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　アローハ！　
　ロシアのウクライナ侵攻がはじまって約１か月がたちました。短期で決着と思っていたロシ
ア側でしたがウクライナの予想外の健闘および西側諸国の経済制裁の結束の強さで、キエフ周
辺の軍事活動を大幅縮小する事態になりました。停戦に向けてだいぶ光が見えてきました。
　ハワイは３/26より屋内でのマスク着用義務が解除となり、映画館やジムやショッピング
モールもマスクなしで歩けるようになりました。アメリカ国内旅行の渡航規制もすべてなくな
りました。私もワイキキで新装開店した「サントリー」で食事をしてきましたが、ワイキキは
ほとんど２年前に戻ったように感じました。
　日本は桜が満開。そして飲食店も旅行もエンタテインメント業界もリベンジ商戦に期待して
います。２年以上、思い切り食事をしたい、旅行したい、スポーツを楽しみたいという気持ち
がマグマのように溜まっていますから、感染に注意しながら爆発するのではないかと思いま
す。しかしながら、まだ日本からの海外旅行の復活には時間が必要なようです。
　私どもハレの会のハワイ本部やホノルル支部はすでに活動を開始しております。チャリテイ
ゴルフは2/23に行われ大成功をおさめました。次に①4/16にはホノルル支部主催の親睦会がワイキキヨットクラブ
で対面でおこなわれます。昼食会です。皆さんと対面でお話と食事ができるのがたのしみです。ハレ創立１５周年記
念プロジェクト第２弾です。②そのあと「ハレ・アロハウィーク」(7/2－7/9)　③7/8は15周年記念ゴルフ大会を
ホアカレイGCで　④8/20は15周年記念特別晩餐会をハレクラニにて開催しますし、⑤特別総会と続きます。
皆さんでこの「創立１５周年記念プロジェクト」をぜひ成功させましょう。　マハロ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハワイアロハライフ協会 会長

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   坂井諒三 
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2022年は当協会創立15周年です

２０２２年はNPOハワイアロハライフ協会（旧ハワイシニアライフ協会ー設立2007年）にとって
創立１５周年の年。年間を通じて、さまざまな記念イベントが開催されます。
15周年記念ロゴの発表、そして記念イベントの年間スケジュールが発表されました。

　　　　　　　　　　　　　　記念イベントの目的
　1　過去１５年の活動を正しく評価しその功績を祝う 
　2　「ハワイアロハライフ協会」としてさらなる発展のスタートの年とする 
　3　コロナ禍で会えなかった会員同士が再びハワイや日本で親睦を深める 

　　　　　　　　　　　　　　　　　イベント予定 
2月23日　　  チャリテイゴルフ大会　IN HAWAII 
7月2～9日　  皆でハワイに集まりハワイで再会を祝う
　　　　　　　「ALOHAウィ―ク」 IN HAWAII　 
7月8日　　　 ファンドレイジングゴルフ大会　IN HAWAII 　
　　　　　　　at ホアカレイカントリークラブ
8月20日　　 15周年記念晩餐会　at HALEKULANI 　IN HAWAII  
                     永年表彰とエンターテインメント      　　　　　▲１５周年記念ロゴ
9月　　　　  15周年記念総会と講演会 （ZOOM、ハイブリッドによる）　IN HAWAII                       
10月　　　　 親睦ゴルフ　IN JAPAN 　　　 
11月　　　　15周年記念「アロハ会」　IN JAPAN　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　 
                    ハワイ会員による日本ツアー　IN JAPAN  　　同時に、社会貢献・寄付活動を実施する。

