
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジで開催された創立 15 周年記念クリスマスパーティー。コロナ明けの開放的な雰囲気の中で開催された。
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アローハ！　
皆さま、明けましておめでとうございます。
2023年も皆様にとりまして素晴らしい年になりますよう心からお祈りいたし
ます。昨年、当協会は15周年を迎え多彩なイベントを開催し、目白押しの行事
を全て盛況にて終えることができました。これもひとえに会員の皆様のおかげ
と感謝しております。
今年は当協会16年目に突入します。今年こそ日米の会員は自由に大手を振って
交流できる年です。ハワイオフィスも新しくヒルトンハワイアンヴィレッジの
ダイアモンドヘッドタワー１階に移転しました。会員の皆様がご利用できるサ
テライトオフィスにいたします。今年は益々対面での交流を増やしオンライン
とのバランスをとりながら各種イベントを実施して参ります。ハワイにてアロ
ハの精神を実践され会員の皆様が、ビジネスでの成功だけではなく、「人生の
成功者」になっていただくためにサポートさせていただきたいと思います。
今年も日本とハワイをつなぐ活動を積極的に展開して参ります。
当協会は「スポーツも人生も後半戦が面白い。分かち合おうアロハの心」をキャチフレーズに、
さまざまな年代の会員が楽しく明るく百花繚乱して活動してまいります。
2023 年もハワイアロハライフ協会を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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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

アロハライフ通信
Hawaii



てて

Event Topics　アロハライフ・イベントトピックス

HALE15周年記念クリスマスパーティー　写真報告　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

当協会理事・竹林篤さんのYouTubeでも当日のパーティー
の模様を観ることができます。ぜひご覧ください。
⬇︎
https://youtu.be/d5AUZGcnBp8



てて

　Event Topics　イベント・トピックス

　

久しぶりの ECM ＆忘年会　そしてゴルフ打ち納め
新年恒例「ハワイ出雲大社」初詣　報告

ヒルトン・ハワイアンビレッジでのクリスマ
ス会も 12 月 15 日に無事終了し、ほっとし
たのも束の間、ハレの会事務局としてはまだ
仕事は終わりません。12 月 28 日には今年
最後の執行役員会（ECM）とその後の理事
忘年会、翌日 29 日には忘年ゴルフ会を事務
局主催で開催し、これが済んで仕事納めとな
りました。執行役員会では今年協会創立 15
周年の総括を坂井会長にしていただき、各イ
ベントでご尽力いただいた理事の皆さまに対
し労いのお言葉がありました。少々燃え尽き
症候群が発症（？）しているかもしれません
が、事務局は 2023 年も頑張ります。
2023 年もどうぞよろしくお願いいたします。

ハレの会事務局・西村洋志



てて

　Event Topics　イベント・トピックス

　

新年初の気功の会で見事な「初日の出」があがりました

毎週開催している「気功の会」の新年最初の会が、１月１日の元旦にアラモアナ公園のマジックアイランドで
開催されました。パワースポットとして知られるマジックアイランドではいつも奇跡が起こります。
この日も、曇り空であきらめていたところに見事な初日の出が。約４０名の参加者が感動に包まれました。



てて

Event Topics   イベント・トピックス

HALE の会「 絵画教室」　より
皆さまに新年のお喜びを申し上げます。　　入江満代（絵画教室代表）

　私たちは昨年 4 月から絵画教室の行方を求めておりました。HALE のオフィ

スが移転することになり新しいオフィスも狭いところになるであろうと言われて
いたからです。私たちは Church やお寺と交渉をしてみましたが、結局新しい
HALE のオフィスを使わせていただくことになりました。12 月より新たにスター
トしております。
　この絵画教室のメンバーはとても腕達者な方がお揃いで、私の娘は「マミーの
生徒はマミーより上手」と言います。義理の息子はタリバーさんのデッサンを見
て「彼女に先生になってもらったら？」と言い、幹事役の塚原さんは「こんなに
上手な人が集まるとは思っていなかった！」とおっしゃいます。みんな仲良く楽
しい絵画教室です。ぜひ皆さまも参加してみませんか？

⬇︎こちらの絵は私の家の裏庭から見た Sunrise で、これは私が 6 年前に
　今住んでいる家に引っ越してきてから一番美しい Sunrise でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 絵画教室の仲間たちです。



