言語対応で日本語でご利用いただけます。
窓口：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
12月31日　場所　未定
新年へのカウントダウンとともにニューイヤーズイブのパーティーが始まります。美しい
タモン湾とハガニャの中心に上がる花火をグアムの住民も観光客も皆んなでお祝いしま
す。グアムではアメリカで一番早く新年の花火を見ることが出来ます。
窓口：エリザ・デームス | Tel: 472-8931/475-9193/688-3024 | Email: eliza.dames@guam.gov

ツアー オブ グアム サイクリング
12月予定　場所　グアム中央部と南部
ツアー オブ　グアムはグアムで最も有名な自転車レースイベントです。この大会はグアム
のサイクリング アスリートにとって全米選手権の年次大会であり、またグアムと北マリア
ナ諸島の自転車愛好者にとっては年齢区分別レースの代表的な競技大会となっています。
全長105キロと42キロの２種類のコースがあります。
窓口：エリック・タイディンコ | Tel: 483-7773 | ウェブサイト：www.tourofguam.com

グアムBBQブロックパーティ
7月11日　場所　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出来る究極のBBQイベント。入場は無料です。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 | Email: kraig.camacho@visitguam.org


