
2022 年１月 16 日、ソニーオープンインハワイ最終日、プレーオフを制するウィニングパットを打つ松山英樹選手と、優勝の瞬間報道陣に囲まれる様子。
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　アローハ！　
　オミクロン株による感染者数の増加はいまだ日本・ハワイではピークに至っておらず、もっ
と感染力が強い”ステルスオミクロン”がオランダで広がっているというニュースもあります。
世界では緊迫するウクライナ情勢や乱高下する株価のなか２月４日から北京冬季オリンピック
がスタート。虎は千里を走ると言いますが、寅年にふさわしく大きく世界は動いております。
　その中で我々のハワイにおきましては、嬉しいニュースが生まれております。まず新年元旦
の「初日の出」を会員の皆様とアラモアナビーチに拝みに参ったのですが、朝からの土砂降り
で絶対ダメとおもわれたご来光を朝７時半に奇跡的に拝むことができました。次に1月４日にハ
ワイ会員の皆様とハワイ出雲大社本殿参拝に参ったのですがこれも参拝中は土砂降りの雨でし
たが参拝終了後はピタッと豪雨がとまりました。奇跡です。極めつけは1月16日のソニーオー
プンインハワイの最終日でした。ラッセル・ヘンリーに１打負けていた日本の松山英樹選手が
最終ホールで追いつきプレーオフでミラクルショットを放ちパー５を２打でオンをしてイーグ
ルで優勝を飾りました。これも奇跡です。ソニーオープンをハワイでスタートさせた私たちに
とって「５つの誓い」のうち最後が達成された嬉しい瞬間でした（詳しくは別稿をご覧ください）。新しい神話が生
まれました。青木功神話から松山英樹神話へです。
　私は信条として①ぶれず②驕らず③侮らず④諦めずを心掛けていますが、④諦めずを今回は実感しました。当協会
もコロナ禍において諦めず頑張っていきたい。明けない夜はありません。必ず日本会員の皆様とハワイで再会できる
日がやって来ます。今年度は当協会にとって創立１５周年記念の年。ミラクルな年としたいと思います。　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　
特別寄稿
松山選手ソニーオープン優勝にあたっての想い