坂井諒三会長のコメント
アローハ！　
　２０２２年は大々的に「コロナに討ち勝った年にしたい」との想いで、数々の「創立15周年記念イベント」を開催いたします。　　
この度ハレの会が創立15周年を迎えるにあたり、過去15年間の活動の功績を総括し、今後の会の継続や発展の為に次の10年に
向けてのキックオフを宣言いたしたいと思います。
　創立15周年記念ロゴをご覧いただいてお分かりのとおり、15周年を境に新しく飛躍をしたいとの想いを込めました。特に日本
もハワイもコロナ明けは近いと思います。ぜひハワイで会員の皆様との再会や新しい会員の皆様の加入を歓迎させていただくため
に、創立15周年記念イベントを活用いたしたいと思います。
　次の10年に向けて・・・
①これまでの15年間の成果と内容はもっと充実し広げていきます。アロハ精神の理解と実践をより強化します。日本とハワイの架
け橋の強化を行います。
②ハワイと日本においてのオピニオンリーダーになりコンサルタント業務を行う－当協会は人材の豊富さが特徴です。
③ジュニアハレの活動とローカル化をより活発化する。若い会員の加入促進とローカル会員の加入により会の活性化を図ります。
④社会貢献活動や寄付活動の強化を行います。
　以上、ハレの会は創立15周年を迎えいろいろなプロジェクトを完成させ次の10年の飛躍に向かって邁進いたします。　マハロ！

各イベント担当者から、各イベントの特色・詳細が発表されました。
USオープンで優勝したプロゴルファー笹生優花選手、今回記念ウクレレを制作したブルース・シマブクロからのメッセージが上映
され、会場からは拍手がおこりました。

１５周年を記念して「記念グッズ」が発表。今後、会員に向けて販売される。（次ページを参照）
●ブルース・シマブクロ＆ジェイク・シマブクロのプロデュースによるオリジナルウクレレ　30本限定
●葛飾北斎モチーフのHALE特製Tシャツ　500枚限定
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各イベント担当者から、各イベントの特色・詳細が発表されました。
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され、会場からは拍手がおこりました。

１５周年を記念して「記念グッズ」が発表。今後、会員に向けて販売される。（次ページを参照）
●ブルース・シマブクロ＆ジェイク・シマブクロのプロデュースによるオリジナルウクレレ
　　Jake ShimabukuroデザインのShimaukuleleにJake&Bruce兄弟の直筆サイン入り。ローカルアーティストJuncoデザイ
ンのハワイをモチーフにした特製プシュケートアートが入る。30本限定。
●葛飾北斎モチーフの特製Tシャツ
　　葛飾北斎の「神奈川沖浪 」をモチーフに、ハワイアロハライフ協会がハワイと日本の架け橋になれるようにという願いを
込めて、ハワイらしい景色を現代⾵にアレンジした15周年特別デザインTシャツを制作、販売します。500枚限定。

ハワイアロハライフ協会15周年記念品 第⼀弾

⽇本にお住まいの会員の皆様、コロナ禍でハワイへの旅⾏が出来ない中、
YouTubeでハワイの動画を⾒たり、⾃宅でハワイアンミュージックを聴いたり、
ウクレレを弾いたり、ハワイへの募る思いが⽇に⽇に⼤きくなってきていらっ
しゃるのではないでしょうか。そんな皆様に朗報です。
15周年プロジェクトの⼀環として、ハワイが誇る世界的ウクレレプレイヤーJake 
ShimabukuroプロデュースShima Ukuleleに、何とJakeとBruce兄弟が直筆サイ
ンをした特別限定「30本」を15周年記念品として販売します。しかもハワイで活
躍中のJuncoさんによるハワイアンプシュケートアート柄付き。付属のウクレレス
タンドに載せてお部屋のデコレーションに最適。ハワイの⾵をいつでも感じて頂
ける様に、Jakeの最新アルバムも付けちゃいます。

商品パッケージ
- Shima Ukulele ワイドネックソプラノ

- Body : Laminated mahogany
- Neck : Okoume wood
- Finish : Satin

- ウクレレスタンド
- Jake & Friends CD (最新版)

価格︓$500
購⼊は協会のホームページからお申し込みください。
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15周年記念会員限定販売グッズ 第⼆弾

15周年販売グッズ第⼀弾「Shimaukulele」は⾮常に好評で、限定在庫もあとわ
ずか。購⼊希望の⽅はお早めに︕
さて、販売グッズ第⼆弾ですが、もう少し気軽に購⼊できる商品をと⾔うことで、
HALE特製デザインTシャツです。ハワイの⼈たちは⼀年中、Tシャツ、短パン、
サンダルで過ごしており、このTシャツを着てぜひワイキキを歩いてみてくださ
い。ロコから“Cool, Japan !”と声をかけられること間違いなしです。

