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　アローハ！　
　東京オリンピックが開幕し、世界205カ国から１万1000人のアスリートが17日間339種目
でしのぎを削っております。デルタ型コロナ感染が急拡大するなか異例の無観客で行われ、今
のところ日本勢が金メダル17個と大活躍。日本国民のコロナストレスの解消には大きく貢献し
ていると思います。観客からのプレツシャーがないのも好成績の理由かもしれません。
　ハワイは完全にコロナ前の日常生活に戻ったかに見えましたが、最近のコロナ感染者数の急
増が心配されております。7月30日には１日622人という感染者数が発表され、物議をかもし
ました。ハワイは連日３万人を超えるアメリカ本土からの観光客が訪れ、ホテルもレストラン
もゴルフ場も予約困難な状態。日本からの観光客はまだゼロに近い状態で、両国ともワクチン
接種を進めるのが肝要かと思います。
　一方、当協会は新会計年度がスタートしました。2020年度は若干の赤字。2021年度予算
は黒字の予定です。新アロハオフィスに移転いたしました。ワイキキのDFSギャラリアタワー
11階です。そして、イベントを続々再開しました。英語教室/フラ教室/ウクレレ教室/キルト
教室/気功サ―クル/朝のラジオ体操とフラダンス/サンセットを楽しむ会/スマホ教室/占いとアロマブレンドワ―ク
ショップなどなどです。さらに、７月と８月には、生き生き講演会シリーズとしてZOOMセミナーを開催します。    　　　
最後に、来年の実施に向けて、創立１５周年記念プロジェクト委員会を発足しました。さらなる発展のスタートの年
にすべく準備を進めてまいります。ハワイで皆様のお元気な顔を拝見できるのを心待ちにしております。
マハロ　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  ハワイアロハライフ協会 会長
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  坂井諒三

アロハライフ通信
Hawaii 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
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てて

2021年8月 イベント予定

ハワイ州の方針に従い、自粛を継続しているイベントもございます。
詳しくはお問い合わせください。 アロハデスク ☎(808) 428-5808   info@hawaiialohalife.org

　　
   毎週月曜日開催の「ウクレレサークル」
　毎週水曜日開催の「初歩の英会話サロン」　オンラインで開催　詳しくは下記にお問い合わせを。
　ウクレレサークル　＞深田マコ　mako@hawaiiseniorlife.org
　英会話サロン　 ＞塚原勉　tsukahara@hawaiiseniorlife.org

　気功エクササイズ　（担当：野田省三） 毎週土曜日、朝7時30分。アラモアナ公園マジックアイランド。
　みんなのラジオ体操（担当：塚原勉）毎週水曜日、朝8時30分。アラモアナ公園マジックアイランド。

　新講座
   フラ教室＆キルト教室（担当：朝比奈マナ）
   毎週火曜日（フラ）、毎週木曜日（キルト）　
   こころとカラダが楽になる占いの話／アロマブレンドワークショップ（担当：リタ）
   第２金曜と第４金曜／第３金曜に開催　
　生き生きセミナー【ハワイでの住まい】について
   ８月６日（金）に開催　　　             　　※詳しくは中面のページをご覧ください
   

 ご注意

最新情報



てて　 新しいイベントのお知らせ

リタの
「こころとカラダが楽になる占いの話とアロマブレンドワークショップ」

（前ページより続く）

なお、会場ではマスクの着用をお願いいたします。何卒、ご協力をお願いいたします。

アロマブレンドワークショップ：第３金曜日の午前 10 時 30 分より。
第３金曜日は、心とからだに穏やかに働きかけるエッセンシャルオイル（精油）のブレンドを楽しみます。心とから
だが楽になる、「自分だけ」の香りを作ってみましょう。きっと良い気分転換になりますよ。
ワークショップは約 2 時間を予定しております。途中、「鼻」を休めるため、適宜、休憩を取ります。資料をお配り
します。筆記道具をご持参ください。

ワークショップ内容
６月 18 日：マスクにも一滴、グレープフルーツやライム、ペパーミントなど、初夏
の香りを楽しみましょう。

７月 16 日：食欲を抑える香りを作ってみましょう。

8 月 20 日：免疫力を高めるエッセンシャルオイルをブレンドしてみましょう。

なお、イベントはマスクを外してのワークショップとなりますが、十分なソーシャルディスタンスを獲得するとともに、
人数を制限しての開催となります。

　　



