
５月 12 日、３年ぶりとなる首都圏支部総会＆懇親会が東京で開催された（詳しくは中面記事をご覧ください）
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　アローハ！　
　日本のゴールデンウィークが終わりましたが、ハワイへの来訪者は4563人でコロナ前のGW
の3万6000人と比べますとまだまだでした。まだまだ海外からの入国者数に上限が設けられて
いますし、気持ち的に海外に向いていないのかもしれません。ただ、６月からはアメリカから
の訪問者に空港でのPCR検査もなくなりますし、上限人数も増えます。徐々に日本からの観光
客は増加すると期待しております。私どもが企画しております7/4〜7/10の「ハレウィーク」
には大いに期待しております。また、ハワイ経済の今年度の予想についても、ハワイ大学経済
研究所によりますと「不安定ながら明るい見通し」です。また日本ではバイデン大統領が就任
初のアジア訪問をし日本でも歓迎されました。
　私どもハレの会の活動もエンジンがスタートをしております。先日スタートしました新ホノ
ルル支部では「佐野仲良しバンドと楽しむ会」が発足し生バンドで皆さんが楽しまれました。
また首都圏支部も総会を開催され対人での昼食会を楽しまれたと聞いております。ハワイでの
サ―クル活動も活発化しております。また創立15周年プロジェクトも瀬田実行委員長を中心に
順調に９つのプロジェクトが企画され実行されております。「ハレウィ―ク·（7/2-7/9）」「15周年記念ゴルフ大
会（7/8　ホアカレイCC）と「15周年記念晩さん会（8/20　ハレクラニホテル）が中心にならます。15周年記念
品販売「葛飾北斎モチーフの限定Tシャツ」「ジェイクシマブクロのサイン入りウクレレ」も好調です。また、ハワ
イ会員が日本を訪問する15周年JAPAN TOUR 1 （瀬戸内海と山陰ツアー）とJAPAN TOUR2（昇竜道ツアー名古
屋・岐阜飛騨・高山・金沢）の詳細が決定しました。ぜひ15周年プロジェクトと共に成功させたいと思います。
「皆とつながる！ハワイとつながる！」よろしくお願いいたします。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 

　　　　　　　　　　　　　　  　今後のイベント予定 

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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●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。
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202２年６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。 於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。 於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）※時間帯が変更になりました
   毎週火曜日11:00〜12:00（フラ）　　場所：ウラクタワー４階ラウンジ
　毎週木曜日10:30〜11:30（キルト）　場所：アロハオフィス（ギャラリアタワー11階）
   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

ハワイアロハライフ協会創立��周年記念特別企画
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EVENT TOPICS   イベント・トピックス



てて

HALEウイーク　日程に一部変更があります

 

ウィーク２０２２年のお知らせ！

創立１５周年を記念の一環として、今年は 年ぶりに ウィークを開催いたします。
日本から久しぶりにハワイへお越しになる会員の皆さまを、心から歓迎したいと思います。 ハワイ州の規制
などのため、オリジナルのイベント企画も幾つか変更を余儀なくされましたが、日本とハワイの皆様がハワイ
で元気に再会でき、再び交流できる場を持ちたいと企画致しました。
皆様のご参加を心よりお待ち申しております。

 

お問合せは、アロハデスクまで。 。
お申し込みは、 ホームページ「イベントカレンダー」よりお申込み下さい。

日付 スケジュール  （subject to change) 　場所
７月２日（土）

気功 マジックアイランド
ウォーキングサッカー カピオラ二パーク

７月３日（日） 自由行動　

OP. カニカピラ ワイキキ・クヒオビーチ

７月４日(月）
ウクレレ・ジャムセッション（ウクレレサロンとの合同練習） アロハオフィスラウンジ
ウェルカムディナー＆ 懇親会

７月５日(火）
OP：旧ワイオリティールームで森林浴ランチ　&
マノアヘリテージセンター訪問

７月６日（水）
ラジ体操 ⁺Hula
初歩のオンライン英会話サロン

７月７日（木）
OP.日米対抗ゴルフ大会 エバビーチGC
OP：Shangri-la Tour ブラックポイント

Hilton 初花レストラン
７月８日（金） 自由行動

OP.チャリティゴルフ大会 ホアカレイカントリークラブ

７月９日（土）
気功
ウォーキングサッカー

HALE Week 2022　（改訂版）　
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EVENT TOPICS   イベント・トピックス