てて

Event Topics   HALE 新年会２０２３

HALE 新年会 2023 の お知らせ
昨年は、私共の HALE の会が誕生して 15 周年、様々な記念行事が執り行われま
した。今年は HALE の会の更なる発展・隆盛を期する年でもあります。更に皆皆
様の更なる繁栄とご健康に過ごして頂くことに願いを込めて、「HALE の会・新年
会 2023」を開催致します。
新しい年を迎えるに当たって、出雲大社の天野宮司様のお祓いから始まり、詩吟
と空手・民謡と三味線・太鼓・フラ・ウクレレなどのコラボも企画して、様々な
純日本の伝統文化とハワイの文化をもコラボして食事を交えながら、大いに楽し
んで頂きます。
本新年会に参加して、本年を無事過ごせるよう祈願し、そして楽しく共に盛り上
がりましょう。是非、お気軽にお誘いあわせの上、ご参加ください。お待ち申し
上げております。

日時：２月 ８日   （水）11:00am 開場　11:30am スタート
会場：アラモアナホテル　ボールルーム
参加費：　　会員 ＄70 　ゲスト ＄80 
　　　　　　
11:00am：ドアオープン
11:30am：パーティ・スタート 迎春のお祓い
12:00pm：ランチ
12:30pm：エンターテイメントなど
2:00pm：閉会

詳細・お申し込みはイベントカレンダーをご覧ください



てて

Event Topics  首都圏支部からのお知らせ   



てて

2023年1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

　　
   2023年新春を祝う新年会　アラモアナホテルにて　２月８日（水）１１：００am

   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

   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
　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



【コラム】

ハワイのオキナワン　　　　　　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。

ハワイ暮らしの智恵
新名 瑛さん Vol.36

　新年明けましておめでとうございます。
もう去年の話になりますが先月中旬、木曜午餐会のメンバーの一人から招待を受けて沖縄のグループである「がじま
る会」の忘年会・クリスマスパーティーに参加。沖縄人の結束力、伝統を引き継ぐ郷土意識、世代間交流の見事さ
に圧倒されてきました。
 　「がじまる」とは、ハワイで言うバニヤン・ツリー（菩提樹）の沖縄語で本来は「ガジュマル」と言うそうですが、
この会は 1970 年、沖縄が本土復帰する２年前にホノルルで発足、52 年の歴史ある沖縄研究のグループです。パー
ティーではウチナーグチ（沖縄語）はじめ、英語、日本語と３言語が入り混じって親子共演の三線（さんしん）による「か
ぎやで風」に始まり、シニアの琉球舞踊、沖縄民謡の「デンサー節」、最後は老若男女入り乱れてのカチャーシー（両
手を頭上に上げて踊る）など「あー、やっぱりハワイにおける沖縄のパワー、存在感は凄いな」と感じさせられました。
　私がハワイに漂着した 1980 年代に「ハワイでは沖縄県人は、自分たちのことをジャパニーズだと言わずにオキナ
ワンと言います」と誰からか教えられた記憶があります。確かに沖縄は日本の領土になる以前は琉球王国という独立
国で中国・明への朝貢国でありながら（この歴史をもって中国が「沖縄は元々中国領土だったと」いう根拠としてい
るのかも知れませんね）1609 年に薩摩藩に侵攻され従属国になりました。明治政府が誕生した後、1879 年に琉
球王国は滅亡し、琉球藩を経て日本の沖縄県になりました。
　そして第二次大戦では本土防衛の最前線として多くの死傷者を出し、戦後はアメリカの統治下で生活を再スタート
させました。この時、焼け野原となった沖縄を救おうとハワイに住んでいたウチナンチューは寄付を集めてアメリカ本
土から 500 頭の豚を購入して生きた豚を沖縄に届けました（この話は “ 海から豚がやって来た ”というミュージカル
にもなって上演されました）。そして翌年には 800 頭のヤギまで送りました。
　「ジャパニーズではなくオキナワン」。言葉が違う、文化も違う。貨幣の単位も日本とは違いました。日本からは犠
牲ばかり強いられてきた。沖縄から来た人たちがよく使う言葉「ゆいまーる」（協力し合う相互扶助の精神）は、私
が見聞きする範囲では十分に発揮されているようです。
　日本にいたころ「沖縄」は少し遠い所にありましたが、ホノルルでは「ご近所」にあります。昨年の 11 月までハ
ワイ州知事だったデビッド・伊藝さんはじめ、ウクレレの名手ジェイク・島袋さんほかスーパーのドンキホーテに野菜、
お肉を買いに出かければ毎週水曜日に店の前ではアンダギーを直売していますし、沖縄レストランを見つけるのは簡
単です。「沖縄」はあちこちにあります。木曜午餐会のメンバーの 1/3 は沖縄からの人たちです。

