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会員の皆さま 
 

アロ～ハ！ 
皆さまにおかれましてはお元気にお過ごしのことと思います。昨年まで 
「HISLEA」の名称で親しまれてきた当協会ですが、シニアの方々だけで 
はなく、より幅広い年齢層の方々にもご入会していただけるよう、昨年10月 
より協会名称を「ハワイアロハライフ協会・ハレの会」と変更させていただき 
ました。百花繚乱、いろいろな年代の方たちが集まり、その皆さんのご協力 
のもと、更に充実した「アロハライフ」の実現に向けて努力して参りたいと 
思います。またこの協会名称の変更に伴い、皆さまへ会報誌のお届けが 
遅れましたこと、この場を借りて心よりお詫び申し上げます。新しい会報誌の 
名称は「Hawaii アロハライフ通信」とさせていただきます。今後も定期的に 
発行し、会員の皆さまにお届けいたします。 
 
今年、2020年はTOKYOオリンピックの年、会員の皆さまにとりましても 

激動の一年となることが予想されますが、引き続きハワイアロハライフ 

協会の活動に対し、ご理解・ご協力を賜れば幸いです。 

どうぞ本年もなにとぞ、よろしくお願いいたします。 

マハロ！                                                          

“HALE Christmas Party” @ Hilton Hawaiian Village 2019年12月 

発行元：Hawaii Aloha Life Enrichment Association (ハレの会） 
P.O. Box 8232, Honolulu, Hawaii 96830 

HALE Aloha Office： 2250 Kalakaua Ave., Suite 512 (Waikiki Shopping Plaza 5th Floor） 
Phone：(808) 428-5808  FAX：(808) 396-1140  Email：info@hawaiiseniorlife.org 

（2020年2月発行） 

スポーツも人生も後半戦がおもしろい 分かち合おうアロハの心 

ハワイアロハライフ協会 
会長 坂井 諒三 



【2020年2月 イベント予定】 

（※）各イベントの詳細は協会ウェブサイト：www.hawaiiseniorlife.org でご確認ください。 

   HALEの会アロハオフィス☎(808) 428-5808 でも受け付けております。 
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【2020年3月 イベント予定】 
月 火 水 木 金 土 日

1

【特別サポート会員限定

ホアカレイCCでプレー】

2 3 4 5 6 Honolu lu Festival 7 Honolu lu Festival 8 Honolu lu Festival

ウクレレサークル 麻雀倶楽部Aコース ラジオ体操・楽ちんヨガ エバビーチでHALEゴルフ 【特別サポート会員限定 気功エクササイズ 【特別サポート会員限定

麻雀倶楽部Bコース 初歩の英会話サロン ホアカレイCCでプレー】 ホアカレイCCでプレー】

9 10 11 12 13 14 15

ウクレレサークル ラジオ体操・楽ちんヨガ 【特別サポート会員限定 気功エクササイズ 【特別サポート会員限定

初歩の英会話サロン ホアカレイCCでプレー】 ホアカレイCCでプレー】

16 17 18 19 20 21 22

ウクレレサークル 麻雀倶楽部Aコース ラジオ体操・楽ちんヨガ ゴルフで楽しむ会 【特別サポート会員限定 気功エクササイズ 【特別サポート会員限定

麻雀倶楽部Bコース 初歩の英会話サロン ホアカレイCCでプレー】 ホアカレイCCでプレー】

23 24 25 26 27 28 29

ウクレレサークル ラジオ体操・楽ちんヨガ 【特別サポート会員限定 気功エクササイズ 【特別サポート会員限定

初歩の英会話サロン ホアカレイCCでプレー】 ホアカレイCCでプレー】

サンセットドリンクを楽しむ会

30 31

ウクレレサークル 麻雀倶楽部Aコース

麻雀倶楽部Bコース

月 火 水 木 金 土 日

1 "HALE Week Winter" 2 "HALE Week Winter"

気功エクササイズ 【特別サポート会員限定

令和二年・ハレ新年会 ホアカレイCCでプレー】

Kaka’akoインスタグラム

探索

3 "HALE Week Winter" 4 "HALE Week Winter" 5 "HALE Week Winter" 6 "HALE Week Winter" 7 "HALE Week Winter" 8 9

