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　アローハ！　
　ハワイおよび日本ともに、新型コロナウイルス・デルタ株による感染者数は激減しました
し、重症者や死者数の減少により医療体制のひっ迫もなくなりつつあります。ハワイは新規感
染者数80人前後、日本は150人前後になっております。この急激な減少はワクチン普及が大き
な理由と思われますが、本当の要因は謎という専門家が多いようです。ただ、「コロナ増減２
か月周期説」というものもあり、今後も注意は必要だと思います。
　その中で経済復活をかけアメリカはハロウィーンも含めクリスマス商戦が早めにスタートと
いう感じです。世界中が石油価格の高騰のなかでも、とくに高い5％台というインフレをどのよ
うに克服し立ち直るかは、これからが正念場です。ハワイも１日2万2000人の観光客に、はや
く日本からの観光客が加わるのを心待ちにしている状況です。日本は総選挙が終わり、新政権
が本格的にスタートというこうところ。入国後の待機期間の緩和なども検討されているようで
すので、新たな経済政策と共に海外との往来再開を急いで欲しいと思っております。
　当協会は、12月にクリスマス会、来年１月に新年会を対面で行う予定でおります。この閉塞
した日本＝ハワイ間の状況を率先して打破したいとの思いを込めて実施します。またハイブリッ
ドといいますが、一方でオンラインでの講演会やセミナーも活発に開催し、多くのためになる企画が予定されていま
す。日本にいてもハワイを感じられるこれらのオンライン企画に、ぜひご参加いただければと思います。
　ハワイアロハライフ協会は日本会員の皆様がハワイにお越しになるのを心からお待ちいたしております。そのため
に今、念入りに準備をしているところなのです。マハロ！
　　　　　　　　　　　　　 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハワイアロハライフ協会 会長

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   坂井諒三

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　
協会からのお知らせ　特設情報サイトが
11月15日〜12月24日期間限定で開設されます！

　　

NPOハワイアロハライフ協会は2007年に設立されたNPO法人
です。「広げようアロハの心」をキーワードに、日本とハワイで
1000名を超える会員を抱え、さまざまな活動に取り組んでい
ます。日本とハワイで15の支部を有し、各地でアロハスピリット
を共有する活動を展開しています。

ホームページ：www.hawaiialohalife.org

※バナーデザイン、ウェブサイトデザインは
　変更になる可能性があります。

NPOハワイアロハライフ協会が特設ウェブサイトを開設！！
         「ハワイの新型コロナ最新情報を総まとめ！ 
                                パンデミックを終わらせて元のアロハライフを取り戻そう！」

このバナーを
クリック！

この活動は日本政府の支援事業（海外在留邦人・
日系人の生活・ビジネス基盤事業）です。

提供：NPOハワイアロハライフ協会

新型コロナウイルスの最新情報
一つにまとめました

⇦ QRコード から
期間限定 特設ウェブサイト
にアクセス！

「ハワイアロハライフ協会」トップページから
特設ウェブサイトにアクセスできます！

まだまだ気の抜けない

Photo by CDC 

必要な情報を

ワンストップ
で入手できます！

新型コロナウイルス基礎知識
新型コロナ感染したらどうなる？
「濃厚接触者」の基準って何？
どこでPCR検査が受けられる？
「家庭内隔離」はどうやるの？
ハワイ州・ホノルル市の規制は？
ワクチンに関する最新情報
ワクチン接種会場・クリニック一覧
日本とハワイの入国規制・自己隔離
ウイルス専門家からのメッセージ

ハワイアロハライフ



てて　

協会からのお知らせ　イベント案内

　　