デザインは、アメリカの雑誌『ライフ』が1998年に発表した「この1000年で
もっとも偉⼤な業績を残した100⼈」に、⽇本⼈として唯⼀選ばれた葛飾北斎の
富嶽三⼗六景 神奈川沖浪裏をモチーフに、ハワイの波、⻘い空、⽩い雲、ダイ
ヤモンドヘッドにサーファーやアウトリガーなど、ハワイらしい景⾊を現代⾵に
アレンジしたポップなアートです。ハワイと⽇本の架け橋を⽬指すハワイアロハ
ライフ協会をまさしく象徴するTシャツになっています。前⾯には協会15周年ロ
ゴ⼊り。4⽉15⽇から協会ホームページにて販売開始です。

価格︓ $40（税、送料込み）
⾊︓ ⽩
サイズ︓S, M, L, XL
数量︓ 500枚限定
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202２年4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
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EVENT TOPICS   イベント・トピックス

チャリティーゴルフ大会　大会実行委員長　
                                                佐野好勇

　2月23日、第14回となるHALEチャリティーゴルフ大会（レインボー学園、クアキニ病院への寄付）は、およそ２年
と数か月ぶりにパールハーバーの絶景を見下ろす小高い丘の上に造られた歴史あるパールカントリークラブで７２名
の参加者を得て開催されました。（右下の写真はそれぞれ、レインボー学園、クアキニ病院への寄付の様子です）
　大会当日はハワイ晴れの素晴らしいお天気と涼しさを届けるトレードウインド（貿易⾵）に恵まれ、最高のゴルフ
日和のもと熱戦が繰り広げられ、HALE（ハワイアロハライフ協会）１５周年の記念すべき年の幕開けとして最高のス
タートを飾りました。大会は、今回も１チーム４人でのスクランブル方式による競技で行われ、ゴルフの初心者から上
級者までがチームとして楽しくかつ真剣にプレーするという、HALE独特の和気あいあいの大会となりました。
　当大会を成功に導いたのは、今回７２名にも及ぶ参加者のご協力、そして当協会の根幹であるボランティアの皆様
の絶大なるご協力、また関係各位からのドネーションです。今回はさらに特別な企画として、LPGAのプロゴルファー
でハワイ出身のプロゴルファー、エイミー・コガ選手のご協力により、１６番パー３ホールにて「エイミープロにニアピン
チャレンジ」と題してゲームを設定しました。すると、参加者は全員の72名。勝者には、エイミープロからサイン入りの
ゴルフボールを進呈していただきました。
　今回は全員ご参加いただき写真撮影など大会に花を添えた形となりました。優勝チームはなんとグロス15アン
ダーパーでプレーした「BEST GOLFERS」が2位の「PAN CAKE」チームを４打引き離し見事１８チーム中１位に輝
きました。コロナ禍の終息が見えない中、HALEの会はこれを恐れず、１５周年の様々な行事を安全かつ着実に遂行し
てまいります。

 

ハハワワイイアアロロハハラライイフフ協協会会 （（Hawaii Aloha Life Enrichment Association））
P.O. Box 8232, Honolulu, HI  96830  Tel: (808) 428-5808  Fax: (808) 396-1140

http://www.HawaiiAlohaLife.org     info@HawaiiAlohaLife.org

ハハレレのの会会・・ホホノノルルルル支支部部

再発足記念昼食会
かつて存在していた「ハワイアロハライフ協会・ホノルル支部」を日本の支部との交流を主な目的に、
昨年再発足いたしました。しかしながらコロナ禍の影響で、なかなか会員の皆さまと直接お会いする
ことができずにおりましたが、ようやくコロナ禍も終息に向かいましたので、この度記念昼食会を企画
いたしました。場所は皆さまお馴染みの”Waikiki Yacht Club”です。今年2022年は協会創立15周年
ということで、日本から大勢の会員がハワイに訪れることと思います。新生ホノルル支部の結束を図る
ため、皆さまぜひご参加ください。

新ホノルル支部長 佐野好勇

日時： 2022年4月16日（土） 12:00～14:00 （受付11:45～）

場所： Waikiki Yacht Club        1599 Ala Moana Blvd., Honolulu, HI 96814  ☎ (808) 955-4405
（入口でHALEのメンバーであることを伝えてください。）