松山選手、ありがとう　　　フレンズ・オフ・ハワイ（ソニーオープン組織委員会）　理事
　　　　　　　　　　　　　　　　　ハワイアロハライフ協会会長　坂井諒三

　今年のソニーオ―プン・イン・ハワイは劇的な幕切れでした。
　ソニーオープン最終日最終組でラッセル・ヘンリーとともにスタートした松山選手が、前半９ホールで彼と５ストロ
―クも離された時には皆さん、松山選手の優勝をあきらめました。でも彼はあきらめませんでした。後半ラッセルとの
差を徐々に縮め最終ホールで１打差までもってきました。そして 1983 年青木功さんが逆転優勝したあのワイアラエの
最終ホール１８番をバーデイでラッセル・ヘンリーに追いつきプレーオフで驚異のパー５を２オンしイーグルで逆転優
勝をしました。私はそのすべてを 18 番ホールに設置されたソニースカイボックスの最前列から２列目めで見ることが
できました。松山選手が優勝パットの１メーターをカップインした瞬間皆様と立ち上がり松山選手ありがとうと心の中
でづぶやいていました。こんな幸運に立ち会えたことは勿論のこと、それ以上にこれで「ソニーオープンの５つの誓い」
がすべて成し遂げられたからです。
　１９９９年にソニーオープンがスターとするにあたり当時ソニーハワイ社の社長および最高責任者として私とスタッ
フは３４年も続いたユナイテッド航空ハワイアンオープンとどのような違いをだすか話し合いました。そして我々はソ
ニーオ―プン・イン・ハワイで達成したい目標として５つの誓いをたてました。
　１番目はハワイの日系人やハワイ州の皆様に恩返しをすること。ソニーが日本の小さな会社から世界に羽ばたく会社
になれたのはハワイの日系人香川さんのお陰です。ソニーオ―プンの収益金から毎年２億円を２４年間寄付しておりま
す。又大会の名前をソニーオープン・イン・ハワイとしてハワイの名前を冠にするトーナメントにすることはゆずりま
せんでした。このトーナメントだけです。PGA で州の名前がついているのは！
　２番目はこのトーナメントはオープントーナメントにすることです。多くの新人プロにもアマチュアにもプレーの機
会をなるべく多くさしあげたいためです。従って普通のト―ナメントは１回しかないプロアマを３回も設けました。14
歳の女子のアマ・ミツシェル・ウィーや東北福祉大学の学生の松山をスポンサー招待したのもこの理由です。
　３番目の目標はアジアや PGA の選手にとっての GATE WAY になることです。スポンサー枠の１つをアジア選手―特
に中国の選手にお渡ししています。その代わり世界１２６か国にテレビ放映をしております。今年は中国からの招待選
手がランク上位になるまで育ちました。４番目はその週はソニーエンターテインメントウィークとする。お客様は勿論
ハワイ州の皆さんにワクワクドキドキとする週にしたいことです。そのためにコンベンションセンターを舞台に特別デ
イナーショーを開催しています。ソニーの専属歌手や映画スターをおよびしています、ニール・ダイアモンドやダイアナ・
ロスやフリオ・イグレシアスやケニ―ロギンズなどが公演をおこないました。
　そして最後の５番目は、ソニーオープンで日本人選手が優勝することでした。この５つ目の誓いが２４年ぶりに松山
選手によってなしとげられました。本当に良かったとおもいます。来年はソニーオープンインハワイがスタートして
２５年目になります。松山選手はデイフェンデイングチャンピオンとして帰ってきますしそのころはコロナも収束して
いることとおもいます。ぜひ皆様もワイアラエカントリクラブにお越しになりごいつしょにゴルフを楽しみましょう。
　スポーツも人生も後半戦、特に最終ホールがおもしろいです。マハロ　　

（左）最終ホールの松山英樹選手（中）大学時代の松山
選手とリンダさん（右）オリンピック２位のロイ・サバ
ティーニ選手とプロアマ戦で。右は筆者・坂井。



てて

202２年２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（担当：リタ）
   毎週金曜日に開催
　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時からキックオフ　　
  

 ご注意

最新情報



てて

EVENT TOPICS   イベント・トピックス

新春初詣と昼食の会　　　　　首都圏支部長　田中久雄

日本時間、今日（１月７日）に首都圏支部主催の新春初詣と昼食の会が開催されました。
 
前日１月６日に首都圏地域を襲った雪は、この時期には珍しく、久々に東京や横浜で１０センチ近い積雪を
もたらしました。
 
普段、積雪に不慣れな首都圏では、高速道路での事故や凍結した道路での転倒も目立ちましたが、一夜
明けた日、１月７日は一転して晴天となり、参加を予定していた１９名が全員参加いたしました。
気温８度以下と、清涼な空気の中、明治神宮を参拝することができました。
 
参拝後、原宿駅近くのお洒落なフレンチレストランで、昼食をエンジョイいたしました。
 
昨日の大雪が一転し、晴天になった今日の天候のように、今のコロナ禍蔓延が、近い将来収束し、ハレの会
に明るい光をもたらすであろうと確信しています。
 



てて

EVENT TOPICS   イベント・トピックス

素晴らしいハワイで一緒にゴルフしましょう(̂ _ )̂
副会長　松田光裕　　ゴルフで楽しむ会＆エバビーチでHALEゴルフ　
 

皆さーん、この写真いいでしょー！

オアフ島を代表するゴルフ場の一つ、エバビーチゴルフクラブです。

今年の初打ちのワンショット、参加者全員とても楽しそうですよね。どうしてだって、なにせここは

南国ハワイ、気候に関しては世界一とも言えるハワイです。これ１月ですよ、気温25度、風は微風、

ゴルフ場のコンディションは最高文句なし。　さてみんなのスコアは？ 関係ないかな！？

ハレの会の皆さん、日本の皆さん、ハワイでお待ちしていまーす。

個人的なことですが、このコロナ禍、ゴルフをする機会が増えて腕も上がりました。近いうちに

皆さんとご一緒したいです。　それまで、アローハ！！
 
 