第６回　50 歳からの【生き活セミナー】のお知らせ
（ZOOM によるハワイと日本同時開催） 

トピック 
Part 1「ハワイ在住者のために日本のの相続手続き」 
 Part 2「ハワイ島の魅力」 
 Part 3「楽しく腸活パート２」 
 Part 4  [ 楽々椅子ヨガ・顔ヨガ」 
今回は神戸在住の井上佐知子司法書士をゲストスピーカーにお迎えして 
ハワイ在住者が日本に持っている財産の相続についてお話しさせていただきます。
ハワイ時間 　11 月 27 日 ( 土 )  2:00~3:30pm 　https://myfm.jp/8oVy87/83827beefb
日本時間 　　11 月 28 日 ( 日）9:00~10:30am  　https://myfm.jp/crzfrq/729be44f0a
  
 ご参加お待ちしております♫



てて

2021年1１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
   みんなの絵画教室（担当：塚原勉）
   毎週火曜日に開催
　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　
　ウォーキングサッカー（担当：平岡）
   毎週土曜日午前９時半集合、午前１０時スタート　　
  

 ご注意

最新情報



てて

EVENT TOPICS   イベント・トピックス

「みんなの絵画教室」開催にあたって　　　　　　理事　塚原勉

「みんなの絵画教室」を始めます(^_^)
私の小学生時代は、絵を描くことがとても好きでした。ある時、写生会で私の描いた絵が、教室の廊下に張
り出されて、友達に自慢したものです。
やがて、中学・高校で美術の成績は良かったので、大学進学の時、親父に相談しました。「俺・・美術大学へ
行くよ・・と」・・親父は、「お前が美術大学・・一生食っていけるのか・・」と言われて・・私もそれ程の自信も
無かったので、結局普通大学・・就職は親父と同じ国家公務員になったのです。今考えると、親父の言ったこ
とも間違ってなかったかな・・と思う事があります。なぜならば、私共は、この素晴らしいハワイで、私共夫
婦・・娘夫婦と孫二人が一つ屋根の下で、幸せに暮らしているからです。
チョット前置きが長くなりましたが、ハワイへ来てからも、暫くの間、会員の関川菊枝さんの絵画教室に通っ
ていましたが、残念ながら菊枝さんが日本へ帰ってしまったので、中断していました。しかし、私が主宰する
英会話教室に良い先生を発見したのです。そのお方は、入江満代さんで、武蔵野美術大学卒の方です。そし
て、先生として快く承諾して頂いたので、毎週火曜日に「みんなの絵画教室」を開催致します。
詳しくは、協会ウェブサイトの「イベントカレンダー」を参照してください。
先生はとても明るいので、気軽に奮って参加して下さい。一緒に絵を描きましょう。
宜しくお願い致します。

Walking Soccer 盛り上がってます　　　　　　会員　成田典子

　毎週土曜日Kapiolani Park で20名ほど集まります。senior の人、若い人、英語族、日本語族と皆和気あ
いあいrespect とともに楽しんでいます。
　主催の平岡さまの友N.Y.から来たる楽しからざるや。Jojiさまの”わびさび”あるお言葉「一期一会」。
Sandyさんの「Kathyさん快気祝ゴール」一体全体どのようなグループなのかしら？と興味をそそられるほど
含蓄ある写真付きメール感謝して拝受。
　その日私は、サイトに到着するやいなや「両手でgrocery bagをかかえて歩いていた友人が転んで、前歯
を数本折った」と聞き、”次はわらわの番か”と大変心が動揺。で、Jeffや明石さん佳代子ちゃんShunさんか
ら”いかに上手に転ぶか”を丁寧に伝授していただいたのです。武術というものが精神統一のみならず護身の
ためとはわかっておりましたが、このように手とり足取りで教えていただき又々感謝感激。
   それぞれ専門の道を歩まれて来た各人に教えられ
励まされて、会が益々延びゆく事を願っております。