ウクレレサークル 第3回マージャン大会 ラジオ体操・楽ちんヨガ 桃源郷シャングリラツアー 【特別サポート会員限定 気功エクササイズ 【特別サポート会員限定

初歩の英会話サロン ホアカレイCCでプレー】 ホトトギス会（俳句の会・ ホアカレイCCでプレー】

エバビーチでHALEゴルフ マウイ支部）

地上40階BBQパーティ

10 11 12 13 14 15 16

ウクレレサークル ラジオ体操・楽ちんヨガ 【特別サポート会員限定 気功エクササイズ 【特別サポート会員限定

初歩の英会話サロン ホアカレイCCでプレー】 ホアカレイCCでプレー】

17 18 19 20 21 22 23

ウクレレサークル 麻雀倶楽部Aコース ラジオ体操・楽ちんヨガ ゴルフで楽しむ会 【特別サポート会員限定 気功エクササイズ 【特別サポート会員限定

麻雀倶楽部Bコース 初歩の英会話サロン ホアカレイCCでプレー】 ホアカレイCCでプレー】

24 25 26 27 28

ウクレレサークル ラジオ体操・楽ちんヨガ 首都圏支部・上野鈴本 【特別サポート会員限定

初歩の英会話サロン 演芸場での寄席鑑賞 ホアカレイCCでプレー】

http://www.hawaiiseniorlife.org/


【コラム】                                     
                                  “エース・K・イワセ 「 HAWAII Up-To-Date !! 」 Vol.23” 

【底冷えの日本で考えた、ハワイのホテルと日本の関係】   
 

昨年の11月に日本に行きました。1年ぶりです。ところがとてもタイミングが悪く、 

この冬一番の冷え込み（東京で最低気温2度！）に加え、連日の長雨で、期せず 

して過酷な日本滞在となりました。ただ、前回の日本行きから1年たって、しかも 

来年が東京五輪というタイミングで、日本はだいぶ変貌していました。相変わらず 

テレビには「東大生」と「お笑い芸人」しか出ていませんでしたが、支払い時の 

キャッシュレス化がずいぶん進み（キャッシュバックの嵐でした）、タクシーの座席に 

設置されたモニターは、乗客の顔で年齢、性別、国籍などを推測して適合した広告 

を放映する仕組みになっていたり、すっかり近未来都市だなぁと感じました。一方で、 

悪しき政策の軽減税率の影響が如実に出ていて、「テイクアウトで買った物を店内 

で食べると2％の脱税」などというクダラナイ議論がテレビを賑わせていました。 

 

まぁ色々ありますが、日本も国際都市になるべく頑張っているわけで、そんな生真面目さは、観光という視点 

から見て見習う部分があると感じました。ハワイにも取り入れるべきだなぁ・・・とここまで考えて、ふと気付き 

ました。ハワイの観光の大きな部分を担うホテルに関して、よく見渡してみれば、日本資本（日本経営）ばかり。 

さらに最近のワイキキを賑わせている新ホテルたちは、だいたい日本の会社が運営するホテルばかりなん 

ですよ。すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、そもそもワイキキの黎明期を彩ってきた名門 

ホテルとされる、モアナサーフライダー（1901年創業）とロイヤルハワイアンホテル（1927年創業）の2つは、 

国際興業がオーナー。国際興業といえば、「政界の黒幕」とも呼ばれた小佐野賢治氏が創業した企業で、 

ハワイのホテル買収をスタートしたのは1963年といいますから、かなりの先見の明と言えます。日本の海外 

旅行自由化は1964年ですからね。2つのホテルに加えて、シェラトンプリンセスカイウラニ、シェラトンワイキキ 

も所有しています。 

 

カハラホテル、プリンスワイキキ、ワイキキジョイホテルも日本の会社が経営しています。プリンスは 

当たり前か・・・富裕層に圧倒的な支持を受けるハレクラニも、実は帝国ホテルと同じ三井不動産が所有。 

そのハレクラニが、元のワイキキパークホテルを全面リノベーションして新たに「ハレプナワイキキby 

ハレクラニ」をオープン。帝国ホテルからシェフを招聘したベーカリーと、海を見通せるプールが話題となって 

います。さらに、キューピーコーワで知られる興和が開業した「エスパシオ・ザ・ジュエル・オブ・ワイキキ」は、 

1フロア1室のスイートルームのみ9室という豪華な構成で、1泊数千ドルという宿泊料と共に日本からも注目 

を集めています。 

 