ホノルル支部「仲良しバンドを囲んで懇親会」に参加して　　

理事・塚原 勉　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐野好勇

　ホノルル支部のイベントについては、既に四月のワイキキヨットクラブでの「ホノルル支部再発足記念昼食会」を開
催して、大成功を収めております。
　4月30日にはカピオラ二道路沿いの、ウラクタワーにおいて、ホノルル支部会員定例集会の第一回が、「仲良しバン
ドを囲んで懇親会」と銘打って開催されました。
　会場は日本⾵に言えば、ちょうど70畳くらいの広さで、参加者29名で極く家族的な雰囲気を醸し出していました。
ホノルル支部長の佐野さんは、エレキギターの名手であり、ドラム·ギター·電子オルガン等のお仲間と楽しそうに、か
なりの大音量で開場前に奏でて練習しておられていました。 私は少し心配していました。何故ならば、この懇親会は
3時間の設定で、仲良しバンドのみで、時間を保てるかなーという事です。
　やがて、佐野さんの司会で、当会は始まりました。 まず仲良しバンドの演奏です。最初は懐かしいベンチャーズ等
を演奏・・・佐野さん達が歌っています。聴いているうちに、会場の皆さんが、段 と々その演奏に引き込まれて行きまし
た。そのうち、佐野さんの「何方かお歌いになりませんか」・・・と言うアナウンスに、数人が歌い、椎葉さんの「乾杯」
を聞いて私の眼には、何故か涙が伝わってきました。無意識に、はるか昔を思い出したのかもしれません。年を取ると
涙もろくなる··と言う話は本当だなーと思いました。
　さらに元宝塚歌劇団月組副組長の有明淳さんの素晴らしい歌など聞いているうちに、私も酔いが回って、谷村新司
の「昴」をリクエストしている自分が居ました。そうこうしているうちに、会場内は最高の盛り上がりで、私の心配はど
こ吹く⾵で、あっという間の3時間でした。演奏と歌声で、参加者みんなを一つにできる素晴らしい集まりだなーと感
じました。最後に椎葉さんの三本締めを元気よく締めて、めでたく終了いたしました。

【ホノルル支部の新イベント】------------------------
「仲良しバンドを囲んで懇親会」（毎月最終土曜日）
毎月最終土曜日の午後、会員同士が気楽に集える
「仲良しバンドを囲んで懇親会」を開催！
ホノルル新支部長の佐野さん率いる「仲良しバンド」の演奏もあり。
みんなで楽しく寛げる、会員同士の交流の場となります。
参加費無料。ご自分のドリンクやスナックをご持参ください。
（ご寄付歓迎）お友達をお誘いの上お気軽にご参加ください。　　　　　
人数制限がありますので、ご予約はお早めに！（オンライン予約OK）
場所：URAKU TOWER： 1341 Kapiolani Blvd. Honolulu
集合場所：URAKU TOWERのロビー　時間：午後３時に集合
パーキングはアラモアナセンターをご利用ください。
お問い合わせ・ご予約はアロハデスク☎(808)428-5808　まで
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首都圏支部総会・懇親会開催報告　　　　日本地区本部・首都圏支部長　田中久雄　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
１．首都圏支部総会・懇親会の開催
コロナ禍も一段落した５月 12 日（木）に３年ぶりとなる首都圏支部総会＆懇親会が開催されました。多くの会員
も Face toFace での仲間との出会いを待ち望んでいた事と、明治生命館にあるセンチュリーコート丸の内という旧 
GHQ がおかれた由緒ある場所での開催と、令和の天才少女歌手と称される「東 亜樹」さんの出演もあっ
て、この時期としては多い、57 名の会員が集まりました。
　総会は支部長のこの１年のイベント報告と 2022 年度の首都圏支部運営方針の発表の後、会員である米濱 鉦二
様の乾杯の音頭で開宴。由緒ある
会場だけあって食事、飲み物も大
変好評で、食後の「東 亜樹」さん
の素晴らしい歌を参加者一同満
喫し、大盛況の総会・懇親会とな
りました。
 