【コラム】

ハワイの若者 ハワイ暮らしの智恵
新名 瑛さん Vol ２２

 　10 月のあるの土曜日の午後、ラナイ（ヴェランダのことをハワイではこう呼びます）でトレンド・ウインド（貿易
風）に吹かれながら今回は何をトピックにしようかな、とぼんやり考えていました。ワイキキの外れに住んでいますの
で、アラワイ運河が見下ろせます。今日は珍しく沢山のカヌーが出ています。白いカヌーを上手にダブル・ブレード・
パドルで操っているのはどうも女子高校生っぽくみえますので、近くの私立イオラニ高校の生徒さんかも知れません。
その向こうのカヌー置き場では、中学生らしき男の子たち５～６人がスケートボードでベンチに飛び乗ったり、回転
したり。のんびりした昼下がりです。ハワイでは 18 歳未満の子供たちは市営ゴルフコースの利用は無料です。テニ
スコートはアラモアナ公園をはじめ山ほどあって誰もが無料で使用できます。語学学校時代に知り合った台湾からの
友人は、高校生の息子を連れて午後に９ホールだけ歩いて回る、とよく話していました。「ハワイの子供たちは恵ま
れているな」と思いながら、ハワイでは子供たちがサッカー、野球、テニス、バスケットボールなどで遊んでいると
ころを日常的に見かけるけれども、そう言えば日本では子供がグループをなして遊んでいる姿を見かけた記憶が少な
かったような気もしてきました。日本の 10 歳から 39 歳までの死因の順位の１位が自殺であったことを思い出して、
ハワイとなにかが違うのだろう。何が？
　社会科学者ではないので客観的な推論はできません。自分勝手に考えてもまず気候は大きく影響するだろうな、
と思います。１年を通じて「暖かい」という気候は人の気分を開放的にします。統計ではハワイのうつ病による自殺
率は全米 49 位（50 位はサウスダコタ州）だそうです。「アロハ・スピリット」も自慢したい部分です。アロハとは
相手を思いやる気持ちです。自分とは違う人を温かく受け入れる寛容の心です。そして多人種の構成からなる異文
化の日常性だろうと思います。多様性を重視する文化が背景にあります。人は人で、誰もが違っていて当たり前。こ
こでは他人と同調することを強要されません。小学校、中学校での「いじめ」もあります。だけれども市教育局がい
じめに対する監督不行き届きで訴えられた、という話は寡聞にしてまだ聞いたことがありません。対処が早いのかも
知れません。
 高校生の子供がゴルフバッグを担いでアラワイのゴルフコースを一人で回っているのを見かけると嬉しくなります。「家
に閉じこもってテレビゲームしているよりずっと健康的だな、お金もかからないし」。そんな時には声を掛けます。高
校のゴルフ部の生徒さんでしょう。無茶苦茶にうまい。200 ヤードのショートで 6 番アイアンを持ったりするのを見
た後はゴルフの話はしないようにします。「お父さんは何をしてるの？」「米本土の大学に進学するの？」。意思は固まっ
ているかのように返事はしっかりしています。自分の高校生時代と比較して、「こんなに大人だったかな」と反省させ
られます。米本土の大学に行っても、ハワイには観光業以外に多くの就職先もないので、そのまま米本土に残ってし
まうのがハワイの弱いところです。ハワイの高齢化率が全米一の背景にもなっています。

（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】

コロナ禍でも続々…ハワイ新店情報 HAWAII Up-To-Date !!
エース・K・イワセ Vol.44

　日本人にも人気の名門ホテル「ハレクラニ」がコロナパンデミック中に全面改装に取り組み、10 月１日にオープンしました。
観光客が少ないこの時期に、うまいタイミングだなあと感心したのですが、当然レストランも同じことを考えています。コロナ
禍で改装してリニューアルオープンするお店が目立ちました。例えば、当協会の会員にもメジャーなワイキキの名店「サントリー」
もいま改装中で、ほどなくオープン予定。個室が新設したり、ラウンジスペースが登場したりとかなりの変貌になるそうです。
和食で言えば、マッカリーショッピングセンターに入っている「章ジャパニーズレストラン」も座席を増やしてリニューアル。
会席スタイルのコース料理も登場するそうです。カイマナビーチの海の目の前にあるハウツリーラナイは、新たに「ハウツリー」
として新装開店。定番のエッグベネディクトもアップデートされているそうです。
　そして、コロナ禍でもハワイには続 と々新店が登場しています。いくつか紹介しましょう。まずは、イリカイホテルの最上階に