ホノルル動物園横にあるクイーン・カピオラニ・ホテルも、日本のホテル再生事業で名高いプランドゥシーが 

再生を手がけ、お洒落なレストランやカフェが人気を博しています。そして、昨年の秋の日本で大きく報道 

されたのが、星野リゾートのハワイ進出。日本で高級温泉旅館を中心に展開する星野リゾートが10月、都内で 

定例プレス発表会を開催し、「星野リゾート サーフジャック ハワイ」を2020年1月15日から運営することを発表 

しました。同社にとって海外展開3軒目ながら、米国には初進出とあって、この会見での報道陣の質問は 

ハワイに集中しました。「星野リゾート サーフジャック ハワイ」のテーマは「ワイキキを満喫する、OHANA  

Friendlyなレトロ・ブティックホテル」。デザインは1960年代のレトロな雰囲気で、ホテル内では映画上映、 

DJパーティー、ワークショップなど、さまざまなイベントを実施し、これが星野リゾートが重要視する「ご当地」 
というテーマに通じるのだそうです。いやぁ、五輪開催に向けて都市整備を進めながら、ハワイも賑わせて 

いるなんて、やっぱり日本はすごい！ 

 と、やたら中小企業向けの広告が 

流れるタクシーの広告モニターを 

眺めながら考えた束の間の日本旅で 

した。中小企業経営者の顔してるんで 

しょうね、どうやら私。はっはっは。 

「ハレプナワイキキbyハレクラニ」の 
開業パーティーの様子 

「エスパシオ・ザ・ジュエル・オブ・ 
ワイキキ」の部屋 
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【投稿 1】 
【首都圏支部・ランチタイム講演会 “坂井プロ・ゴルフ道場” 】  首都圏支部役員・田中久雄氏  
 

協会名称が「ハワイアロハライフ協会」に変更になって初めての首都圏支部・ランチ 

タイム講演会が12月10日、「シーボニア（内幸町の会員制クラブ）」にて24名の会員 

出席のもとに開催されました。今回は、協会名称から「シニア」が取れ、若い会員の 

入会期待に先駆けて、昨年8月に会員になられたPGA公認のレッスンプロ・坂井昌司 

プロ（45歳）をお招きして「坂井プロのゴルフ道場」第一弾の講演会を開催いたしました。 

坂井プロは1974年生まれで栃木県の出身、20歳からニュージーランドに9年間滞在し、 

その間、ゴルフに加え、文化、社会、語学習得等を幅広く経験され、同時に国際感覚 

をも身に付けられました。ゴルフに関しては働きながら1日１1.5ラウンドを週3～4回 

プレーされ、その間プロには付かずに独学（自分の経験則）で学ばれたユニークな 

経験の持ち主です。その後日本に戻ってPGAプロの資格を取られた方ですので、 

アマチュアゴルファーには最適のレッスンプロと言えます。講演会内容には、「パターは 

科学」と言う観点から、自分の感覚に頼らない科学的なパッテイング理論(安定する) 

や、シャフトをボールの直前で走らせる打ち方、ピッチングの際のクラブフェースの 

位置等、日頃我々アマチュアゴルファーが悩む課題に1つの明快な示唆を与えて 

くれました、その講演内容とゴルフ習得に熱心な参加者のせいもあり、11:45amから 

始まった坂井プロのお話と質疑応答は、3:00pm近くまで3時間に及ぶ大盛況の講演会 

となりました。講演会の後「目からうろこ」という声が多々聞こえてくる素晴らしい講演 

内容でした。「ハレの会」ゴルフ部会では、今回の講演会に続き、次回（坂井プロの 

ゴルフ道場第2弾）からは実技編に移り今回の坂井プロの講演内容を実戦で試 

し教わる事の出来る機会を作って行きたいと思う次第です。 

 