【コラム】

威張ったフグがいて、カラスの消えたハワイ
ハワイ暮らしの智恵
新名 瑛さん Vol ２5

　１月の下旬、日本より一足先に春めいてきました。朝の散歩も日差しが強くなり、アラワイ運河沿いの歩道ではス
プリンクラーの水たまりで、ドーブ（野鳩）が輪になって水を飲んでいます。人が傍を通っても知らん顔。私が邪魔
をしないように彼らを避けて歩きます。ふと思います。「日本でも鳩がこんなに近くにいたかな？」
　鳩の天敵と言えば、同じ鳥類であるカラス、鷲、鷹、フクロウですね。住宅地にはワシやタカ、フクロウはいないので、
実質的にはカラスだけが天敵となるのですが。そう言えば？「ハワイでカラスを見たことあります？」いや、ありませんね。
ハワイにはカラスがいないのです。だから彼らドーブが歩道の水たまりであ ろうと、ゴルフ場のティーグランド横であ
ろうと餌を求めて人に寄ってくるのでしょう。常連の人たちの中には、わざわざ餌を持参して手の上にのせて遊んでい
る人まで見かけます。思い浮かべただけでものんびりとした光景です。
　調べました。本当にハワイにカラスはいないのでしょうか？ウイキペディアによると、ハワイガラスというハワイ固有
の烏がいたようです。全長 46 センチで、体に対して頭部が小型なため、相対的に嘴が大型で太く見える。羽衣は
濃褐色で、翼の先端は褐色みを帯びている。という形をしていたようですが、開発による生息地の破壊、害鳥として
の駆除などにより生息数は減少。2002 年以降に野生個体の発見例がなく、野生下では絶滅したと考えられている
ようです。やはり「ハワイにカラスはいません」でした。
　だからこそ、ドーブも鶏も野性味いっぱいにホノルル市内の住宅地をあちらこちら走り回っているのですね。

　アラワイ運河のプロムナードをドーブたちを避けながら水中をのぞくと、今度はフグがゆったりと泳いでいるのが目
に入ります。ワイキキに住むようになった 20 年前からフグの存在には気づいていました。でもここ数年で勘定した
だけでも７匹は見るようになりました。以前は少なくとも 5 キロはありそうな一匹が、いかにも「アラワイ運河の主」
みたいな態度で小魚を蹴散らして悠 と々泳いでいましたが、今ではその数も増えてきました。外からではフグの雄雌
を見分けることもできないので、どのフグが一緒になって子供が増えたのかまでは分かりませんが、子供のフグはす
ぐ分かります。泳ぎ方も親フグほどゆったりとしていません。小魚も驚いて避ける様子もありません。
　フグと言えば日本では旬である冬に食べられる高級料理ですね。ではこのハワイのフグは獲って食べられるのでしょ
うか？という貧乏人の卑しさがすぐに出てきます。
　基本的にアラワイ運河では釣りは禁止されています。カニを取ったり魚を釣ったりしている人を見かけますがすべ
て違法です。パトカーが暇をしていれば捕まる可能性もあります。従ってアラワイ運河のフグは獲れません。ではこ
のフグたちはどこから来るのでしょうか？運河はアラモアナにあるヨット・ハーバーから海へ繋がります。ワイキキ沖
に出るとフグを見たという証言もあります。私はアラワイ運河のフグは、見かけからしてサザナミフグではないかと観
察しています。そしてハワイ島のコナでは水底が砂地で水深１～４メートルの浅い場所に生息しているという話もあり
ます。そんなことはどうでもいいのです。食べられるか、食べられないのか？
　天然のフグは毒を持っています。フグが悪いわけではありません。毒は自ら作り出したわけではありませんから。
食物連鎖によって体に蓄積されていくのです。もともと、有毒プランクトンやビブリオ菌などの真正細菌が毒を生成し
ており、それらを貝類やヒトデが食べます。その貝類やヒトデをフグが食べることによって、体内に毒が蓄積されてい
くのだと考えられています。どの生物でも同じことが言えますが、外敵から身を守るためという説が一番有力です。そ
してハワイにフグ専門の調理師はいません。結論を言うと、ハワイのフグは食べられません。日本からのフグ持ち込
みは OK です。日本からのお土産にフグを持参するとハワイに住む日本人に大喜びされることは間違いなしですね。