２．ハレの会・創立15周年記念・金沢3日間の親睦旅行
ハレの会創立 15 周年記念として企画された「金沢３日間親睦旅行」（通称金沢ツアー）が 5 月 15 日〜5 月 17 日
に金沢市で開催されました。この企画は日本地区本部・首都圏支部・石川支部の共催で開催、新支部長が就任した
石川支部を盛り上げることが主要な開催目的の１つでもありました。
　地元・石川支部をはじめ、広く首都圏支部、群馬支部、新潟支部、福岡支部から約 30 名の参加者が石川県・金
沢市に参集。初日（15 日）は北陸の京都と称される「ひがし茶屋街」の散策（ボランテイヤーのガイド付き）、2 日目
（16 日）ゴルフ組は名門「片山津・白山コース」でのゴルフプレー、観光組は能登半島観光、最終日（17 日）は「ツイ
ンフィールズ」」でのゴルフプレーと兼六公園・金沢城等金沢観光を行いました。
　金沢はゴルフ、観光だけでなく地元加賀料理やお寿司が特に美味で、滞在中これら料理も堪能できました。ゴルフ
をしない人向けの観光プログラムを用意したことでより多くの会員がこの「金沢ツアー」に参加してくれました。

 



【コラム】

勢いを見せる韓国パワー！
ハワイ暮らしの智恵
新名 瑛さん Vol ２９

　最近の若者が KFCといえば Korean Fried Chicken の意味で、一世代前の人々は Kentucky Fried Chicken
のことを思い浮かべるらしいです。日本ではどうか知りませんが、少なくともホノルルではそのようです。ここ２〜３年
の間に、ガーリック味の Crispy Bonelessとか 醤油っぽい色をした Shoyu Chicken, Honey Butter Chicken
などを看板にした唐揚げチキン屋さんがスーパーマーケットの中とかフードコート内で見かけることが多くなりまし
た。
　唐揚げチキンは好きですが、Kentucky Fried Chickenはほとんど食べたことがないので比較は出来ません。でも、
見た目だけからすると私には Korean Fried Chicken の方が美味しそうには見えます。あまりに美味しそうなので、
ある日ポット · ラックパーティーにそれを持参しました。仲間はシニア世代の人ばかり。珍しそうに観察しながらも
一口かじって「へー、これ美味しい！」。我も我もと手を出してチキンをかじった挙句に「これなら Kentucky Fried 
Chicken も負けるわ」。
　本当は、チキンの唐揚げの話ではなく、住んでいるホノルルでのコリアン · パワーの勢いが 30 数年前のバブルの
頃の日本勢のように、あらゆるところに浸透しつつあることを言いたかったのです。
　以前は小さな自動車修理工場などが立ち並んでいたカカアコ周辺にはテキサスをベースとするハワード · ヒュー ·
コーポレーションが高層、高級コンドミニアムを次 と々建てていますが、アラモアナ周辺では韓国の開発業者がこれ
また「これでもか」と言わんばかりに次 と々高級コンドを建設中です。写真で見るとケアウモク通りの遠くにあるのが
韓国のデベロッパーが開発した高級コンド、手前の整地中の土地には高層の２棟の高級コンドが建設中です。
　新型コロナの影響でこの２－３年の間、ホノルルに来られなかった人々が、アラモアナ周辺、特に山側を歩くと景
色が大きく変わっていることに驚くに違いありません。アラモアナの中央から山側に伸びているこのアウモク通りは通
称「コリアモク通り」と呼ばれほど韓国のバーやレストランが立ち並んでいました。ハワイ州政府もこの地区を「コリ
アン · タウン」と認定していました。ここ２年の間に、レストラン、バーはどこかへ立ち退き、高層のコンドミニアムに次々
と塗り替えられています。
　それに比べて日本勢は力がありません。もっとも、バブル以降の日本は「失われた時代」と呼ばれているそうで、
サラリーマンの給与も上がらなければ、物価もほとんど上昇していないようですから他の国々に追い越されてしまうの
も仕方ないことなのでしょう。私がハワイに来た頃の 1980 年代は、大林組、東急建設、鹿島建設、長谷川工務店、
前田建設、住友不動産などの企業が幾つかのプロジェクトを担当していましたが、今ではオアフ島西のはずれにある
エバビーチの方で「Haseko」の名前を耳にするくらいです。
　私の通っている MCSA（McKinley Community School for Adults）語学学校でも韓国人の数が圧倒的に
多くなってきました。国民性の違いなのか、日本からの生徒が比較的ぼそぼそと話すのに対し、韓国からの生徒は
主張が強いです。学歴もあって優秀な人が多い。サブウエイのパンを買いに行けばオーナーは韓国人。靴を修理に
出せば韓国人。ドンキの前の散髪屋さんは韓国人。オープン・マーケットの魚屋さんに行けば韓国人。鍼の先生も
韓国人。韓国系のキリスト教会はあちこちに。昔のホノルル警察署の跡地は韓国移民 110 周年を記念した公園に。
ホノルルでとくに選んで韓国を求めているわけでもありませんが、結果的にはなぜか私との出会いが多い。自分のヒ
ストリーを調べたことはありません。でも朝鮮半島からの血が流れているに違いない、と思っているのです。
　2019 年のカンヌ国際映画祭で最高のパルム ·ドール賞、アカデミー賞では作品賞を受けた韓国映画「パラサイ
ト　半地下の生活」、そして 2021 年のアカデミー賞で「ミナリ」に出演した韓国のユン · ヨジョンが助演女優賞を
受けるなど韓国の世界への羽ばたきには目を見張るものがあります。K-POP の「BTS」の活躍はまさに “ 驚き　桃
の木　山椒の木 ” の類ですね。
　韓国の人口は 5,100 万人、日本のおよそ半分。単に “ キムチパワー ” の説明だけでは片づけられない何か秘めた
力があるに違いない。それを極めたいがために、私は今日も韓国ドラマを
観て、ユッケジャン、トッポキなど韓国料理に舌鼓を打っているのです。
何が違うのだろう？

