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　アローハ！　
　いよいよ、１５周年記念イベントの端緒となる「HALEアロハウィーク」が始まりました。
日本から会員の皆さまが久しぶりのハワイの地を踏みました。ハワイ在住会員との再会を喜
び、共に楽しむ期間の始まりです。７月４日の米国独立記念日には、ヒルトンハワイアンビ
レッジにて盛大な歓迎パーティーも開催されました。このように、皆さまとハワイで集まれる
ことを大変喜ばしく感じますし、コロナを乗り越えたのだと実感しております。ハワイにい
らっしゃった会員の皆さまは、どうぞ存分にハワイをお楽しみください。
　さて、ハワイの現状ですが、ハワイでは日常生活はコロナ前の状態にほぼ戻ってきておりま
す。朝晩の自動車の交通ラツシュは以前のように大変なことになっておりますし、ワイキキは
多くのアメリカ本土からの観光客で（一日約３万人がハワイ到着旅客数）占領されておりま
す。アラモアナセンターにも多くの人が訪れ、フードコートの混雑ぶりには目を見張ります。
最近はレストランの予約がなかなか取れません。また、地元の皆さまも屋外でのマスクの着用
義務がなくなり、ビーチや公園やハイキングやキャンプに多くの人出があります。当協会もア
ロハオフィスはこの１年オープンし続けてきました、土曜日のアラモアナ公園での「気功サークル」や「絵画教室」
「ウクレレ教室」「‘フラレッスン」、また新しくスタートしました「ウオーキングサッカー」や「ハワイアンキル
ト教室」も順調に進んでおります。ただ少し残念なのは、日本からハワイには飛行機の便数がまだコロナ前には戻っ
ていないこと、そして円安による旅行費用の高騰などによりまだ完全再開には壁があることです。本格的に日本から
の観光客がハワイに戻るのは、秋以降でしょう。そんな中でもハワイにいらした皆さまを歓迎します。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



てて

202２年７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

HALE アロハウィークがスタート！
独立記念日スペシャルディナー＆ウェルカムパーティーが開催されました
　HALE 創立１５周年を記念事業の一環として、2 年ぶりに HALE ウィークがスタート。
　その皮切りとなるイベント「ウェルカムパーティー」がヒルトンハワイアンビレッジのレインボースイートにて開
催されました。この日は１００名以上が参加し、半分以上が日本からハワイを訪れた会員。久々に再会を喜び合いま
した。坂井会長は冒頭の挨拶で、「皆様は日本からのハワイへのコロナ明けの旅のパイオニアです。ハワイアロハラ
イフ協会（ハレの会）会員だからこそできたのでしょう。私達は行動を起こす人が大好きな集団なのです」と述べ、
日本から訪れた会員に歓迎の意を示しました。
　日本地区本部の迫田健治本部長、首都圏支部の田中久雄支部長、ホノルル支部の佐野好勇支部長の挨拶が続き、瀬
田譲二筆頭副会長の乾杯の挨拶でディナーパーティーがスタート。豪華なビュッフェディナーを楽しみました。この
日は日本から、群馬支部、名古屋支部、関西支部、福岡支部など多くの支部からの参加もあり、郷土色も感じられる
会となりました。
　エンターメントでは、ジョディ・カミサト＆ミカ・ガニロンによるウクレレ演奏は、お馴染みの ” 早弾き ” プレイ
が炸裂して会場が大興奮。佐野ホノルル支部長率いる仲良しバンドのライブでは、ボーカルユニット「落花生」（ザ・
ピーナッツが由来？）が懐メロを披露。田中首都圏支部長もバンド演奏をバックに熱唱しました。締めくくりは、元
宝塚月組の有明淳さんによるステージ。プロの歌唱に会場はうっとりという感じでした。サイレントオークションに
も人だかりができる盛況で、最後は筆頭副会長の松田ヒロさんによる３本締めで、終了となりました。日本からの参
加者はこのあともハワイでパーティーやゴルフ大会が続きました。
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EVENT TOPICS   イベント・トピックス