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】

コロナ禍でも新築コンドラッシュ！ HAWAII Up-To-Date !!
エース・K・イワセ Vol.48

　オミクロン株の感染拡大がようやくピークアウトしそうな様相ですが、ほんとコロナ禍になってもう２年以上。マ
スク生活がこんなに長く続くとは思わなかったですね・・・。しかしそんな中、ハワイでは不動産販売は絶好調。
2021 年のデータを見ても、一戸建ての年間の中間価格は 99 万ドル（約１億１千万円）。前年が 83 万ドルです
から大幅に上がっています。月によっては中間価格が100万ドルを突破するのも珍しくないという値上がりようです。
販売戸数も2020年が3,838戸、2021年が4,526戸。コロナで人の州外からの渡航者が減っているハワイですが、
そんな中、ハワイの物件を買う人はぐんぐん増えているんです。
　で、そんな中、カカアコ地区を中心とした新築コンドミニアムの建設ラッシュが始まっています。ハワイは今、ど
んどんコンドミニアムが建っており、さらにそれがどんどん売れています。
　例えば最近、アラモアナのウオルマートの向かいに出来たばっかりなのが「アズール・アラモアナ」。今人気の
カカアコ地区に続けと始まった「カピオラニ通り周辺の再開発」の先鋭として建てられたコンドです。41 階建て、
408 戸（うち 78 戸は賃貸物件）。アラモアナセンターとウオルマートに隣接し、裏にはドンキホーテという利便性
の高い場所にあり、９階のアメニティデッキには、プールはもちろん、キッチン付きクラブハウス、シアター、フィッ
トネスルームなど一般的な設備は全てあり、海が近いのでサーフボードラックもあります。さらに、友人が泊まれ
るゲスト用客室も完備されています。この近くには、ツインタワーでホテル運営もされる「スカイ・アラモアナ」（43
階建て２棟、774 室）が２０２２年内に完成予定、グルメ通りであるケアモク通り沿いにはやはりツインタワーの

「パーク・オン・ケアモク」（44 階建て２棟、972 室）が２０２４年完成で今、売り出されています。場所で言うと、
以前韓国料理の「ソラボル」があった辺り。その名のとおり敷地内に 600 坪以上の公園もできるそうで、周辺の
風景がずいぶん変わりそうです。
　さらに、カカアコ地区には、ハワードヒューズ社の新築コンド建設が続きます。もうすぐ完成なのが「コウラ」（41
階建て、570 室）。高い天井と高級感溢れる室内インテリア、全室バルコニー付きでオーシャンビューもばっちりです。
こちらも建物の向かいに広い公園ができるのが売りで、１階には「ディーン＆デルーカ」など人気のお店が入ります。
さらにその海側、現在「ワイエア」が建っている隣に「ヴィクトリア・プレイス」（40 階建て、350 室）も建設中。
室数の少なさからも一つ一つの部屋がゆったりした造りなのが伺えます。「ラウハラプールハウス」「プライベートダ
イニングルーム」「サンセットガーデン」「ワインルーム」などアメニティの呼び名を見ても高級感がありますね・・・。
完成は 2023 年の予定です。
　名前がケアモクの物件と紛らわしいのですが、ワード通り沿いに「パーク・ワードヴィレッジ」（41 階建て、545 室）
も建設予定。まだ工事も始まっていませんが、販売中です。現在の「オハナマーケットプレイス」がある場所で、
利便性も抜群。アメニティには、珍しいピックルボールコートに、テニスコートやキッズプレイエリアもあるそうです。
プールからは海の景観が望めて、こちらも公園が隣接する予定。これも周辺の景観を大きく変えるコンドミニアム
になりそうです。今後、カカアコ西側の開発計画もあり、まだまだラッシュは続きます。売られる部屋は目が飛び
出るような価格ですが、値上がりを見込んで投資で買う人も多いそう。皆さんもこのラッシュに乗ってみますか？？