【コラム】

ハワイ米国陸軍博物館 ハワイ暮らしの智恵
新名 瑛さん Vol １9

　ここは “ 穴場 ” だと思っています。私はワイキキに住んでいますので、アラモアナ公園を散歩して、ヒルトンホテル
の海側を歩いて汗をかいた後は、この博物館で休憩します。入場する時に名前と住所は記入させられますが、無料
です。エアコンが効いています。　　
　展示室に入ると、ハワイ８島が統一されるまでの戦いの歴史。1898 年に米国の統治領となってアメリカ軍が到着。
1911 年には沿岸防衛の強力な砦として厚さ 12 フィートのコンクリートで囲まれた 14 インチのランドルフ砲台を設
置。50 キロ先の目標にも命中させるという当時としては最高峰の巨砲で米陸軍も得意絶頂にあった時に、日本軍に
よる真珠湾攻撃。ハワイの防御態勢を根本的に見直すようになりました。
　この辺までじっくり鑑賞していると、火照った身体はひんやりとしてきます。第二次大戦での日本軍との戦いも展示
されていますし、日系アメリカ人兵士のヨーロッパ戦線での戦いぶりもかなり詳しく紹介されています。アメリカ軍は
この後 1950 年から始まった朝鮮戦争、そして 1964 年ごろから本格的に介入していったヴェトナム戦争などについ
ても知ることが出来ます。ハワイからも多くの日系兵士が戦場に投入されました。　　　
　とくにヴェトナム戦争に従軍したカウアイ島出身のエリック・新関元陸軍参謀総長はオバマ政権時代にはアメリカ
合衆国退役軍人長官まで務めました。両祖父母とも広島県出身で、プロゴルファーのデイビッド・石井とは従兄の
関係にあります。数年前まではエリック・新関だけの “ 個室 ” がありましたが、なぜかトランプ政権時代に消滅して
しまったのが悔やまれます。
　２階に上がると、「英雄のギャラリー室」があります。今ではホノルル国際空港の名前にまでなっているダニエル・
井上アメリカ上院議員のほか、ヒルトンホテルのあるカリアロードを挟んで博物館の山側にあるサッカー場のような
大きな広場、クロダ・フィールドと呼ばれていますが、この名前の由来となった日系人兵士で構成された 442 連帯
のロバート・黒田曹長（写真：右下）など多くの日系人兵士の顔写真が展示されています。黒田曹長らは 1944
年 10月にドイツとの国境近くのフランスのブリュイエールでドイツ軍と遭遇。勇猛果敢な戦いぶりで米軍兵士を守り、
ブリュイエールの街をドイツから解放。この街には今でも「442 部隊通り」と名付けられたアベニューがあります。
40 人くらいのヒーローが展示されていますが、およそ半数が日系兵士であることに見ていて感動を覚えます。さらに
進むと広い 2 階の屋上にはヴェトナム戦争に使用された大型のヘリコプターが展示されています。高層のビルを背景
にしている軍用ヘリを見ると、いつの間にかサイゴン陥落の 1975 年４月、大統領官邸の屋上から南ヴェトナム政府
の要人たちが脱出するために使ったヘリコプターを連想させます。
　たっぷり１時間は「休憩」させてもらいました。パールハーバーの太平洋航空博物館に行くのも必要でしょう。ビ
ショップ博物館にも足を運んでいただきたいと思います。
　でも、ハワイ米陸軍博物館はワイキキにあります。朝は 10 時から午後４時まで。日曜と月曜日は休館です。私は
半年に１回は休憩に行きます。エアコンがいい。

（筆者プロフィール）
新名 瑛 （しんみょう・あきら）
木曜午餐会会長。元共同通信、ハワイ報知記者。
ハワイ在住 30 余年。           



【コラム】

ハワイで日本人がつくる「酒」 HAWAII Up-To-Date !!
エース・K・イワセ Vol.41

　すでに皆さん、ハワイ産の芋を使ったいも焼酎「波花」はご存じかと思います。鹿児島県の万膳酒造で修業した平田さんご
夫妻が、カメハメハ財団からノースショアの土地を借りて焼酎蔵をつくることから始めて、何年もかけてハワイ産の焼酎をつくり
上げました。私は焼酎蔵も建つ前の ” 草原 ” でご夫婦２人でトレーラーハウスに住みながら準備を進めていた頃から知っている
ので、最初の焼酎が完成したときには我がことのように感動しました。ハワイの水のせいなのか空気のせいなのか、年２回つく
り出される焼酎は、とても透き通った香りをもち、飲んだあとに爽やかな気分になる不思議な魅力をもっています。その実力は
すぐにハワイ内外に伝わり、「波花」は生産すればすぐ売り切れになる人気ブランドとなりました。コロナウィルスによる影響もあっ
たようですが、ご夫婦は今も仲良く美味しいいも焼酎をつくっています。
　さて、そして最近、ハワイに「日本酒」も誕生しました。「アイランダー・サケ・ブリュワリー」の高橋千秋さんは、日本で醸
造学の研究をしていた研究者。50 歳になったらハワイに移住するという人生の目標を達成するために、40 代後半から準備を
始めました。資金集めから許可申請から醸造所の準備まで「予想以上だった」という４年以上の時間をかけて醸造所をホノル
ルのカカアコ地区にオープンしました。ところが、オープンしたのが 2020 年の３月。そうです、オープンした途端にコロナウイ
ルスのパンデミックでハワイがロックダウンとなってしまったのです。「もう笑うしかなかった」と高橋さんは言いますが、それは
大変だったと思います。でも、「壁はこれまでも何度もぶつかってきたから、また破ればいい」との意気込みで、店舗をオープン
し続けました。あとは高橋さんに語ってもらいます。
　「半ば強引にオープンしたのですが、今思えば本当に英断だった。お店を開けたからこそ、いろんな人に出会い、多くの人に
支えてもらえました。日本から来るはずだった弟子だちも来られなくなるし、米国本土からボトルは届かないしで愚痴をこぼし
ていたら、じゃあ私が手伝うよって皆さん。ファーマーズマーケットに出店したり認知度がどんどん増していきましたが、それ
は手弁当で集まってくれた仲間たちのおかげ。もともと私は、お酒をつくるだけじゃなくて、お酒をきっかけに人が集まる場所
をつくりたかったのですが、コロナのおかげでそれが早期に実現してしまいました。一緒に働いてくれる仲間たちという形でね」
　日本酒文化をローカルに根付かせて、アロハシャツのような存在にしたいというのが、高橋
さんの願い。早晩、それも実現できそうな気がしています。
　そして、この２つの「酒」に共通するのが、どちらもハワイの「すし匠」の中澤店主に見染
められて、すし匠だけの特別ボトルをつくっていること。ハワイへの熱い想いがこもった名作の
酒を、これまた情熱と技のこもった寿司職人の江戸前鮨と共に味わえる。実はこれ、ハワイで
しか体験できない食の醍醐味なのです。ぜひ一度、おためしあれ。
　