こんまり ® メソッドの片づけコンサルタント 山口秀美
「自己流でなんとなく済ませる時代」から、専門家に「正しい方法をならう時代」へ。
片づけられる自分になる未来を描く～
今や世界的に有名になられた近藤麻理恵さんのこんまり ® メソッドの片づけコンサルタントを日英両語でオンライン
レッスンと訪問レッスン＆サポートをしております。 日々の生活をますます楽しんでいただきたい！ ご自分の心が細
胞レベルで上がる（ときめき）ものを選び、大切なモノに囲まれて暮らす暮らし。。。
わかってはいるのだけれど、なかなか片づけをはじめる元気が。心のワサワサ。探し物が見つからない（イライラ）
見つからないから買ってしまう。どこに入れたか忘れてしまい、あったことすら覚えてなくて、同じものを買ってま
た増えてしまう。。。（ああ～こんなとこにあった！）片付けをしているのにな かなかしっくり進んでいたい気がする。。。
もやもやがモヤモヤと、どこから始めたらいいのかもわからなくなっている気がする。。。（私もそうでした！）
などなど、片づけのお悩み相談＆解決法を提供しております。お片付けの課題のヒアリングからスタートし、片づけ
の正しい方法を学び、実践していけば、誰でも「キレイに片づいた理想の部屋、心地の良い快適な暮らし」を手にす
ることができるのです。ご安心くださいね。
引っ越し予定の前も後も、とても良いタイミングだったりします。子育てに一息つくタイミングや、そろそろリタイ
ヤのタイミングも、一人暮らしが始まるタイミングも、様々な人生のシーズンがございます。お一人お一人がこれか
らの生活をより自分らしく、自分らしさを活かして生活ができる。そんな片づけを一歩踏み出してスタートしてみて
みると、今まで忘れていた心の「ときめき」と再会する！そんな方のつけかたで、ご自分の内側から整えていかれた
ら幸いに思っています。 心も体もますますヘルシーに元気、ステキな笑顔が内側からあふれ出てくる。。。 ぜひそんな
片づけレッスンをご体感ください。
” 人は誰でも、完璧な片づけを一度でも体験すると、人生がときめくような感覚を覚えます。そして、「片づけたあと」
に人生がドラマチックに変化していくのを実感します ” （書籍：人生がときめく片づけの魔法 「はじめに」より引用）
片づけたい、、、片づけをはじめてみたい、、、どこからはじめたらいいのかもわからない、、、と思っておられる方、
一人でおなやみにならず、連絡してみてください！きっと笑顔になりますよ。

「３０分～４５分の無料コンサルティングをプレゼント
させていただきます。
今日も良い一日を、感謝と喜びと共に。

こんまり ® 流 片づけ コンサルタント 日米認定
山口秀美
(808) 258-0331
demiyamaguchi@gmail.com
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北海道クラシックゴルフクラブは、史上最高・最強とも称
されるゴルファー、ジャック・ニクラスが自身の故郷をイメー
ジして設計し、傑作として名高い名門コースです。 高低
差約 のフラットな林間タイプのコースは、 年 月
日に開場し、全 ホールで総距離は ヤードにお
よびます。
恵まれた自然環境を最大限に生かしアート性と戦略性豊
かな１８ホールで日常を忘れ、開放感に浸りながら
プレーが楽しめます。２０１８年７月に「第８４回日本
プロゴルフ選手権大会」を開催。
２０１８年～３年連続で「日本のベスト１００コース」
（チョイス誌）に、トップ１０に選出されている。

御前水ゴルフクラブは、林間コースでコース全体は概
ねフラットに仕上がっているが、フェアウェイの微妙なう
ねりが難易度をあげている。アウトでは８番が面白い。
フェアウェイは大きな林を挟んで左右にわかれ、距離的
に短くなる右側にはこぶと多くのバンカーが配され、プ
レーヤーは攻略法の決断を迫られる。インは６ホール
に池やクリークが絡み戦略性が高い。特に 番は打
ち下ろしの名物ホール。グリーン手前をクリークが流れ
景観はすばらしいが風向きによってはかなり難しくなる。