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】

何にしても「新世代」のパワーは素晴らしい HAWAII Up-To-Date !!
エース・K・イワセ Vol. ５２

　実は６月２日、家族と共に日本に一時帰国する予定「でした」。でしたと言うからには、予定は予定どおりには
いかなかったわけです。この時期、ハワイでは学校が一斉に修了し、８月の新学期が始まるまで長い夏休みに入り
ます。その時期に合わせて、おのおの里帰りをして子どもは現地の学校に「短期留学」するというファミリーが多
いわけです。で、私たちファミリーも御多分に洩れず、家族で日本に帰ろうとしていたわけです。
　日本に行くとなれば、陰性証明書の取得です。先月号で筆頭副会長の本江さんが詳細にレポートしていましたが、
現在日本に入国するには出発の72時間以内に受けた検査の陰性証明書が必要です。日本人が帰国する際の陰性
証明書を発行してくれる医療機関については、在ホノルル日本国総領事館のウェブサイトをご参考にしていただき
たいですが（https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/whatsnew20210406.html）、ハワイ在住
者向けには無料の PCR 検査がよく行われています。現在は、アラモアナセンターのロングスドラッグスの前のパー
キングスペースで、NOMI HEALTHという医療機関が無料検査を提供しています（詳しくはこちらのウェブサイトを
ご参照ください→ https://patient.nomihealth.com/signup/33/?referrer=nomi_sp_hi）。
　６月２日の出発に備えて２日前の５月31日に検査を受けたところ、家族の中で唯一私だけが「陽性」となりました。
「えー！」という感じ。その時点では無症状だっただけに驚き桃の木です。気にしてみればちょっと喉に違和感が
あるかなという程度。でも、「陽性」を目の当たりにしたプラシーボ効果か（笑）、微熱があるような気がしてきま
した。それから慌てて、搭乗便の変更をしたり（家族は先に搭乗して日本に行くことにしました）、近々のアポの相
手に行けなくなることを伝えたり、日本でアポのあった仕事相手にリスケの連絡をしたりなど忙しくしていたら、オ
ミクロンの洗礼を受けました。夜中に38・８度の熱が出て目を覚まし、熱さましの薬を飲んだものの、翌日の夜
は40度を突破。さすがに40度を超えると眠れません。辛い辛い。薬で38度台になると「ああ、少し落ち着いた」
と感じる始末で自分の中での熱の基準がおかしくなっていきました（苦笑）。
　ちなみにお伝えすると、ワクチンは少しサボり気味でジョンソン＆ジョンソン社のワクチンを１回接種し、ブース
ターは打たないままでした。２日から３日で熱は収まりましたが、その後も微熱ぽい症状は続き、そんな症状の中
で「ワクチンをもっと打っておけば良かった」と思いました・・・恥ずかしながら。それなりに気をつけていたし、
会食もほとんど無く、どこで感染したかよくわかりません。オミクロンの感染力と、しっかり熱を出すパワーにだけは、
感服しました。今もハワイの感染者は増えていますから、ウイルスも世代交代して状況に合わせたパワーアップをし
ていくのだなと身を持って実感しました。
　さて、そんな世代交代の話をもう一つ。ワイキキの旧DFSの目の前、人気レストラン「アロハテーブル」の１階
に「パラダイス・ジャーキー」という新趣向のビーフジャーキーのお店がオープンしました。ものすごく薄くスライ
スしたジャーキーは、チップスのように「パリパリッ」という食感で、ビールにぴったり。和風やスモークペッパー
といったフレーバーも新鮮で、「やめられない、とまらない」という感じのジャーキーです。このジャーキーをすべ
て手作りで製作しているのが、ハワイ生まれのローカルボーイのヒロさん。実はこのジャーキー、ローカルのハワ
イアンが長年手作りして根強いファンがいた「幻のジャーキー」でした。その先代が引退するにあたり、このジャー
キーのファンだったヒロさんのお父さんが会社を受け継ぎ、その手法を息子のヒロさんが修業して身につけたので
す。ヒロさんがフレーバーを今風にアレンジして、まさに世代交代。幻のパリッとした食感はそのままに、パリパリ
ジャーキーをワイキキに復活させたわけです。こちらも、世代交代で、見事に新たなパワーを身につけました。最
近ワイキキに増えている米国本土からの観光客に大ウケで、Yelp! などでの評価もうなぎのぼりだそうです。
　ポップなカラーと、黄色いパラソルが目印。皆さんもワイキキで、新世代のパワーをビーフジャーキーで感じてみ
ませんか？　もっとも、コロナウイルスの新世代はまっぴらごめんでしょうけれど・・・とほほ。