「ペスカ・ワイキキビーチ」というシーフードレストランができました。こちらは、ステーキハウスで人気のウルフギャング一
族が開いたお店。海の長めが最高でパーティーにも最適。お気に入りの海鮮食材を選び、調理法をリクエストできます。続いて、
ワイキキに目を移すと、インターナショナルマーケットプレイスの３階、オープンエアのフロアに「モアニ・ワイキキ」がオープン。
ミュージシャンがオーナーで、毎晩６時から生バンドの演奏が入るのが特徴。料理もハワイアン創作で、私的にはフライドチキ
ンがまさに「ヒット」でした。ワイキキには、最近流行りのロブスターサンドイッチを出すお店が２軒できたのも注目のポイント。
ロイヤルハワイアンセンターの２階フードコートと、その向かいのワイキキショッピングプラザの地階にあります。ファーストフー
ド感覚なので、ぜひ一度お試しを。実は本家本元とも言えるロブスターサンドのお店はダウンタウンのチャイニーズカルチュラ
ルプラザになります。もしダウンタウンに行かれるならそちらも行ってみてください。
　さて、新店の続き。ダウンタウンですっかり人気のバーとなった「レザーエプロン」のメンバーが、お酒と料理のペアリング
をテーマにした、とってもおしゃれなお店をカカアコにオープンしたのが「バー・メイズ」。SALT 横のコレクションというコン
ドミニアムに１階にあり、見たからにおしゃれなお店です。おまかせコースのみですが、調理の味と見た目も定評があります。今、
ハワイの食シーンを牽引しているのはダウンタウンの「セニア」という創作料理のお店なのですが、そのセニアから独立して中
華レストラン「XO レストラン」を作ったシェフが、姉妹店として新たにカイムキに「AVレストラン」というのを作りました。テー
マは「ラグジュアリー・ビーガン」。植物由来の素材だけでさまざまな料理を演出するそうです。これは一度味わってみたいで
すね。
　ということで、コロナ禍でもハワイの食シーンは活況。皆さん、パンデミックにめげずに前向きに頑張っています。その頑張
りに、ぜひ秋の食欲で応えようじゃありませんか！ ぜひいずれかに行ってみてください。

（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。        

　　　　　　　　　　　　　           バー・メイズのお酒＆料理の一例 ➡︎

あろ　　　アロハトピックス

　　　　
ハワイで仕事を探すなら♪「ハワイ仕事ドットコム」
ビジネスをされている人は・・・求人情報掲載が無料！
ハワイに移住したい人は・・・優良なハワイ求人が見つかる！
http://hawaii-job.com/



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

ハワイ州への渡航条件が変更されました　　（2021年11月3日）

ハワイ時間11月2日、ハワイ州知事は11月8日より、バイデン大統領が発表した「新型コロナウイルス感染症拡大中におけ
る、安全な海外渡航の再開を進めるための大統領令」に則った形で、全ての18歳以上の外国人渡航者に新型コロナウイルスワ
クチン接種証明の提示を義務付けると発表しました。ただし、海外からハワイ州へ直行便で到着する渡航者と、アメリカ本土・ア
メリカ準州経由でのハワイ州到着の場合の条件は異なります。

米国に渡航する外国人に対する新型コロナウイルスワクチン接種について

これにより、11月8日以降、直行便でハワイに到着する外国籍渡航者は今後ハワイセーフトラベルズプログラムの登録、なら
びに旅行情報等の更新は不要となります。

直行便でハワイに到着する外国籍渡航者

– 海外渡航のためのワクチン接種証明書の提示ならびに、

– ハワイへのフライト出発3日以内に事前検査（PCR NAAT検査または抗原検査）を受診し、医療機関からの陰性証明書の
提示

直行便でハワイに到着する米国市民・米国永住者

– ワクチン接種を完了した方：ワクチン接種証明書並びにハワイへのフライト出発3日以内に事前検査（PCR NAAT検査ま
たは抗原検査）を受診し、医療機関発行の陰性証明書の提示、