ハハレレのの会会創創立立１１５５周周年年 第第２２弾弾

ハハレレのの会会親親睦睦ゴゴルルフフツツアアーー北北海海道道大大会会開開催催
ののごご案案内内

旅旅行行期期間間 2022年年9月月5日日（（月月））～～9月月6日日（（火火））
１１泊泊２２日日

生田憲一氏の監修とツアー同行！
今年の秋は、北海道の大地で二つの名門ゴルフクラブでお楽しみください。

募集人員24名様 締め切りは、7月4日

旅行企画：日本地区本部・首都圏支部・北海道支部
旅行主催：株式会社パーパスジャパン 観光庁長官登録旅行業１５７４号
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ウクレレ愛ランドフェスに出演しました　　　　　　　首都圏支部長　田中久雄　　　　　　　　　　　　　　　　　

昨年、８月に始した首都圏支部「ウクレレ＆ハワイ語初心者サロン」メンバーが日頃の練習成果を発揮すべく、６月１２
日（日）に新宿アイランドウイングにて開催された「ウクレレ愛ランドフェス」にステージ出演しました。
ウクレレ経験者を始めスーパービギナーを交えた１０名が、マウイ島からのハワイアン「Hana」、「Ulupalakua」の２
曲を披露。当日お孫さんを含めたご家族の声援を受け無事演奏を終え、一年間の練習成果が発揮できました。

 

 

【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



【コラム】

ロイ・山口シェフの功績
ハワイ暮らしの智恵
新名 瑛さん Vol.30

　ハワイのレストラン業界に「革命」をもたらしたのは 1988 年 12 月に、ハワイカイ（オアフ島東部）に「Roy’s」
をオープンしたロイ・山口シェフであることは今では誰も異論がないと思います。
　彼は高級なレストランとしては初めてのオープン・キッチンで、客席からどのような料理がどのように作られている
かを見せながらゲストを楽しませました。そして、ホノルルでは有名なカピオラニ・コミュニティー・カレッジの料理
教室を卒業したクックを使って、フランス料理風のメニューに日本の紅ショウガを乗せたり、隠しの味付けに味噌あ
るいはキムチを使って、これまでのハワイのシェフたちにとっても意表をつく創作料理でたちまち「予約の取れないレ
ストラン」にのしあがってきました。
　「オイスターにウニ？」「なんで、魚のムニエルに紅ショウガ？」とその発想に不思議でしたが、連れて行ってくれ
た友人によると、お父さんがハワイの日系２世でお母さんは沖縄県出身の日本人。ロイ氏は東京生まれの日系 3 世、
そして高校時代までは神奈川県座間の米軍キャンプで育っていたというので納得。日本文化の影響をもろに受けて
育ったのでした。高校卒業後は米本土でクッキングの勉強、幾つかのレストランでの修行の後にハワイに。
私が初めて訪れたのはオープン間もない 1989 年の４月でした。青い炎を上げているキッチン、きびきびと動き回る
若いクックたち、サーバーの身のこなしも洗練されて「ハワイにもこんなレストランがあったんだー」といたく感心さ
せられた記憶が鮮明です。
　その時感じたのは、若いクックたちもお客さんたちに見られていることを意識することで、真剣さが増しているので
はないか。お客さんと働く側の双方にとってもプラスだな、ということでした。父ちゃん母ちゃんの小さな食堂もオー
プン・キッチンぽいところはありますが、あれは見せたくてやっているわけではないので、話はちょっと違いますね。
　それまでのハワイのレストランと言えば、アメリカン・ステーキ、高級フレンチ、イタリアンなどが主流でした。もちろん、
日本レストランもありました。「京や」「ふるさと」といえば誰もが知っている純和風レストランでした。
　ロイ・山口シェフがハワイに戻って来たのが 1988 年。ここから旋風が始まりました。ロイ・山口シェフの創り出
すフランス、イタリア料理に日本・沖縄・韓国などの食材を取り入れた「ユーロ・エイジアン・フュージョン」料理は、
これまでの伝統的なフレンチ、イタリアン、アメリカン料理などにも大きな変革をもたらし、昔ながらのレストランは
潮が引くように衰退していきました。
　彼はオープンしてわずか５年後の 1993 年には料理界のアカデミー賞と言われる「ジェームス・ビアード賞」をハ
ワイで最初に受賞しました。アラン・ウォング氏、そして 2003 年にシェフ・マブロのジョージ・マブロサラシティス
氏が続きます。この 6 月には 20 年近くぶりにチャイナタウンのレストラン「Fete」のオーナーシェフ、ロビン・マイ
女史がこの賞を受賞しました。
　ロイ・山口シェフのすごいところはもっと別のところにありました。ハワイカイ以外にも、ワイキキ、コオリナ（オア
フ島西側）と次 と々店舗を拡大していきましたが、それらのお店が１周年とか２周年とかを迎える際には、他のレス
トランのクックを招待し、そして協力してメニューを作り上げるなど彼のアイデアを惜しげもなくハワイ中に広めようと
しているその姿勢でした。そして、世界中から名人と呼ばれるようなシェフをハワイに招いて、ローカルの若手のシェ
フたちと交流を深めるようにしながら多くの「ハワイのシェフ」を育てていったことも特筆すべきことかもしれません。
これまでは高級食材と言えば米本土あるいは日本から輸送していた野菜や魚などの食材を、出来るだけ地元・ハワ
イ産を活用して地元の農家、漁師を育てるという方向に切り替えたこともこれまでのハワイにはなかった発想でした。
ローカルのシェフたちの間でもその傾向は広がり、今ではシェフ同士、シェフと農家とのネットワークも出来上がって
いるようです。新聞でやはりアラン・ウォング氏が彼を「ハワイを世界に紹介するアンバサダー」（大使）と評してい
ました。今でこそ「地産・地消」の言葉が流行していますが、30 数年前に一歩先行したのは先見の明がったので
はなかったかと。
　これだけ褒めながら正直言って、私自身このところ「Roy’s」には行っていません。インターナショナル・マーケット・
プレイスにも新しくオープンしましたが、まだ足を向けていません。高齢になった日本人のせいでしょうか、鯖の塩焼
きに白菜漬け、ご飯とみそ汁といった典型的な日本の定食の方が食べたいと思うのです。仲間内で話題になるのは「高
級すし店」ですが、お任せコースで 300ドル、350ドルという値段を聞くと、お酒お飲む私はやっぱり二の足を踏
んでしまいます。元から物価の高いハワイですが、ここ数か月の値上がりは度を越していますから。