参加費： $50 (Member) / $60 (Non-Member)
（昼食代とゲームの景品代を含みます。アルコール類は各自支払いとなります。）

定員： 40名

申込： ハワイアロハライフ協会ウェブサイト https://www.hawaiialohalife.org/
またはアロハデスク☎ (808) 428-5808 まで

締切： 2022年4月13日（水）

その他： 駐車場はAla Moana Shopping Center またはAla Moana Parkの駐車場をご利用ください。



てて

EVENT TOPICS   イベント・トピックス

私とみんなの絵画教室！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員　入江満代

　私は塚原さん主宰・成田先生の「みんなの英会話教室」に参加していた際に、ひょんなことで、武蔵野美
術大学デザイン科卒業と話をしたところ、かねてから絵画教室の先生を薦めていただいていたのです。お陰
様で昨年11月9日から毎週火曜日、午前10時より名前も新たに「みんなの絵画教室」が新しいアロハオフィ
スで始まりました。ただ今のコロナの状況なので、人数は5人くらいと伝えられました。
　私は、皆揃って鉛筆デッサンからスタートすることに決めました。
　基礎が出来ていませんと、絵画技術を上に積んでいくことは出来ないからです。まず一番簡単な円筒型か
ら・・その次は立方体、次はプラント（植物）・・生徒の皆さんは、私がびっくりするほどお上手で、熱心で、私
の方が圧倒されました。
　生徒の、ある方は描きながら・・私は70歳台で息子に亡くなられました。そして、息子の双子と、もう一人の
子供の世話をして来ました。「今、絵が描けることで、楽しくてたまらいのです。この様な時が来るとは思って
もおりませんでした」・・と話して下さいました。私はその方の壮絶な生き方に胸を打たれて、その場に釘付け
になりました。
　私はデッサンが楽しいという方にお目に掛かったことが無いのです。
デッサンは誰にとっても苦しいものであり、大切であるが故に、辛抱しながら、ただひたすらに忍耐を続けて
いくのです。
　また、ある方は、「絵画教室」はどう？とお友達から聞かれて「難しいが楽しい！」と答えて下さった・・・そ
うです。
　5か月を経て、ただ今はそれぞれの自分の興味のあるもの、心惹かれるものを描いておられます。塚原さ
んはゴッホが好きで、「アルルの跳ね橋」を模写しておりますが明るい、伸び伸びした跳ね橋が出来つつあり
ます。
　ある方は、チャイニーズの牡丹の刺繍をパステルで描いておられます。またある方は、富士山の写真をアク
リルで、想いを込めて描こうとされています。さらに他のお三方は、黙 と々デッサンを続けておられます。お三
方はデッサンの大切さに取りつかれ、ガッチリ四つに取り組んでおられます。この人たちは一番の実力者で
す。
　この活気ある絵画教室で、私は82歳になって初めて、天から与えられた、このお仕事に感謝し、皆様に感
謝し、毎回喜 と々して絵画教室に通っているのでございます。
　どうぞ皆様もとても楽しい教室ですので、奮って参加してください。
　お待ち申し上げております。