【2020年 初日の出・初気功】  首都圏支部会員・成宮健治氏 
 

2020年元旦に初日の出を拝んで新年初気功エクササイズを楽しむイベントが 

アラモアナ公園マジックアイランドで開催されました。毎年元旦に開催される恒例 

イベントですが、今年はマジックアイランドで毎週活動しているサークル「気功エクサ 

サイズ」（毎週土曜日）と「みんなのラジオ体操＆楽ちんヨガ体操」(毎週水曜日)）の 

合同イベントとして開催されたため35名のサークルメンバーの方々が参加されました。 

昨年は高級住宅地カハラのオーシャンフロントにある旧石原裕次郎邸のお庭を借りて 

行われましたが、今年はマジックアイランドに場所を変更しての開催となりました。  

旧石原裕次郎邸のお庭では雄大な太平洋から昇るダイナミックな初日の出を見る 

ことができましたが、マジックアイランドはダイヤモンドヘッドの背後から朝日が昇る 

ので、ハワイのマナが感じられるひと味違う初日の出を楽しむことができました。  

当日(元旦)は少し雲があったのでダイヤモンドヘッドから昇る初日の出とはなりません 

でしたが、雲から太陽が顔を出した時には“Happy New Year!”と大きな歓声が上がり 

ました。ハワイで初日の出を拝むことができ、皆さんとお神酒で新年をお祝いした後に 

初気功エクササイズをした時には清々しい気持ちになりとても素晴らしいお正月と 

なりました。2020年(令和ニ年)が会員の皆様方にとりまして素晴らしい一年となり 

ますよう心からお祈り申し上げます。 

 

【ハワイ出雲大社・初詣】  首都圏支部会員・小林正氏 
 

令和になり、また ハワイライフ協会に名称変更して始めての「ハワイ出雲大社」への 

初詣が1月4日（土）に約30名の参加で行われました。当日の朝は生憎の雨でしたが、 

午後1時の出雲大社への初詣の時間には雨も上がり、薄日もさす天気になっていま 

した。ハワイ出雲大社は、1906年（明治39年）にホノルルに鎮座した、縁結びの神・ 
福の神として名高い大社ですが、参拝の前に手水舎で手を洗い心身を浄めた後に、 

全員揃って拝殿し、天野宮司様より祝詞・お祓いを受け、お神酒、お札も頂戴でき、 

本当にお目出たい一日となりました。ハワイ出雲大社のお守りは、日本のお守りに比べ 

2倍のご利益があると言われるそうです（日本で手作りし、お祈りをし御霊を込んだ後 

にハワイに運び、もう一度お祈りを捧げるから2倍になる）。参加者は新年にあたり、 

健康・長寿祈願等を心新たにお祈りされたことと思います。今年一年、ハワイライフ 

協会を皆さんと共に盛り上げて参りましょう。 

坂井プロの「ゴルフ道場」＠シーボニア 

坂井プロの「ゴルフ道場 in ハワイ」 
＠アロハオフィス 

初日の出 
＠マジックアイランド・アラモアナ 

初気功 
＠マジックアイランド・アラモアナ 
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【投稿 2】 P.4 

【令和二年 ハレの会・新年会】  事務局長・西村 洋志氏  
 

「ハワイアロハライフ協会」初の新年会を和食の創作料理を出してくれる“MINORI” 
というレストランで、2月1に日開催しました。日本・ハワイから約80名が集いました。 

この新年会ではハワイ大神宮の岡田宮司によるお祈りから始まり、日本の伝統芸能、 

三味線による民謡（円杏寿先生）、詩吟と尺八のコラボ（江口國仁先生と尺八の竹本 

和美先生）、会の最後には「ケニー遠藤氏と太鼓センターオブザパシフィック」の皆さん 

による和太鼓演奏があり、大変盛り上がりました。 

 

また今回、我らが筆頭副会長のクリスティーン久保田氏に講演をお願いしておりました。 

題は「即位礼正伝の儀・・・一生に一度の経験」久保田さんは昨年10月に執り行なわれた 

徳仁天皇の即位を正式に宣明する、「即位礼正伝の儀」にハワイ州知事のデイビット 

伊芸氏と共に日系米国人代表7名の内の1人として参列されました。この儀式には何を 

着ていったらよいのか、デパートで相当悩んだり、当日皇居のトイレで並んでいたら、 

どこかで見たことがある人が後ろに並んでいて、それが元サッカー日本女子代表の 

澤穂希だったとか、面白おかしく当時の状況を楽しくお話してくれました。 

このような方が協会にいてくれることはとても心強い限りです。 



【“ハレの会”を支える特別サポート会員の皆さま】 

株式会社 
三田ホールディングス 

株式会社 
ダイニチインベストメント 

株式会社 
敷島屋 

株式会社 
シーズテクノロジー 

株式会社 
ウェルホールディングス 

株式会社 
一条工務店群馬 

株式会社 
松屋フーズホールディングス 

医療法人五月会 
香川メディカルグループ 

株式会社 
ミス・パリ 

ちとせビル株式会社 WESTGATE U.S.A., Inc. 緑風観光株式会社 

Sankara Hawaii, LLC. 株式会社リンガーハット ベルトラ株式会社 

グリーンジュピター株式会社 
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【“ハレの会”を支える法人会員の皆さま】 