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】

ワイキキに勃発した２つの戦争 HAWAII Up-To-Date !!
エース・K・イワセ Vol. ５3

　ロシアによるウクライナ侵攻はいまだ終わりが見えず、国際平和・国際政治は混迷を続けています。世界にいま「戦
争がある」ということが、これほどまでに ” 気持ち悪い ” ということを改めて私たちは思い知らされています。いま
この瞬間、世界の裏側で誰かが爆撃にあっているという感覚はどう考えても尋常ではありません。一日も早い収束
を願うばかりです。
　ただ、歓迎される戦争もあります。例えば東京の「秋葉原」に代表されるような同業ビジネスでの戦争です。こ
れは商品の質が向上したり、価格が適正になったりなどの産物を我々消費者に与えてくれます。その意味でビジネ
スでの戦争は大いに盛り上がって結構。で、いまハワイのワイキキ地区では２つの戦争が起きています。
　当協会の会員の皆さまは、もうすっかり「ハワイ慣れ」されている方々が多くて、ハワイに来ても一大観光スポッ
トであるワイキキ地区には近寄らない人も多いかもしれませんが、コロナ禍でワイキキど真ん中の DFS がつぶれて
以降、店舗の入れ替わりが激しくなっています。久しぶりにワイキキにいらっしゃると、「あれ、あの店がない」「こ
んなところに、こんな店が」と驚くに違いありません。
　そんなワイキキで今、「スイーツ」が盛り上がっています。まず目立つのが、ロイヤルハワイアンセンターの前、
カラカウア通りに面した「アイランド・ヴィンテージ・シェイブアイス」の大行列。小さなキオスクでの営業ですが、
こちらの売りは新鮮なフルーツをふんだんに使ったシェイブアイス。色鮮やかな見た目もあって、路上でパクつく観
光客が絶えません。そしてその近くにオープンしたのが、人気アパレルショップが運営するアイスクリームとシェイ
クのお店「KITH トリーツ」。日本人にはちょっと甘めですが、こちらもいつも人だかりです。これまでワイキキに
は無かったドーナツ店も２つ連続でオープンしました。クヒオ通りの丸亀製麺の隣に豪州発祥の「ドーナツキング」、
シーサイド通りにはカウアイ島発祥でタロイモの生地が特徴の「ホーリーグレイルドーナツ」です。インターナショ
ナルマーケットプレイスには、ハワイ版シュークリーム「ココパフ」が名物のローカルレストラン「リリハベーカリー」
が進出。ハイアットリージェンシー１階、ワイキキビーチの目の前に NY 発のお菓子店「ディランズ・キャンディー
バー」ができました。派手な内装で、ワイキキでひときわ目立つスイーツ店になっています。
　さて、もう一つの戦争が「ロブスターサンド戦争」です。これまでローカルタウンで人気を博していた新鮮なロ
ブスターをたっぷりはさんだサンドイッチが、ワイキキに２店舗同時に進出しました。ワイキキショッピングプラザ
地下１階の「ロイヤル・ロブスター」と、ロイヤルハワイアンセンターのフードコートにある「ウィケッド・メイン
ロブスター」です。どちらもボリューム満点で、見た目の迫力に気圧されてしまうほど。一度味わってみてください。
　こんな美味しい戦争なら、大歓迎ですよね？？