または、

– ワクチン接種を完了していない方：ハワイへのフライト出発1日以内に事前検査（PCR NAAT検査または抗原検査）を受診
し、医療機関発行の陰性証明書の提示

米国本土・準州経由でハワイに到着する外国籍渡航者

米国に本土・準州を経由してハワイに到着する外国籍渡航者は、米国内の旅行者と同様に、既存のセーフトラベルズハワイプ
ログラムに旅程情報などを登録することが義務付けられています。（登録内容は下記を参照ください）

*米国入国する際に、ワクチン接種証明書並びに事前検査陰性証明書の提示は義務付けられています。

下記いずれかを提示することで、ハワイ到着後の10日間自己隔離が免除されます。

– 海外渡航のためのワクチン接種証明書 または、

– ハワイへのフライト出発72時間以内にハワイ州指定医療機関 で受診した事前検査（PCR NAAT検査）を受診し、陰性証
明書 の提示

なお、ハワイ州では、
屋内でのマスク着用義務、６フィート（１．８メートル）の距離を保つなどの規制は続いています。



 

　　　　　　　　　　　　　　

アロハライフ・トピックス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

〈坂井 昌司氏プロフィール〉
年生まれ栃木県真岡市出身。 日本プロゴルフ協会ティーチングプロ パター

専門国際指導資格プロ 提携プロ 楽天 掲載提携プロ。若い頃はニュージーラン
ドに長期滞在しゴルフ、語学、文化を学び、帰国後は茨城県美浦 研修生を経て
ティーチングプロに。現在年間 人以上のプライベートレッスンを行い、楽天 での総合
評価 を常に維持するゴルフレッスンの第一人者。

「 ゴルフ 坂井塾」

【ハワイアロハライフ協会 首都圏支部 イベント】

この度ハレの会・若手会員でもある 公認レッスンプロの坂井昌司プロを講師に迎え、下記要
項の通り、オンコースレッスンのエッセンスを余すことなくお伝えする レッスン会を開催することに
なりました。坂井プロのご講演はハレの会でも過去に東京、ホノルルで開催していますが、今回は、
「シニアのためのスコアアップへの道」にテーマを絞り、月２回、日曜日夕刻（日本時間） か月
６回を１クールとした対話型のレッスンとなります。
尚、このイベントは首都圏支部（支部長：田中久雄）主催ですが、参加者は全国及び、ハワイ
の会員の皆様も対象と致します。また毎回でなくご興味のあるテーマ毎の参加も可能としています
ので、皆様のふるってのご参加をお待ちしております。

日時： 年 月 日、 日、 月 日、 日、 年 月 日、 日
～ （日本時間、すべて日曜日）

年 月 日、 日、 月 日、 日、 年 月 日、 日
～ （ハワイ時間、すべて土曜日）

申込先：川口 伸 申込期限： 月 日（金）
会費： 円 全６回。個別受講は 円 回。 会費は事前に一括でお振込み下さい）

※ハワイからご参加の方は会費に代えてハワイ本部への寄付をお願いします。

振込先：三井住友銀行 中村橋支店 普通＃ 口座名：ヒスレア首都圏支部
カリキュラム： 次頁参照



アロハライフ・トピックス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

「ウクレレを楽しむ初心者サロン」

【ハワイアロハライフ協会 首都圏支部 イベント】

日程： 月 日、 日、 月 日、 日、 月 日、 日全て土曜日
時間： ： ～ ：
会費： 円（全 回）定員： 名 締め切り： 月 日（日）
申込先：武居弘泰
会費振込先：みずほ銀行 銀座支店 普通 ウクレレパラダイス