【コラム】

ピックルボールって知っていましたか？
ハワイ暮らしの智恵
新名 瑛さん Vol ２７

　 「パカーン。コーン」「パカッ」。「はっはっはっは」。土曜日の早朝にホノルル動物園の裏道を歩いていますと、遠
くから聞きなれない音が響いてきます。どうやら消防署の背後にある公園からのようです。バスケットコートが２面あっ
て、いつもは若者数人がボールの奪い合いを繰り広げているはずですが、今日は違いました。老老男女が入り混じっ
て小型のテニスのような競技を楽しんでいます。「何というゲームですか？」。フェンス近くにボールを拾いに来たご婦
人に尋ねてみました。「ピックルボールよ」「えっ、ピックルボール？ピックルってあの漬物の？」「そうよ」「どうしてピッ
クルボールという名前なの？」「知らないわ。でも楽しいわよ」。しばらくゲームを見つめていました。テニスコートを
半分にした広さのコートで老老男女４人が闘争心丸出しで、穴の開いたプラスチックのボールを打ち合っています。
　ハワイで急速に普及しつつあるスポーツで、日本でも始まったばかりのピックルボールについて紹介したいと思いま
す。歴史は新しいです。1965年にワシントン州シアトルの父親２人からスタートしました。ある夏の日にゴルフから帰っ
てきた父親は、子供たちが暇を持て余してボンヤリ時間を過ごしているのを見てなんとか子供たちを喜ばせようと。「ピ
ンポンのラケットを持っておいで」。近くのバトミントン・コートに子供たちを連れて行き、そこでピンポン玉を打ち合っ
ていましたが、玉がコンクリートの地面に落ちると高く跳ね上がるのを見て「そうか、これだ」。ネットの高さを 60
インチから 36 インチに下げ、ボールをピンポン玉より大きくしてバウンスも抑えるため玉に幾つかの穴をあけるよう
工夫しました。そこに３人目の友人が加わって、家族全員で楽しめる。身体的な部分で不公平にならない。年齢で
優劣があってはならないーーなどを基準にルールやコートの広さなどを決めて行きました。
　「ピックル」というのは沢庵とか白菜、キュウリの漬物。これらを通常ピックルスと呼びますが、このゲームがピック
ルボール。２つの説があって、一つはこのゲームを発案した人の家で飼っている犬の名前から命名した。もう一つは、
発案した人の奥さんが（漕ぐ）ボートチームに所属していて、それぞれのチームから余った漕ぎ手を寄せ集めて作る
チームを “ ピックルボート”と呼ぶので、このゲームもテニスと、バトミントン、そしてピンポンの「寄せ集め」なので「ピッ
クルボールとしたら」と提案してそうなった。２番目の説が本当らしいですが、いちいち説明するのが面倒くさいので、
１番目の説も安易に使われているようです。休日になれば、子供、青年男女も混じってそれこそ老若男女になります。
 全米では 50 州に普及して楽しむ人口は 300 万人を超えているとかで野火のようにここ数年は急成長しています。
アメリカもベビー・ブーマーと呼ばれる世代が引退の時期と重なっているせいかもしれませんが、ハワイでもあちこち
でピックルボールのコートが見受けられるようになってきました。
　必要な道具は、ラケット２個（パドルといいます）、プラスチックのボール２個にネットも含めての全部だと 100ド
ル前後。ラケットも木製とアルミニウム製がありますが２本ワンセットで 25ドル前後ですから、経済的にも比較的ス
タートしやすいスポーツですね。
　「大げさに言うと世代間のギャップがなくなるというのかな。これまで口もきかなかった若者だけど、チームでプレー
してみると案外いい奴だったりして」。声を掛けた婦人のご主人らしき人が、わざわざ私の近くにまで来て「今度の
土曜日に、朝７時半に来いよ」と誘ってくれたのも嬉しかった。
私も数年前まではテニスコートを走り回っていましたが、腰の手術をしたり、膝の手術を繰り返しているうちにテニ
スを諦め、専らゴルフに専念していました。しかしこのピックルボールを発見してからは、コートもテニスコートの
1/3くらいで走り回らなくても済みそうで、ゴルフよりは簡単にエネルギーを消費しそうなので近く“ 転向 ” を考え始
めています。
　次回、ハワイにお出かけになった時には、どこかのピックルボールのコート
に出かけてローカルの人たちとの交流を楽しむのも新たなハワイ再発見に繋
がるかもしれません。

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。    　

（注：日本にも一般社団法人「日本ピックルボール協会」がありました。それによると日本国内では長野県佐久市、東京
都八王子市、神奈川県横浜市、兵庫県神戸市、岡山県津山市などでピックルボールが定期的にプレーされています。そ
して毎年 10 月には USAPA（アメリカピックルボール協会）から 20 名程度のピックルボールプレイヤーが日本各地を
訪問し、日本のプレイヤーとの交流や普及活動と共に日本の観光を楽しんでいるそうです）    