（筆者プロフィール）
編集者／当協会広報委員長
早大法卒、小学館勤務を経て 2009 年ハワイ移住。
ライトハウス初代編集長を経て各種メディアを手掛ける。        

あろ　　　アロハトピックス 　　　

　　　　

ハワイの日本語ラジオ放送局 KZOO に取材された当協会の動画が、
Youtube にアップされ、多くのかたに視聴されています！
ぜひ一度、ご覧ください。

https://youtu.be/V1elLQd3ZQ0



新型コロナウイルス関連　ハワイ渡航情報 　　　　　　　　事務局から　　　　　　　　　　　

ハワイ州、米国本土渡航制限措置を大幅に緩和すると発表
ハワイ州 イゲ州知事はハワイ現地時間6月24日に、ワクチン接種を完了している米国本土からの渡航者（米本土から戻って

くるハワイ住民含む）は現地時間７月8日以降、事前検査プログラム並びに自己隔離は免除されると記者会見で発表した。米国
本土からの渡航者はCDC発行のワクチン証明書を必ずハワイ州Safe Travel Program Webサイトにアップロード、ハワイ州
到着時に必ず持参、提示が義務付けられている。

またイゲ州知事はこの会見で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い実施している人数制限について、７月8日以降、飲食
店での人数制限を定員の75%までに引き上げるほか、集会についても屋内で最大25人まで、屋外で75人まで可能となった。

ハワイ州隣島間移動制限を緩和
ハワイ州現地時間6月4日、イゲ州知事はハワイ州隣島間移動の制限を現地時間6月15日以降解除することを発表した。ワ

クチン接種をどこで受診したか、またワクチン接種を完了しているかなどに関係なく、島内旅行者への事前検査ならびに自己隔
離が不要となる。ハワイ州内でワクチン接種を完了者でハワイ州外へ旅行し、帰宅する際の事前検査ならびに自己隔離も同時に
6月15日以降不要となった。またワクチン接種完了者が70%を超えた場合は、現在ある全制限を撤廃し、ハワイ州セイフトラベ
ルプログラムを終了とする。

ワクチン接種を完了していない、または、ワクチン接種を完了してから15日以内に隣島間を移動する方は、自己隔離免除のた
めの措置 (事前検査やCISA*）を行っていない場合には、10日間自己隔離が必須となる。

●ハワイ州は、日本の厚生労働省が認可する、新型コロナウイルス感染症の核酸増幅検査（NAT）を行うことができる日本
全国の医療機関と契約を締結し、日本を出発する72時間以内に契約を締結した指定医療機関で新型コロナウイルス感染症
の検査を受け、ハワイ入国時にハワイ州指定の陰性証明書を提示すれば、ハワイ到着後の1０日間自己隔離が免除されます。　　
最新情報と詳細は下記のページでご確認ください。 現在の指定医療機関リストは観光局のHPに掲載されています。

◆ハワイ州への全ての渡航者に向けて新しいセーフ・トラベルズ・アプリケーション（Safe Travels Application）が導
入されました。隣島間の旅行者及び州外からの旅行者全ての旅行者に該当し、渡航する24時間前までに事前登録、記入が必
須となります。　セーフ・トラベルズ・アプリケーションのウェブサイト　＞　https://travel.hawaii.gov/#/　　

◆ハワイ時間2021年8月1日時点の新型コロナウィルス（COVID-19）感染者数

オアフ島:30,129　ハワイ島:4,056　マウイ島: 4,244　カウアイ島:551　ラナイ島：114
海外滞在中のハワイ居住者:1,705                                                                         合計:42,862　死亡者：537　 