（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。
     

                                                           　    ➡︎こちらがロブスターサンドです

　　　　　　　　　　　 

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！
▼こちらをクリック！！
http://hawaii-job.com/



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「堀江　謙一」さんと言う名前を御存知ですか・・
そうです。70歳以上の方で(もちろん、それ以下の年齢の方でも)このお名前を知らない方はいないと思います。
そうです・・今から60年前、全長5.8ｍ、わずか１ｔのヨット「マーメイド号」で日本人初の単独太平洋横断（西宮（兵庫県）～サン

フランシスコ（アメリカ・カルフォルニア州））に成功しました。その94日間の航海の様子をつづった著書「太平洋独りぼっち」の堀江
健一さんです。因みに、私は19歳でした(^^♪　その後、6回程、色 と々挑戦を重ね、何れも成功しています。

そして、83歳になった堀江さんは・・今年2022年3月に第一回目とは逆に、全長6メートルの「サントリーマーメイドⅢ号」に乗り、
アメリカのサンフランシスコを出発して、ハワイ沖などを経て、69日の航海で、6月4日西宮市に目出度く到着・大成功致しました。

これは凄い事で、世界最高齢で単独無寄港の太平洋横断に成功したのです。帰港セレモニーでは大きな拍手に包まれながら上
陸すると、「僕自身は今、青春まっただ中だ。これからも大器晩成を目指して頑張りたい」等とスピーチした。記者会見では「精神と
肉体の完全燃焼を成し遂げた」「夢を夢のまま終わらせなかった」などと喜びを語った。

私はこれらの動画を見ていましたが、言っている言葉はごく普通の言葉ですが、これが83歳の方が仰っている・・頭も身体も、
まったく異状なく健康で素晴らしい・・私も夢・目標を持って邁進して行きたいと心から思いました。

なお60年前の、第一回の日本人太平洋横断成功の時の逸話がありますのでご紹介致します。
「コロンブスも持っていなかった！」
60年前当時、ヨットによる出国は認められていなかったのです。それで堀江さんはパスポートやビザを持たず、こっそりと出国、今

のように通信設備も良くない中で、サンフランシスコへ無事到着しましたが、これはいわゆる「密入国」です。
この時のサンフランシスコの市長がオシャレでした。
ジョージクリストファー市長はパスポートも持たない堀江さんに対して「大丈夫だよ、よくがんばりました。アメリカに最初に来た

コロンブスもパスポートを持っていなかったよ」と激励し、堀江さんに滞在許可を出しました。
それくらい偉大な事をしたっていう事です。
アメリカでは大歓迎を受け、サンフランシスコ・ロスアンジェルス両市からは名誉市民の称号を贈られました。
この話も良い話ですねー(^^♪
何れにしても、現在私は79歳・・60歳はマダマダ若い・・70歳以上の方、堀江謙一さんのように元気で頑張りましょう(^_-)-☆

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

　　　

寄付の御礼　誠にありがとうございます。
ホノルル支部 様より

６００ドルのご寄付をいただきました。

新規のご入会　
永島清子　様

永島孝之　様

佐々木友子　様

藤島典子　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！