新たに誕生した首都圏支部イベント「ウクレレを楽しむ初心者講座」は早や、第１クール（ 月～ 月）を
終えようとしています、お陰様で参加者も１７名となりサロンは盛況裏に進んでおります。
月から第２クールを迎えますが名称も「ウクレレを楽しむ初心者サロン」に変更しスタートいたします。
の会の「アロハ」精神を大事にし、ハワイへ想いを馳せ、メンバー間のコミュニケーションの時間を大切にし

ながら、歌やウクレレだけでなく、ハワイ語の初歩、それを通じてハワイ文化との触れ合い等、中身満載の楽しい
ウクレレサロンを目指します。第１クールに参加出来なかった方、ウクレレ初心者、ハワイに興味を持つ方、何
方でも大歓迎ですので今年 月から開催予定の第２クール「ウクレレ初心者サロン」に是非ご参加ください。
会員のお子様、お孫様へのご勧誘も是非よろしくお願い致します。（首都圏支部長：田中 久雄）

〈高嶋尚子先生プロフィール〉
東京・新宿にて「ウクレレ★パラダイス」を開講。設立から約 年、ウクレレを通じてハワイと日本を結ぶ事に力を入れて
いる。 近年はハワイのお寺での初盆セレモニーの奉納演奏など、地元の方々との文化的交流にも力を入れている。
ウクレレ愛ランドフェスを主催、ウクレレを愛する様々な世代の方々との繋がりの場を提供している。（次回 年 月
日）都内小学校の音楽の授業で、生徒へのウクレレレッスンも展開中。

〈夫馬 典子先生プロフィール〉
フラダンス講師とハワイ語講座の講師を務めるほか、近年はハワアンイベントの司会も携わる。ハワイ語は鳥山親雄氏に
師事。 年「誰でもわかるハワイ語の本」（文踊社）を監修。英語教員免許、日本語教師資格保有の語学好
き。フラダンスはカリマ直子氏に師事し、Hālau Nā Pōhai 所属。

＊会費は事前に一括でお振込みをお願いします。
＊初心者サロンの延長線上には、ハワイ現地とのウクレレ交流会 ハワイ、ゴルフ親睦会等の楽しい
企画も予定しております。

夫馬 典子先生

高嶋 尚子先生



 

アロハライフ・トピックス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「キーワードから読み解く習近平政権の行方」

【ハワイアロハライフ協会 首都圏支部ZOOM講演会】

日時：2021年12月 1日（水）10：00～11：30 日本時間
2021年11月30日（火）15：00～16：30 ハワイ時間

会費：無料 定員：20～30名 ＊定員になり次第締め切りといたします
申込先：田中 090-3133－6022 tanaka@pxoffice.com

今年7月に共産党結党100周年を迎えた中国は、多くの国内問題を内包しつつ、各国の政治経済に多大
な影響をもたらす存在となっております。中でも中国の動向が、我が日本に与える影響は甚大で目を離
せない状況になっております。
今回は今年4月24日に大好評裏に開催された「中国講演会」に引き続き、新しい視点、即ち最近良く耳

にする下記のキーワードから見た中国の実態を読み解いて、中国の未来、あるいは日本が取るべき今後
の対中対応に関し解説を頂く講演会です。講師は先回に引き続き、中国政財界と永年密接なパイプをき
ずかれてきた、星屋様にお願いしたいと思います。
【キーワード】★恒大集団(Evergrande Group)の経営破綻と不動産バブルの終焉

★共同富裕：第二の文革の到来か、学習塾の禁止と「習近平思想」の学習義務化
★多発する洪水と停電、悲鳴を上げる三峡ダムとエネルギー危機
★狂い始めた中国サプライチェーン ★「台湾解放」中国共産党のシナリオ