◆ハワイのロックダウン解除は、2021年8月1日現在「ティア5」（第5段階）。　屋外でのマスクの着用は不要です。

屋内での集まりは25名まで、屋外では75名まで可能。バーやナイトクラブは深夜0時までで営業再開（すべての利用者が陰
性証明かワクチン接種証明の提示で100%の収容が可能）。屋外でのウェディングは最大200名まで可能。

７月末の時点で、ハワイ州のワクチン接種率　60％

今後、州内の新型コロナウイルスワクチン接種率が70%以上の場合➡︎全ての規制を撤廃する方針



 

　　　　　　　　　　　　　　

アロハライフ・リポート 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「75歳の誕生日を迎えて思うこと・・・」　　　　　　　　　　　　
会員：庄野泰輔
　　　

「57歳と75歳の違い」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

•57歳は現役生活だが、75歳は減塩生活である　

•57歳は子供に金を使うが、75歳は孫に金を使う　　

•57歳は女房に小遣いを渡したが、75歳は女房から小遣いを貰う　　

•57歳は会社人生のゴールが近づいて来るが、75歳は人生のゴールが近づいて来る　　

•57歳は週末の休みを楽しみにしていたが、75歳は毎日の休みが苦痛である　　

•57歳は周りに人が寄って来たが、75歳は我が家の犬と猫しか寄って来ない　　

•57歳は女房が半歩あとからついて来たが、75歳は女房の半歩あとからついて行く　　

•57歳は朝、女房が先に起きていたが、75歳は夫が先に起きている　　

•57歳は女房と余り話さない関係だが、75歳は薬が離せない関係である　　

•57歳の3高は高身長、高学歴、高収入だったが、75歳は高血圧、高血糖値、高尿酸値である　　

•57歳は働き蜂と言われたが、75歳はオジャマ虫と言われる　　

•57歳は、あの時「ワクチンを打った」だったが、75歳は、あの時「赤チン」を塗ったである　　

•57歳は悪夢で目覚めたが、75歳は頻尿で目覚める　　

•57歳は「人間万事塞翁が馬」だったが、75歳は「馬の耳に念仏」である　　

•57歳はセカンドライフが「憧れ」だったが、75歳は「辛さ」が身に沁みて来る　　

•57歳は女房とは「永遠」の関係が続くと思ったが、75歳は女房と「敬遠」の関係になってしまった　　

•57歳のボーナスは「お金」だったが、75歳のボーナスは「健康」である

　



 

アメリカ独立記念日―愛される街マンハッタンー　　　　　　　　　　　　　　

ALOHA TOPICS　アロハ・トピックス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　                                                会長　坂井諒三　　　

　本日アメリカ合州国独立記念日の7/4/2021にTV中継をみておりました。コロナ感染から解放され盛大にエンパイアステートビ

ルや多くの場所を背景の花火に酔いしれながら「星条旗よ永遠なれ」や「America the beautiful」の演奏がスピ―カーから流れ

ておりました。妻とともに私達の青春の日日のひと時がよみがえった瞬間でした。

　今から45年前の1976年7月4日はアメリカ独立200年記念（Bicentennial）でした。私たちファミリーは家内と生まれて１歳の

長男とマンハッタンのバッテリーパークで陣取っておりました。マンハッタンのパレードをみてそして世界各国からのお祝いに駆け付

けた帆船パレードを見ていました。日本からは「にっぽん丸」が参加していました。アメリカが独立200年を盛大に祝うのを皆さんと

共に楽しんでおりました。それはアメリカがますます勢いをまし世界の中心になるだろうとの世界の希望と私達ファミリーにとって

も日本‘からの駐在員としてべータマックスという映像の録画・再生機をアメリカや世界に広げるというソニーの世界戦略達成の使

命感にあふれていました。そして長男が生まれ異国アメリカで家族を守るという期待感にあふれたニュ―ヨーク生活の私達なりの

独立宣言でした。

　あれから45年アメリカはどんどんその世界の指導者としての役割を果たし又私の会社員生活もNYやCHICAGO やLAそして

HAWAIIにおよびました。31年のソニー駐在員生活は苦労も多かったですがその目的や希望をほぼ実現できました。家族につきま

しても家内が頑張ってくれ子供２人も国際人として育ちました。すべてあの日独立記念日がスタートでした。いま振り返ってみると

何が一番の要因なのかを考えてみました。それは「人」に恵まれたからだとおもいます。

　会社では個性豊かな人 と々出会いました。後に本社の社長や副社長になった人々や他社に移ってトップになった人天才技術屋な

どの先輩・同僚・後輩も同じ釜の飯を食べていました。分け隔てはありませんでした。また住んだところの隣人にもめぐまれました。

NYではイタリヤ移民１世の２階CHIKAGO は白人のシングルマザーのDUPLEX HOUSEでありLAでは役所つとめの中国人の

オーナーに本当に安い1軒屋の貸家でした。すべて企業戦士で家庭をあまり顧みない私の家庭を隣人が本当にサポートしてくれま

した。ハワイでは多くの日系人の方々やソニーハワイの従業員と家族が助けてくれました。皆さんあの当時は「輝いてキラキラして」い

ました。「時代も輝いて」いました。今NYは苦しんだコロナ感染からの’解放です。再び「キラキラと‘輝くNYへそして魅力あふれる新

しい世界に向かって進むと思います。私たちも「アロハの精神」で日本からの方々を迎えて再スタートしたいと思います。お待ちいた

しております。マハロ

　