（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

１．アメリカへの入国者はワクチン接種の有無に関係なく、出発前24時間以内にウイルス検査を受け陰性証明を提示する
　必要がある。
２．航空機、電車、バスの中でのマスク着用義務は、来年3月まで延長される。

＜アメリカ入国に必要なもの＞
1. 1日（２４時間）以内のPCRまたは抗原検査の陰性証明書
2. CDCワクチン接種完了の証明書
3. CDC（アメリカ疾病予防管理センター）発行の宣誓書への署名

ハワイ州は全ての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ています。

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
要となりました。

ただし、米国本土・準州経由で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。

下記を提示することで、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
・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（PCR NAAT検査）陰性証明書
（注）
18歳未満の子供はワクチン接種が免除されますが、２歳から17歳の子供は渡航前にCOVID-19検査が陰性であることを

証明する必要があります。ほかに、医学的にワクチンの接種が不可能な方、緊急の渡航者で、適時にワクチン接種を受けることが
できない方も、ワクチン接種が免除されます。

ハワイ州内でのパーティーなどの規制
ハワイ州では２０２１年12月1日（水）より、飲食店やジムなどでの収容人数制限を全面的に解除されました。これまでワクチ

ン接種証明のみ許可されていたSafe Access O’ahuプログラムでは、今後ワクチン接種証明もしくは48時間以内の陰性結果
どちらの証明も許可されるようになります。コンタクトトレーシング（接触者追跡）として実施されていたレストランなどで代表者
の名前や連絡先の記入が不要になりました。

プライベートパーティや営利目的ではないパーティの場合、下記の条件下で、人数制限なし。
- 自宅や公園などで家族や友人と集う場合
- 商業施設やイベントスペースなどで行われない場合、またチケット販売等がない場合

ビジネスの場合、下記の条件下で、収容人数100%までOK。
- 屋内ではマスク着用
- 屋内・屋外に関係なく、飲食が提供される場所やフィットネスクラブ、講習会等ではSafe Access（ワクチン接種証明もしく

は48時間以内に行われたテストの陰性証明を提示）を実施

さらに詳しい情報は、　
アロハライフ協会ウェブサイト内の「新型コロナウイルス情報」　
www.hawaiialohalife.org/covid19　をご覧ください。



 

アロハ・トピックス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【開催日時】 2022年年2月月23日日（（水水））10：：30～～16:00 （（09:30～～受受付付、、11:00～～ 9ホホーールルシショョッットトガガンン））
【開催場所】 Pearl Country Club 98-535 Kaonohi Street, Aiea Hawaii 96701 ☎(808) 487-3802
【【参参加加費費】】 $500／／1Team  

※ラランンチチ、、賞賞品品、、寄寄付付金金をを含含みみまますす。。
※参参加加費費ののおお支支払払いいははチチェェッックク、、ままたたははククレレジジッットトカカーードドででおお願願いいいいたたししまますす。。
※個個人人ででのの参参加加おお申申込込みみのの場場合合、、$150／／ playerととななりりまますす。。主主催催者者側側ででチチーームム編編成成いいたたししまますす。。