【米国】 
R. Sakai Company 

Resort Hawaii Realty, LLC  

  (http://www.resorthawaii.us) 

Nashimoto & Associates  

  (https://www.nashimoto.com/) 

First Hawaiian Bank  

  (https://www.fhb.com/en/)  

Honda Kaihatsu Kogyo Co., Ltd  

  (https://pearlcc.com/)  

Japan Airlines Corporation, Ltd.  

  (https://www.jal.com/en/) 

Halekulani Corporation  

  (https://www.halekulani.com/) 

Ocean Wind Realty, LLC  

  (http://oceanwind-hawaii.com/) 

First Foundation Bank  

  (https://firstfoundationinc.com/) 

Wincubic.com, Inc. dba Aloha Street  

  (http://www.wincubic.com/en/) 

Starts International Hawaii, Inc.  

  (https://startshawaii.com/) 

JTB Hawaii Travel, LLC  

  (https://www.jtb-hawaii.com/jtb-hawaii-travel/) 

Hawaii Sekitei Corp dba Waikiki Joy Hotel 

  (https://www.aquaaston.com/) 

Kualoa Ranch Hawaii, Inc.  

  (https://www.kualoa.com/ 

Nikkan San/Japan Press Service, Inc. 

  (https://www.nikkansan.net/) 

Tachibana Enterprises, LLC 

  (https://www.tachibana.com/)  

Sachi Hawaii-Pacific Century Properties, LLC 

  (https://www.sachihawaii.com/) 

Know's i-land international, Inc. 

  (https://www.knowsi-land.co.jp/) 

Pacific Coral of Hawaii dba Restaurant Yoshiya  

Lighthouse Hawaii  

  (https://lighthouse-hawaii.com/) 

NHK Cosmomedia America, Inc.  

  (https://www.nhkcosmomedia.com/) 

TMS HAWAII,  LLC dba HAWAII-ROAD  

  (http://hawaii-road.com/) 

DOKYU USA, Inc.  

  (http://tamafuji.do-kyu.com/) 

Kintetsu International Express (U.S.A.), Inc. 

  (http://www.kintetsu-hawaii.com/index.php/corporate-en/)  

Central Pacific Bank  

  (https://www.cpb.bank/) 

Liberty Mutual Insurance  

  (https://www.libertymutual.com/) 

EOS Accountants LLP  

  (https://www.eosllp.com/) 

Valley of the Temples 

  (https://www.valley-of-the-temples.com/) 

Gateway Estates  

  (https://askagateway.com/) 

RIZAP USA Inc. 

  (https://sg.rizap-global.com/) 

 

（米国全30社） 
 

【日本】 
社会福祉法人八生会  

  (http://www.hashoukai.or.jp/) 

株式会社 十勝毎日新聞社  

  (https://kachimai.jp/) 

一般財団法人 ロングステイ財団 

  (http://www.longstay.or.jp/) 

株式会社 きくち体操  

  (http://kikuchi-taisou.com/) 

昭和飛行機工業 株式会社  

  (https://www.showa-aircraft.co.jp/) 

医療法人 社団ケーイー  

  (https://www.furuta-clinic.jp/) 

医療法人 北海道整形外科記念病院  

  (http://www.hokkaido-seikei-kinen.jp/) 

株式会社 クイックレスポンス 

  (http://www.t-k-p.co.jp/quickresponse/) 

株式会社 コスモファーマ  

  (http://www.cosmo-ph.co.jp/) 

シーエムシー 株式会社  

  (http://cmc-bus.com/) 

大井建設 株式会社 

  (http://www.ooiks.co.jp/) 

株式会社 医学研修協会 

株式会社 マル五  

 

（日本全14社）                 2020年1月現在 

【ボランティア募集】 
ハワイアロハライフ協会では、ボランティアをしてくださる方を募集しております。会員による、
会員のための楽しく充実したハワイライフを目指しています。アロハオフィスの窓口をはじめ、
イベントの企画・運営などご興味のある方は、アロハオフィスまでご連絡ください。 
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【“ハレの会”基本情報】 

NPOハワイアロハライフ協会（ハレの会） 
Hawaii Aloha Life Enrichment Association (HALE) 