「秋のゴルフ懇親会 昭和の森 」

【ハワイアロハライフ協会 首都圏支部】

【ゴルフ大会 参加申込先】
田中 久雄

川口 伸

日時： 年 月 日（金） ： 集合
： スタート 各 組（ 名）

場所：昭和の森ゴルフコース 〒 東京都昭島市つつじが丘
：

： 円 消費税込、乗用カート付プレー代、モーニングコーヒー代、
ランチ・ワンドリンク付 費用込）

参加費： 円（受付時に徴収） 定員： 名
競技方式：詳細は添付資料（ 枚目）をご参照ください

＊申込期限： 年 月 日（金） 定員（ 名）になり次第申込終了といたします。
＊宿泊予約枠（ 名）がありますので、お早めにお申込みください

特別宿泊パック： 円（朝食付き一泊料金＋プレー代金 税込）
宿泊定員： 名 宿泊場所：フォレストイン昭和館
パット・アプローチレッスン会： 月 日（木） 時～
前夜祭： 月 日（木） 時～ ホテル内中華料理店「花林」 ★料金は別途

【開催有無の判断】
強風豪雨の天候以外は基本的に開催ですが、万が一の天候不
順の場合には前日までに連絡をいたします。一方、ワクチン接種が
進んでいますが、現下のコロナ状況に大きな変化があれば柔軟に
対応したいと思います（緊急事態発出等）

【留意事項】
昨年、 年の首都圏支部・ゴルフ懇親会はコロナ禍のため、春の懇親会は取りやめになり、秋の懇親会は皆様

に多大なご心配をおかけしながら開催を決行致しました。今年は、ワクチン接種が殆どの会員に行きわたるであろうと想
定されることから、通常の開催といたします。昨年実施が出来なかった、前夜祭、および前泊者を対象とした「パット・ア
プローチレッスン会」（前日 日の午後３時から）の開催を予定いたします。



 

大住博志さんがホールインワン！　　　　　　　　　　　　　　

ALOHA TOPICS アロハ・トピックス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

HALE「ゴルフで楽しむ会」 於パールカントリークラブ　　

　HALEの会では「ゴルフで楽しむ会」を月に２回、やっております。第一木曜日はエヴァビーチゴルフクラ

ブ、第三木曜日はパールカントリークラブにて開催しています。そのゴルフの会で”事件”が起こりました。

　６月24日木曜日、場所はパールカントリークラブ。この日は２０名参加という盛況な会となり、５組でプ

レイ。先頭が９：３４のティータイムでスタートしました。”事件”が起きたのはインの１６番ホール。パール

では有名な打ち下ろしのショートホール。グリーン横に小さな池があり、この池のプレッシャーがプレイ

ヤーを苦しめます。関根さんがリーダーの３組目で回ったのが、会員の大住博志さんでした。少し高めにあ

がったボールはグリーン手前に着地してバウンド。そのまま手前に位置するピン方向に消えていきました。

皮肉なことに、皆さん視力が年々弱ってきていることもあり、ボールの行方がよく見えませんでした。ボー

ルはピン方向に転がっていきました。

　ここからは大住さんご本人の弁。「私も視力が弱くてねえ。よく見えなかったんですよ。手前に弾んだの

で、てっきり少しショートしたかなと思った。ただ、隣のホールで回っている組の人たちがウワあー！と盛り

上がっていたので、ローカルの人たちは賑やかだな、何を騒いでいるんだろうと思っていました。そしたら、

なんと私の球がホールインワンだったんですよ。グリーンまで行って初めて発見したもんですから、びっくり

しました。ホールインワンは、人生で２回目。じつに25年ぶりの出来事でした。いやあ、びっくりしました」

　とのこと。プレイ終了後は、その偉業をたたえて、参加者全員で記念写真を撮りました。

　大住さん、おめでとうございました！！　

    ダブルシャカサインで喜びを表現する大住さん（中央）　　

　

生き生きセミナー
～シニア世代の住まいを選ぶなら～

【ハワイアロハライフ協会 首都圏支部 講演会】

日時： 年 月 日（水） 日本時間
年 月 日（火） ハワイ時間

会費：無料 定員： ～ 名
申込先：田中 －

日本人は年々長寿になっており、今や「人生 年」の時代に入っています。シニアの多くは、
仕事や子育てから解放された自由な時間を楽しく豊かに暮らしたいと願っています。まさに「ス
ポーツも人生も後半戦が面白い！」の心構えが大切です。一方で歳を重ねるなかで衰えを感じ
ることが多くなることも事実で、元気なうちからこれからのことを考え、備えておくこと、つまり「リスク
マネジメント」の心構えが大切になります。シニア向けの住まいや施設、サービスにはどんなものが
あるのか、費用はどのくらいかかるのか、このようなことに焦点を当て、ハレの会・法人会員でもあ
る（株）医学研修協会の金井専務からお話を伺います。