【コラム】

ワイキキの「サントリー」が新装開店 HAWAII Up-To-Date !!
エース・K・イワセ Vol. ５０

　ハワイは３月２６日、全米 50州で最後にようやくマスク着用義務を解きました。ジムや映画館などの屋内でもマ
スク着用が義務ではなくなり、またそれに先立ってレストランなどに入る際のワクチン証明提示なども撤廃されたの
で、コロナ関連の規制は全て撤廃された形になりました。ただ、お店など独自でマスク着用をお願いしている所も
ありますし、私の印象としては意外にまだマスク着用率は高いなと感じました。私の住むカカアコのコンドミニアム
でもマスクは「Voluntary」＝任意という表現になりましたが、ほとんどの人はまだ着用していますね。
　さて、この規制撤廃前からマスク着用率が低かったワイキキですが、これで一気に観光地らしい雰囲気が戻って
きたようです。それに時期を合わせてか、皆さまにもお馴染みのワイキキはロイヤルハワイアンセンターの老舗日
本食レストラン「サントリー」が、昨年秋から閉店して取り組んでいた改装工事を終えて、めでたくリオープンしま
した。３月２７日です。なんと、創業 42 年だそうですから、ワイキキにすごい歴史を刻んでいるのですね。
　この日、一般公開に先立ってメディアとしてお邪魔しましたが、一見して洗練されたシックなデザインが印象的で
した。なんでも２００万ドルを投じた大規模改装だったそうで、鉄板焼きエリア以外は、ほぼ全面改装。和食エリア、
寿司エリアに加えて、今回は「ラウンジ」というスペースも追加。最近ハワイに上陸したチョコレードブランド「KOHO」
とコラボして、白州や響、山崎などのプレミアムウイスキーと共に楽しむなんてこともできます。
　店内奥にあった鮨カウンターは新たに鮨「季和」（ときわ）として生まれ変わり、天然木のカウンターは凛とした
空間に仕上がっています。メニューは贅を尽くした「おまかせコース」へと一新。厳選した魚介類を使いハワイで極
上のお鮨を、日本から招いた熟練鮨職人の匠の技とともに楽しめます。コースは鮨だけでなく焼き魚や一品料理など
多彩な構成になっており、夜のプレミアコースは 250ドル、昼は１００ドルだそうです。日本酒やワインとのペアリン
グも可能。とても贅沢な時間が過ごせそうです。
　４つのダイニングエリアとラウンジ、そして最大 12 名まで入れる個室も新たに誕生。料理の質の高さは申し分なし。
新しくなった「サントリー」をぜひ次のハワイでは体験してみてください。

【レストランサントリー】ロイヤルハワイアンセンター３階　無休
予約・お問い合わせは 公式ウェブサイト
https://jp.RestaurantSuntory.com または (808) 922-5511 まで。

（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。



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

日本の水際対策が緩和されました

３月１日以降の日本入国の際の水際措置の
見直しについて詳細が公表され、米国は、

「水際対策に係る指定国・地域」から解除され
ました。これによりハワイ（米国）に居住・滞在
し、日本に帰国・入国する際の待機措置は
右記の通りとなります。

なお、空港から自宅等待機のために自宅等に移動する場合には、必要最小限のルートに限定して、空港検疫での検査（検体
採取）後２４時間以内までは、公共交通機関の使用が認められます。

詳細については、「水際対策強化に係る新たな措置（２７）」Ｑ＆Ａ

https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf　をご確認下さい。

●ワクチン接種証明書の提出のほか、引き続き、出国前７２時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提示、空港検疫、
必要に応じて誓約書の提出、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録、質問票の提出等の手続きがあります。

ハワイ州への渡航条件が変更されました

ハワイ州独自のものではなく、アメリカ合衆国の入国基準に従うことになりました。

＜アメリカ入国に必要なもの＞
1. 出発から1日以内の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。

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

［［2022年年5月月12日日木木曜曜日日 12：：00～～14：：00］］
•場所：センチュリーコート丸の内 千代田区丸の内 明治生命館

•参加費： 円（コース料理＋ドリンク）
• ： 受付開始 ： 開会
•既に往復ハガキでも連絡をしておりますので、ご返送宜しくお願いします。
会場は 年に竣工され、戦後は の将校クラブとして接収される等、昭和の激動を乗り
越え、現在国の重要文化財の指定を受けた「明治生命館」の地下１階の会員制クラブレストラ
ンです。
国内の契約農家から仕入れ、その季節で一番
状態の良い野菜をはじめ、吟味された肉、魚等
の食材を存分に活かした料理を今年もご堪能
ください。心地よいピアノの演奏が流れる中で、
美味しい料理を味わいながら心和む語らいのひと
時を会員の皆様と過ごせればと存じます。
ご友人等もお誘い頂き、是非ご参加頂ければ
幸いです。