【【競競技技方方法法】】 4-Man Scramble & Single Peoria （（Mulligan Tickets Available)
【【おお申申込込みみ】】 裏裏面面のの参参加加申申込込書書にに必必要要事事項項ををごご記記入入のの上上、、FAXままたたはは郵郵送送ででおお送送りりくくだだささいい。。
【【申申込込締締切切】】 2022年年2月月18日日（（金金））必必着着
【【賞賞品品】】 優優勝勝、、準準優優勝勝、、ブブーービビーー賞賞、、ニニアアピピンン賞賞、、参参加加賞賞ななどど、、いいろろいいろろごご用用意意いいたたししてておおりりまますす。。

【【そそのの他他】】 ※“Tee Ground Sponsor” をを1本本$100でで募募集集ししてておおりりまますす。。詳詳ししくくはは裏裏面面ををごご覧覧くくだだささいい。。
※ププレレーー後後のの表表彰彰式式ははリリモモーートト（（ZOOM）） でで実実施施すするる場場合合ももごござざいいまますす。。予予めめごご了了承承下下ささいい。。

【【おお問問合合せせ】】 HALEのの会会 ““アアロロハハデデススクク”” (808) 428-5808ままでで （（担担当当：：佐佐野野））

約約120年年前前、、日日本本かかららのの移移民民者者たたちちはは、、慈慈善善団団体体をを通通じじてて寄寄付付金金をを募募りり、、貧貧ししいい人人たたちちやや

おお年年寄寄りりののたためめにに、、ククアアキキニニ病病院院のの前前身身ででああるる““Japanese Charity Hospital””をを設設立立ししままししたた。。
そそのの後後、、大大正正天天皇皇やや昭昭和和天天皇皇のの助助けけももあありり、、現現在在ののククアアキキニニ病病院院へへとと発発展展ししままししたた。。2020年年～～

2021年年のの丸丸2年年間間、、新新型型ココロロナナウウイイルルススのの蔓蔓延延にによよりり、、多多くくのの方方がが感感染染しし、、ククアアキキニニ病病院院ののススタタッッフフ達達

もも、、自自分分たたちちのの危危険険をを顧顧みみずず、、感感染染者者のの治治療療にに従従事事ししてていいまますす。。そそののよよううななFirst Respondersにに
敬敬意意をを表表しし、、今今大大会会のの収収益益金金ををククアアキキニニ病病院院へへ寄寄付付ししたたいいとと思思いいまますす。。同同時時にに、、昨昨今今ののココロロナナ禍禍がが

影影響響ししてて、、生生徒徒たたちちがが勉勉学学にに不不便便ささをを強強いいらられれてていいるる日日本本人人学学校校、、レレイインンボボーー学学園園ににもも収収益益金金のの

一一部部をを寄寄付付ししたたいいとと思思いいまますす。。ここのの度度のの当当協協会会のの主主旨旨ににごご賛賛同同いいたただだけけままししたたらら、、どどううぞぞここのの度度のの

チチャャリリテティィゴゴルルフフ大大会会ににごご参参加加いいたただだききまますすよよううおお願願いい申申しし上上げげまますす。。当当日日はは、、現現在在日日本本LPGA

トトーーナナメメンントトでで活活躍躍さされれてていいるるハハワワイイ州州出出身身、、エエイイミミーー・・ココガガププロロがが参参加加さされれるるかかもも（（？？！！））

皆皆ささままののごご参参加加おお申申込込みみ、、おお待待ちちししてておおりりまますす。。

（（寄寄付付先先：： Kuakini Medical Center＆＆ “The Hawaii Japanese School-Rainbow Gakuen”））
~HALE Charity Golf Committee~

チャリティゴルフ大会
For Kuakini Medical Center (Foundation) 

～参参加加チチーームム募募集集中中！！～

NPOハハワワイイアアロロハハラライイフフ協協会会主主催催



てて　

協会からのお知らせ　イベント案内

　　

第８回⽣き活セミナー

Part 1: ⽇本の財産の相続⼿続き
Part ２

Part 2: 椅⼦ヨガ・肩コリ/腰痛
Part 3: 
               