〈星屋 秀幸氏プロフィール〉
岐阜県下呂市出身、名古屋大学工学部卒業。三井物産に入社し鉄鋼部門に配属される。その後、北京
語言学院に留学。1981年に三井物産天津事務所の初代駐在員に就任。その後1995年～2003年の8
年間、上海三井物産の社長として宝鋼集団との包括的戦略提携の締結、日本商社で初めてオフィスの浦東
移転を決断、上海GMとジャストインタイム自動車用鋼板ロジスティクスを立ち上げた。
2008年から森ビル特別顧問として有名な超高層ビルSWFC（上海環球金融中心）設立に携わり現在に
至る。上海市政府から「上海白玉蘭栄誉奨」を授与される。2017年上海人民出版社より「中国情縁・我的
人生之旅」を中国語で出版。中国政府より「永久ビザ」を授与されている数少ない日本人である。

この講演内容を評価頂ける方は、下記の首都圏支部口座にご寄付(2千円単位)頂ければ幸甚です、
今後のより良いイベント企画の為に。
【寄付金振込先】
三井住友銀行 中村橋支店 普通口座 １７８８６６１ 口座名義：ヒスレア首都圏支部

＊今回の講演会は講師のご希望により、中国について本音での質疑応答をする関係でオフレコとなります



 

　　　　　　　　　　　　

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）
久保 　元彦 (KUBO , MOTOHIKO)
菊池 　亮 (KIKUCHI , RYO)
小渕 　隆司 (KOBUCHI , TAKASHI)

　
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）
山田　幸子（Sachiko Yamada）
亀田　敦子（Atsuko Kameda）
吉野 　大子 (YOSHINO , MOTOKO)
尾関 　俊夫 (OZEKI , TOSHIO)
浜崎　 　陽一 (HAMASAKI , YOICHI)
新美 　幸英 (NIIMI , YUKIHIDE)
ボリンジャー 　烈子 (BOLLINGER , RETSUKO)
椿 　麻美 (TSUBAKI , ASAMI)
ヤマシタ 　バーンズ (YAMASHITA , BYRNES KAMEO) 
椎葉 　幹延 (SHIIBA , MOTONOBU)

　
 
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)
椿 　麻美 (TSUBAKI , ASAMI)

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
椎葉 　幹延 (SHIIBA , MOTONOBU)
高畠 　宗一(TAKAHATAKE , SOITSU)
株コスモファーマ (COSMO PHARMA, INC.)

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）



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！
普段当たり前のように使っている「日本語」ですが、言葉の意味を勘違いしていたことはありませんか？　特に日本から離れて生

活していると、知らず知らずのうちに日本語力が低下してしまうものです。自分の日本語力をぜひ試してみてください。　　　
正しい答えを選んでください。
1.曲のさわりだけ聞かせて           2.話が煮詰まってきた。   3.気のおけない
A　はじめだけ     A　議論が進み、結論が出そうになった  A　気遣いしなくていい
B　クライマックスだけ　　　     B　話が行き詰まった    B　油断ならない
C　少しだけ      C　誰も発言しなくなった   C　気難しい

 答え　1.  ・・B　クライマックスだけ
浄瑠璃のひとつであり、大流行した義太夫が語源とされている。
義太夫節以外を、義太夫に取り入れた個所を「触り（他の節に触っている）」といい、それが転じて、曲中で最も聞きどころとされ

ている部分を「さわり」と呼ぶようになった。
 　　2. ・・A　議論が進み、結論が出そうになった

「煮詰まる」とは、煮えて水分がなくなること。転じて、十分に議論や相談をして、結論がでる状態になることを指す。「行き詰る」と
間違えやすいので注意。

 　　3. ・・A　気遣いしなくていい
反対語である「気が置ける」は、「気をつかってしまう」の意味。これは「特に気をつかおうとし

なくても、気を置いてしまう」ということから来ている。
その逆の「気が置けない」は「気をつかう必要がない」となる。　　

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@hawaiialohalife.org
【ウェブ】 http://www.hawaiialohalife.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】 2222 Kalakaua Ave. Suite 1100 Honolulu HI 96815　（TTA, Inc. 内）
【営業】 月・火・水・金・土（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。

旧「DFSギャラリア
（免税店）」ビルで
す。１階のルイヴィ
トンが目印♡



お友達を
ご紹介ください！