 

【郵送】 P.O. Box 8232, Honolulu, HI 96830 

【電話】 (808) 428-5808   【FAX】 (808) 396-1140 

【Eメール】 info@hawaiiseniorlife.org 

【ウェブサイト】 http://www.hawaiiseniorlife.org/ 

 

HALEアロハオフィス（アロハデスク&サロンde HALE） 

【住所】 2250 Kalakaua Ave., Honolulu, HI 96815 

              Waikiki Shopping Plaza 5th Floor, Suite #512 

【営業】 月・火・水・金・土 （10:00am～3:00pm） 
     木曜、日曜、アメリカ合衆国並びにハワイ州の祝日は 

                お休みです。ご注意ください。 

 

（※）アロハオフィスはレンタルオフィス、レンタルセミナールーム 

   としてご利用いただけます。詳しくはアロハオフィスまで 

   ご連絡ください。（担当：事務局・西村） 
 

（※）当協会は米国内のチャリティ団体としてIRS（アメリカ合衆国内国歳入庁）から正式に 

   501(c)(3)の認可を受けておりますので、米国の納税者が支払う年会費、および寄付金 

   は非課税扱いとなります。（FEIN: 39-2057525) 

 

HALE日本地区本部 

【電話】 (03) 3407-1390  【FAX】 (03) 6893-7544 

【Eメール】 hisleajapan@kjass.net 
 

 

 

 

アロハオフィス・セミナールーム 

医療相談 
 

名医による無料健康相談 
 

大山廉平ドクター 
元読売クリニック院長、元東京都済生会中央病院副院長 
 

Eメールでお気軽にご相談ください。ご希望の方は 

①氏名 

②会員番号 

③返信用Eメールアドレス 

④病歴 

⑤相談内容を下記メールアドレスにお送りください。 

ご本人のみならず、ご家族お知り合いの方、病気と 

断定できない場合でも健康のことでしたらなんでも 

ご相談ください。 

Eメール： rempei.oyama1124@gmail.com 

ハワイにご旅行の際は 
海外旅行保険に！ 

 

楽しいハワイ滞在中、怪我や病気で病院に行か
なければならない事例もしばしば散見します。 

特にシニアの方の旅には海外旅行保険の加入が
不可欠です。アメリカでは数日の入院や処置で数
千万円単位で、日本では考えられない高額な医
療費を請求されます。安心してハワイご滞在をお
楽しみになるためにも、必ず海外旅行保険（疾病
特約付き）にご加入されることを強くお勧めします。 
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空欄に✔を入れてください 
              個人一般会員 

      （日本在住） 
            夫婦・家族会員 

              （日本在住） 

入会金 $30 $60 

年会費 $80 $140 

合計 $110 $200 

NPOハワイアロハライフ協会 (HALE） 入会申込書（日本在住者用） 

申込者氏名（ふりがな）②   

ご住所  

電話番号 Eメール 

 以下ご記入いただきまして、Faxまたは下記宛先まで郵送にてお送りください。 

 （Eメールアドレスは明確にご記入ください。） 

入会を希望します。 
 

ご署名:                                                                            日付:                                                                                               

*Dues & Contribution are tax deductible. 501 (C) (3) ID #39-2057525 

*Please do not send this form (Card Information) by E-mail from security reason. 

空欄に✔を入れてください。 

 小切手またはマネーオーダーにてお支払い 

     支払い先： Hawaii Aloha Life Enrichment Association 

     郵送先：   HALE    P.O.Box 8232, Honolulu, Hawaii 96830 USA 

 クレジットカードでのお支払い: 

 VISA  MasterCard  JCB  American Express 

カード所有者氏名   

カード番号  有効期限 (mm-yy) - 

セキュリティコード  

お支払い合計金額   $                              

自動更新を希望  Yes / No  

ご署名：                                                                                           日付：                                          

申込者氏名（ふりがな）①  

生年月日 /     / 

生年月日 /     / 

NPOハワイアロハライフ協会 （Hawaii Aloha Life Enrichment Association） 
P.O.Box 8232, Honolulu, HI 96830  Phone: (808) 428-5808   Fax: (808) 396-1140 

http://www.HawaiiSeniorLife.org     info@hawaiiseniorlife.org 

（カード裏面の3桁の数字です。） 

ご紹介者氏名                                 

カードに記載されているお名前の通りにご記入ください。 