【トピック】

 
☑  ⽇本の相続で揉めない対策
☑  慢性の肩コリ/腰痛がある

☑  ⾃宅で少しでも快適に過ごしたい
ベストな選択肢を選び

【Life is GOOD】と思えるために
お役⽴てください。

無料オンラインセミナーの
お申し込みは

  「⽣き活セミナー」LINE
   このQRコードからまたは
malama.takumi@gmail.com

  ハワイ時間  
  2 / 2 6  (⼟ )     

2 ~ 3 p m 

⽇本時間  
2 / 2 7  (⽇ )  
9 ~ 1 0 a m  

花⽔恵美
ライフスタイリスト

Valley of the Temples

井上佐知⼦司法書⼠
司法書⼠事務所

神⼾リーガルパートナーズ

ルイス玲⼦
インテリアデザイナー

Ventus Design

ハワイと⽇本同時開催 ハワイの専⾨家・マラマ匠主催

無料

要予約

【セミナー講師】

今回も神⼾在住の井上司法書⼠を
ゲストスピーカーにお迎えして
⽇本の財産の相続⼿続きについて
わかりやすくお話し頂きます。

「 新たな⽣活習慣を
住まいに⽣かす知恵 Part １ 」



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、2022年1月1日からハワイの法律で、どんなことが始まったのか？ご存知でしょうか・・・ハワイ在住の方、日本からの方

にとっても大切なことです。ぜひお読みください。　ハワイで、新しく三つの法律が始まりました。
一つ目は
皆さんには直接関係は無いのですが、ハワイの生態系を守るためにサメを釣ったり捕まえたり死なせたりすると、条例により初

犯で500ドル（57.000円）の罰金、2度目以降はなんと最大10.000ドル（約115万円）の罰金が科せられます。更にボートツアー
等の商業ライセンス・船、釣り具などもすべて差し押さえとなります。この罰則はサメ一匹ごとに課せられるそうです。しかし故意で
はなく釣れた場合は、すぐにはなす、それから州当局から許可があった場合や、サメに襲われ自己防衛の為死なせた場合は罰の対
象外となります。

二つ目は
護身を目的としてスタンガン（暴漢などの相手に電気ショックを与え、身を守るための防犯グッズ）や長距離から撃てるスタンガン

「テーザーガン」を21歳以上であれば誰でも合法に購入する事が出来るようになりました。
日本では銃刀法に触れるため使用はもちろん購入や所持も禁止です。
ハワイでの購入者は事前に地元の警察で犯罪歴などの身辺調査を済ませ必要な研修を完了する事が必要です。スタンガンが合

法となるのはハワイが全米で49番目となりますが、他の州と比べるとハワイでの購入ルールはかなり厳しいものとなります。
これは我々日本人としてはチョット安心ですね(^_-)-☆
三つ目は
犬や猫などのペットにマイクロチップを埋め込むことが必修となりました。州当局によると3分の1のペットが迷子になったことが

あるそうで、そのうち10％のペットが飼い主の元へ帰れなくなっているそうです。マイクロチップはコメ粒ほどの大きさでペットの肩
甲骨の間に埋め込まれます。マイクロチップには飼い主の連絡先が登録されており警察官や保護団体がスキャンすると飼い主に連
絡できるようになっています。マイクロチップはGPSではありませんが迷子のペットが見つかると飼い主の電話やテキストメッセー
ジに通知が届きます。去勢しているか否かで変わりますがペットの登録料は2年毎で最大50ドルでマイクロチップの埋め込み時に
10ドル~20ドルかかります。

今回はちょっと長くなりましたが、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

　　　　　　

誠にありがとうございました。　

寄付の御礼　2022 年１月

UniValue Creations, LLC　様           

山内 　征三 YAMAUCHI , SEISO　様

山内 　美穂 YAMAUCHI , MIHO　様

White 　Yoshi　様



“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/)
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/)
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28社）

【日本】
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/)
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

（日本全10社） 　　　　　　　2022年1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！