（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。



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！
私はゴルフが大好きです。当協会で月二回行われる、ゴルフイベントで良い成績を収めようと、近くのアラワイゴルフ練習場へ毎

日のように練習に行っていますが、その腕の方は日光今市です(^_-)-☆　もう一つの目標は、私は５月２１日で79歳になりました
が、エージシュート（年齢と同じスコア）を出す事です。これはとても難しい事ですが、我々シニアには、このような言葉があります。

「シニアは教育と教養が大切である」と・・どの様な事を言っているかと言うと、「シニアは今日行くところがある・・今日用事がある」
という事です(^^♪　兎に角動く事で、この目標に邁進して行きます。

前置きが長くなりましたが、ゴルフをやらない方には申し訳ないのですが・・ゴルフのスコアはなぜ鳥の名前が付けられているの
か？・・という話です。ゴルフは標準となる打数があり、その打数より少ないほど良いとされています。そして、そのスコアには鷲やコン
ドル等の名前がついています。鳥の名前が付いている理由ですが、一説には標準打数が破られた時、小鳥が飛んでいるように見え
たというエピソードがあります。

この事から標準打数が破られると、英語の幼児語で小鳥を意味する「バーディ」と呼ばれるようになり小鳥よりも強い鷲の「イー
グル」、ずば抜けた飛行力を持つアホウドリの「アルバトロス」さらに上のコンドルと名称がついたのではないかとされています。　　　　

　　　スコア　　　　　　　　　スコア名　　　　　　鳥の名前
　　　　ー4　　　　　　　　　コンドル　　　　　　　　　コンドル
　　　　ー3　　　　　　　　　アルバトロス　　　　　　アホウドリ
　　　　ー2　　　　　　　　　イーグル　　　　　　　　　鷲（ワシ）
　　　　ー1　　　　　　　　　バーディ　　　　　　　　　小鳥
　　　　E　　　　　　　　　　パー
　　　　+1　　　　　　　　　ボギー
　　　　+2　　　　　　　　　ダブルボギー
　　　　+3　　　　　　　　　トリプルボギー
　　　　+4　　　　　　　　　クラドアプル・ボギー
　　　　+5　　　　　　　　　クインテュープル・ボギー
この一覧で、コンドル・・・クアドアプル・ボギー・・・クインテュープル・ボギーを御存知の方はかなりのゴルフ通ですね(^^♪

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

　　　

寄付の御礼　誠にありがとうございます。
SUZUKI , HIROSHI    　  鈴木 　弘  　　様

KAGAMI , IWAO　　　  加賀見 　岩雄　様

TAKEI , YUTAKA　　　  武井 　豊　　　様

MARUYAMA , SHIGEKI  丸山 　茂樹　　様

TOKIWA , YUKARI　　  常盤 　ゆかり　様　

SATO , IWAO　　　　   佐藤 　巖　　　様

Daikoku , Hitoshi　　    大黒 　均　　　様

新規のご入会　
岸　孝二　様

吉田　宏雄　様

角田　智　様

木村　容子　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！