【講演者プロフィール】
金井博光（かないひろみつ）様は（株）医学研修協会の専務取締役であると同時に社会福祉士、介護
福祉士、介護支援専門員として幅広くご社会的に活躍されています。
大学卒業後、社会福祉法人に入職。高齢者福祉施設でソーシャルワーカーとして相談業務に従事され、その
後、社会福祉法人理事として東京都渋谷区、中野区内の特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ケア
ハウス、地域包括支援センターなどを開設し、施設長としても事業経営にも携わっております。

＊お申し込みをされた方には、講演日前日までに を にてお送りいたします。
★この講演会の中で、（株）医学研修協会が山梨県河口湖周辺に建築を予定している
シニアハウスのご紹介もする予定です。又 月に入ったらご興味のある方を対象とした
現地体験ツアー（一泊、ゴルフプレー付き）も予定しております。



 

　　　　　　　　　　　　

義援金のご協力への御礼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

角屋 節子　（Setsuko Kadoya)
山縣 隆宏　（Takahiro Yamagata)
バーンズ ヤマシタ　（Byrnes Yamashita）
鳥海 節夫　（Setsuo Toriumi)
國行 宣夫　（Nobuo Kuniyuki)
菊池 亮　（Ryo Kikuchi)
竹林 篤　（Atsushi Takebayashi)
角田 月子　（Tsukiko Sumida)
坂井 諒三　（Ryozo Sakai）
大崎 孝三　（Kozo Osaki）
菊地 康男　（Yasuo Kikuchi)
関 利明　（Toshiaki Seki)
津澤 裕子　（Yuko Tsuzaawa）
椎葉 幹延 ( Motonobu Shiiba)
深田 マコ (Mako Fukada）
新美 幸英　（Yukihide Niimi）
押田 健　（Ken Oshida）
佐野 好勇 (Yoshio Sano)
武井 豊　（Yutaka Takei)
櫻井 新也 (Shinya Sakurai)
大槻 悦子 (Etsuko Otsuki)
入江 満代 (Mitsuyo Iriye)
山谷 敏夫 (Toshio Yamatani)
Starts International Hawaii Inc
大島 敏郎　（Toshiro Oshima）
土方 一二夫　（Hifuo Hijikata）
西村 洋志　（Hiroshi Nishimura）
秋本 浩志　(Hiroshi Akimoto）
松本 大成　（Taisei Matsumoto）
北川 博幸　（Hiroyuki Kitagwa）
本江 滋夫　(Shigeo Hone）
瀬田 譲二　(Joji Seta）
Starts International Hawaii Inc
ドン キム　(Don Kim)
島田 裕美　（Hiromi Shimada）
チュウ ロッキー　（Rocky Chiu)
佐瀬 尚之 (Naoyuki Sase)
糟谷 泰男 (Yasuo Kasuya)
塚原 勉 （Tsutomu Tsukahara）
クリスティーン久保田 （Christine Kubota）
黒田 浩 （Hiroshi Kuroda)
依田 サンディ （Sandy Yoda)
入江 満代 （Mitsuyo Iriye）
山内 征三 (Seiso Yamauchi)
田口 肇子 (Choko Taguchi）
下吉 陽子 (Yoko Shimoyoshi）
鳥海 節夫　（Setsuo Toriumi)
楠本 育子 （Ikuko Kusumoto)
関川 菊枝（Kikue Sekigawa)
原 雄二（Yuji Hara)
六井 元一　（Genichi Mutsui）
香川 哲　（Satoshi Kagawa）
井谷博一 (Hirokazu Idani)
丸山 茂樹　（Shigeki Maruyama）

　
春日井 久美子　(Kumiko Kasugai）　　　　　　　
小林 孝之　（Takayuki Kobayashi）   
馬場 弘人　（Hiroto Baba）
田口 俊明　（Toshiaki Taguchi）
武居 弘泰　（Hiroyasu Takei)
平尾 みどり　（Midori Hirao）
小笠原 秀宜　（Hidetaka Ogasawara）
庄司 正英　（Masahide Shoji）
近藤 利雄　（Toshio Kondo）
内田 安彦　（Yasuhiko Uchida）
都築 八千代　（Yachiyo Tsuzuki）
米濱 鉦二　（Shoji Yonehama）
米濱 麗子　（Reiko Yonehama)
川島 孝信　（Takanobu Kawashima）
久保 元彦　（Motohiko Kubo）
HALE首都圏支部一同
藤田 実彦 (Sanehiko Fujita)
HALE群馬支部会員一同
遠藤　清子（Kiyoko Endo)
吉野　謹行、大子（Motoyuki & Motoko)
田中　久雄（Hisao Tanaka)
浦田 　裕子（Yuko Urata)
森田 　実（Minoru Morita)
丹野 　最世子(Sayoko Tanno)
永野 　良夫(Yoshio Nagano)
井澤 　光徳（Mitsunari Izawa)
吉野 　英二　(Eiji Yoshino)
都築 　八千代 (Yachiyo Tsuzuki)
大崎 　孝三　(Kozo Oaki)
卜部 絵里 (Eri Urabe)
舟見美奈子（Namiko Funami）　
大山榮一（Ｅiichi Ｏyama）　　　
小和田晃子（Akiko Owada）　　　
中村隆宣（Takanori Nakamura）　
坂田二郎  (Jiro Sakata)　　　　　
春日井久美子   (Kumiko Kasugai )
中村 　隆宣(Nakamra Takanori)
大和田 　章子(Akiko Owada)
坂田 　二郎(Jiro Sakata)
加賀見 　岩雄（Iwao Kagami）
武井　豊（Yutaka Takei)
市田 　俊博（Ichida Toshihiro）
鈴木 　弘（Hiroshi Suzuki）
関根 　八紘（Yatsuhiro Sekine）
市原 　暉久(Teruhisa Ichihara)
糟谷 　泰男（KASUYA , YASUO）
湯藤 　大恵子 ( Yuto , Taeko)
舟見 　良彦(Yoshihiko Funami)
大山 　榮一( Eiichi Oyama) 
藤城 　悠Fujishiro , Haruka