首都圏支部長 田中 久雄



てて　

協会からのお知らせ　イベント案内

　　
「ハワイの歴史」 ～ハワイ王国とその後～

【ハワイアロハライフ協会 首都圏支部ZOOM講演会】

日時：2022年4月10日（日）：10:00～12:00 日本時間
2022年4月09日（土）：15:00～17:00 ハワイ時間
会費：無料 定員：20～30名

申込先：田中 090-3133－6022 tanaka@pxoffice.com

ハワイが大好きなハレの会・会員の皆様にとって、ハワイは太平洋に浮かぶ夢の楽園、美しく輝く海、南国の
植物が生い茂る開放的な景色、プルメリアなど甘い花の香りが漂う優しいそよ風、どこからともなく聞こえるウク
レレやスラッキーギターの音色。ショッピングを楽しんだり、名所を観光してみたり、ゴルフをしたり、美味しいもの
を食べたり、飽きることがありません。そして何よりも吹き抜けるハワイの空気、雰囲気がハワイを訪れる方々に
大きな癒しを与えてくれます。この何事にも代えがたい美しく楽しいハワイも、元々はハワイ原住民が住み、
ハワイ王国として、独自の生活を営んでいた時代があります。
今回は、皆様が大好きなハワイの歴史をハワイ王国時代に遡って垣間見てみましょう。皆で、“ハワイ王国の
歴史”という、古く新しいハワイについて知識を広げましょう。

〈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師を務めるほか、近年はハワイアンイベントの司会にも携わる。ハワイ語は、鳥山親雄氏に師事し、

2015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。
主宰しているハワイ語講座は、フラダンサーを中心に教えて約10年が経過。生徒には、プロやセミプロのミュージシャンたちを含
み、過半数はフラの先生たちです。ハワイ語会話、ハワイ語文法、ハワイアンソングの読解、ハワイの歴史、文化、神話、習慣
など多岐に渡る内容の講座を行っている。プライベートレッスンでは、フラのコンペティションに出場する方のハワイ語詠唱の発音
指導なども行っている。趣味はウクレレとゴルフ。ハワイアロハライフ協会では、2021年8月より首都圏支部zoomイベント「ウク
レレを楽しむ初心者サロン」で、ハワイ語やハワイ文化説明担当の講師として参加。フラダンスはカリマ直子氏に師事し、Hālau
Nā Mamo O Pōhai Kalima所属。西新宿カルチャープラザのクラスでフラダンス講師を務める。

＊お申し込みをされた方には、講演日までにZoom URLをE-Mailにてお送りいたします。

＊今後も継続して有意義なセミナーを開催するため、寄付にご賛同頂ける方へ寄付金を募りたいと思います。
一口2,000円、何口でも結構です。
＜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

夫馬 典子先生



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！

インターネットから情報入手

今回は読めそうで読めない漢字です。

　　　　　　　              　生憎
  
意味は　➡　期待や目的に添えず都合が悪い・・という意味です

「生憎、商品の入荷は未定でございます」
「生憎、ご予約がいっぱいでございます」
のように使います。
                                 読み方は　➡　あいにく　でした。

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

Okuyama Natsumi 奧山 夏実　様

（株 ) 一蘭

Yoshitomi Manabu　吉富 学　様

アメリカンプロパティー

コンサルタント㈱　

Quaiver Steven クエイバースティーブン様

全国警備株式会社

Kamisasanuki Takeshi 上笹貫 剛　様

寄付の御礼　誠にありがとうございます。
SAKAI , HIROYUKI 酒井 宏晋　様

Asahina Hiroki 朝比奈 宏樹　様

Kawakami Yoshie 川上 良江　様

Ishizuka Tomoyuki 石塚 友亭　様

Inohara Shotaro 猪原 正太郎　様

OSAKI , KOZO 大崎 孝三　様

Sakai , Ryozo 坂井 諒三　様

Uehara Toshiko 上原 敏子　様

新規のご入会　
常盤 ゆかり 様         　　 小森 弘道 様

Byrnes Yamashita 様 　   松岡 良子 様

香川 孝巳 様      　　　　井上 明様 様

奧山 夏実 様

江夏 偉鵬 様

中井  勉 様

篠崎  涼 様

伊東 智恵子 様

伊東 顕 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！