　
 
春日井 　久美子(Kasugai, Kumiko)
坂井 　諒三(Sakai , Ryozo)
鈴木 　章(Suzuki, Akira)
大箸 　光弘 (Ohashi, Mitsuhiro)
森重 　好恵 (Morishige, Yoshie)
小野 　一郎 (Ono, Ichiroh) 
中根 　三恵子 (Nakane , Mieko
成宮 　健治 (Narumiya , Kenji) 
入江 　満代 (Iriye, Mitsuyo)
高井 　雅央Takai , Masao
伊藤 　光樹 (Ito , Mitsuki) 
株式会社医学研修協会Medical Training Association, Inc.
野田 　省三 (Noda, shozo)
塚原 　勉（Tsukahara, Tsutomu）
加藤 　裕之 (Kato, Hiroyuki)
岩下 　功 (Iwashita, Isao)
西川 　潤 (Nishikawa, Jun)
安田 　稔 (Yasuda Minoru)
金田 　栄（Kaneda , Sakae）
井谷 　博一 ITANI , HIROKAZU
井谷　直代（Itani Naoyo）
アスカ公認会計士（金子義郎）
安田 　征市/八代  (Yasuda , Seiichi & Hatsuyo)
白山 　三恵子(Shirayama , Mieko)
馬場 　弘人(Baba , Hiroto)
内田 　安彦(Uchida, Yasuhiko)
北田 　勇(KITADA , ISAMU) 
片山 　邦夫(Katayama, Kunio)
田中 　久雄 (Tanaka, Hisao)
尾崎 　典行 (Ozaki, Noriyuki)
鮎川 　和久 (Ayukawa, Kazuhisa)
新保　弾次 (Shimbo, Danji & Yoko)
武居 　弘泰 (Takei Hiroyasu )
穐山 　幹夫 (Akiyama Mikio &Nobuyo)
荻原 　紘一 (Ogihara Youishi)
徳江 　正一 (Tokue, Shouichi)
(株)コスモファーマ（水野　淳）

高畠 　宗一T(akahatake Soitsu)
遠藤 　清子(Endo Kiyoko)
伊藤 　雅規(Ito Masanori)
高後 　眞由美(KOGO , MAYUMI)
瀬田 　譲二(Seta Joji)
山本 　利幸(Yamamoto , Toshiyuki)
高橋 　サチ(Takahahshi Sachi)
小原 　みずえ(Ohara Mizue)
前川 　宏明(Maekawa Hiroaki)
坂本 　五十吉(Sakamoto Isokichi)
小笠原 秀宜OGASAWARA , HIDETAKA

皆様のご協力に感謝申し上げます。
誠にありがとうございました。
（氏名順不同敬称略）



てて
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若手の皆さん！ Jr.HALE (ジュニア・ハレ）に参加しませんか？
　　　　　　　　　　　　　★今、どしどし参加者が増えています！！　お友達もお誘いください（^^）

　新たに生まれ変わったハワイアロハライフ協会（HALE）内に誕生した「Jr.HALE」をご存じですか？
　リタイヤ後のハワイ生活を豊かなものにするという既存の会の趣旨とは別に、現役でビジネスを展開して
いる年代（40代、50代）を中心に、ハワイ生活をビジネスにも活かしたいという層をバックアップするために
生まれました。（・・・もちろん60代30代もOKです）
　「ハワイでビジネス展開を考えている」「ハワイに人脈がほしい」「ハワイで宣伝PR活動をしたい」「ハワイで
商業イベントをしたい」「とにかくビザが取得したい「ハワイのリアルな情報がほしい」
　などのご要望に、ハワイと日本の会員同士で助け合い応えていこうという集まりです。もちろん「ハワイ滞
在は息抜きなので、ゴルフや食事仲間がほしい」という要望もOK。ハワイ在住、日本在住問わず、広く情報交
換ができればと思っています。
　まず最初のイベントとしてキックオフZOOMを開催しました。皆様より「ホットなハワイ情報がほしい」「ビ
ジネス関連の情報がほしい」「初心者でもゴルフを気軽にできる会をジュニアハレで開催してほしい」「一人旅
が多いので現地で食事友達がほしい」など具体的な要望をいただきました。
もちろん、それら有益な情報と人脈をJr.HALEでは提供していきたいと思っています。
今後は、FacebookやLINEグループ、音声SNSのClubhouseなどを活用して、まずはJr.HALEメンバー同士
の情報交換のツールを整えていきます。
皆様、ぜひオープニングメンバーとして、ご参加ください。必ず、お役に立つこと、楽しいことがありますよ！

Jr.HALE事務局
専務理事・岩瀬英介（いわせ・えいすけ）
E-mail: iwase@hawaii-road.com 
インスタグラム：eisuke_iwase
Clubhouse: @hawaiiwase

お気軽にご連絡ください♩　アロハ

　

【ニュース】
オンライン講座やイベントの様子は
YouTube公式チャンネルで！

ハワイアロハライフ協会 
YouTube公式チャンネル 
ぜひご覧ください。

YouTube （www.youtube.com/） にて
「ハワイアロハライフ協会」で検索
してみてください。
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　「ハワイでビジネス展開を考えている」「ハワイに人脈がほしい」「ハワイで宣伝PR活動をしたい」「ハワイで
商業イベントをしたい」「とにかくビザが取得したい「ハワイのリアルな情報がほしい」
　などのご要望に、ハワイと日本の会員同士で助け合い応えていこうという集まりです。もちろん「ハワイ滞
在は息抜きなので、ゴルフや食事仲間がほしい」という要望もOK。ハワイ在住、日本在住問わず、広く情報交
換ができればと思っています。
　まず最初のイベントとしてキックオフZOOMを開催しました。皆様より「ホットなハワイ情報がほしい」「ビ
ジネス関連の情報がほしい」「初心者でもゴルフを気軽にできる会をジュニアハレで開催してほしい」「一人旅
が多いので現地で食事友達がほしい」など具体的な要望をいただきました。
もちろん、それら有益な情報と人脈をJr.HALEでは提供していきたいと思っています。
今後は、FacebookやLINEグループ、音声SNSのClubhouseなどを活用して、まずはJr.HALEメンバー同士
の情報交換のツールを整えていきます。
皆様、ぜひオープニングメンバーとして、ご参加ください。必ず、お役に立つこと、楽しいことがありますよ！

Jr.HALE事務局
専務理事・岩瀬英介（いわせ・えいすけ）
E-mail: iwase@hawaii-road.com 
インスタグラム：eisuke_iwase
Clubhouse: @hawaiiwase

お気軽にご連絡ください♩　アロハ

　

【ニュース】
オンライン講座やイベントの様子は
YouTube公式チャンネルで！

ハワイアロハライフ協会 
YouTube公式チャンネル 
ぜひご覧ください。

YouTube （www.youtube.com/） にて
「ハワイアロハライフ協会」で検索
してみてください。



朝のラジオ体操の会でプリントを配布して大好評♩
塚原勉さん 「ツトムのウンチク」お届けします！
皆さんは門限法と言うのを知っていますか？

先日ラジオを聞いていましたら、ある法律家が話す中で「門限法」という言葉がでてきましたので、もしかし
て、あの門限のことかなぁーと考えました。

私は・・まさか・・と思いましたが、そうなんです。あの門限を破る・・・とかの門限なんです。
それが、このアメリカでは門限法と言う法律が存在するのです。
では、どのような法律なのか・・皆さんは興味津々ですよね・・・
それは16歳未満の少年・少女が、夜の10時以降、家に帰って来ない場合、警察に捕まる・・という事です。
大抵この場合、親が警察に通報するそうです。子供は、不良化した子供で、捕まった子供は、警察が怖いの

で、門限は守るようになるそうです。
他にも、7歳未満の子供を一人にしておくと、その親が警察につかまるそうです。
こんな例がありました。
それは、親が7歳以下の子供を、一人ホテルのロビーに待たせて、忘れ物をしたので、部屋へ取りに行った

際に、ホテルの受付が、そうと知らずに警察に通報したところ、親が警察に捕まったそうです。

どうです？ 為になりましたか♪

事務局から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



“ハレの会”を支える特別サポート会員の皆さま



“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7月現在

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。

ボランティア募集



ハワイに
ご旅行の際は

海外旅行
保険に！

無料
健康相談 名医に相談できます

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

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。

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

（※）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)

“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】 http://www.hawaiiseniorlife.org

HALE日本地区本部
【電話】 (03) 3407-1390 
【FAX】 (03) 6893-7544
【Eメール】 hisleajapan@kjass.netHALEアロハオフィス

（アロハデスク&サロンde HALE）
【住所】 ワイキキ内
【営業】 火・金（10:00am～3:00pm）
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。

まもなく新住所が
決まりますよ～



お友達を
ご紹介ください！