「ハワイ日系人連合協会」の最大の県人会は言うまでもなくハワイ沖縄連合会です。ハワイに住む沖縄県人は
45,000 人から 50,000 人とされていますが、その大半が連合会に加入しています。次に多いのが広島県人会、そ
して山口県人会、福島県人会などが活発に活動を続けていますがメンバー数としては沖縄連合会の足元にも及びま
せん。
　1987 年にホノルルのモイリイリに日本文化センターが出来ましたが、数年して倒産の危機に直面。一方、1990
年にオアフ島西部のワイパフ地区に完成したハワイ沖縄センターは総工費 11 億円のうち沖縄側の募金活動で
３億５千万円も集め、今も順調な運営を続けています。その理由は沖縄連合会の年間を通じた行事の多彩さにある
のかも知れません。ウチナンチュー賞授与式、カラオケ・ナイト、沖縄フェスティバル、秋の沖縄舞踊まつり、市町
村クラブ対抗ボーリング・リーグ戦、沖縄那覇まつり文化ツアー。沖縄工芸フェア、文化遺産賞と昼宴会など行事
が盛沢山。
　沖縄出身の私の友人も、沖縄フェスティバルの期間は仕事を休んでこの行事には必ず参加しています。「沖縄県舞
台芸術奨学金」「フイ・マカアラ奨学金」「フイ・オ・ラウリマ文化奨励金」など独自の奨学金制度を設けてハワイ
と沖縄の交流を活発に進めています。コロナ禍の時も「沖縄出身の人がやっているレストランは潰れない」とよく言
われました。「ゆいまーる」（相互扶助）の象徴でしょうか。
　オキナワンは沖縄県との結びつき、郷土への愛着が強いことが伺えます。私は岡山県出身でハワイに来た当初、ハ
ワイ岡山県人会に所属していましたが、その県人会はいつの間にか無くなってしまいました。
　ハワイも独立国としての王朝は 1898 年にリリウオカラニ女王を最後にアメリカの統治領となり、1959 年にはア
メリカ合衆国の 50 番目の州になりました。でも多くのハワイ人は今でも自分たちを「アメリカ人ではなくハワイアン」
と名乗るところは、覇権的な力によって併合されたオキナワンと屈辱の歴史が似ているかも知れません。
　沖縄県以外の多くの非営利の日系人組織はどこも後継者選びで苦労しています。木曜午餐会も御多分に洩（も）
れず、若い世代には人気がないようです。恐るべき「オキナワン・パワー」。ハワイで日本を代表する存在になるこ
とは間違いないようです。

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】
期間限定の新シリーズ
HALE 理事を紹介します①坂井会長 HAWAII Up-To-Date !!

協会副会長・岩瀬英介 Vol. ５9

ハワイで増える「新一世」ソニー現地法人社長が定年後に移住した理由
　ハワイへの日系移民が始まったのは 1868 年。それから 150 年余り、今
やこの島では日系６世が活躍しているが、最近では自らの意思で新たにハワ
イに移住した日本の人たちも多い。彼らは「新一世」と呼ばれる。
　今年で設立 15 年を迎える現地の NPO 法人「ハワイアロハライフ協会」
の会長を務める坂井諒三さんもその 1 人。坂井さんは、これまで筆者が出会
った新一世のなかでも、かなりの「強運」の持ち主なのである。
　坂井さんは 1970 年にソニーに入社、1985 年に 39 歳でソニーハワイの
社長として着任して以来この地に住み、会社初の海外赴任地で定年を迎えた
人物となり、そのままハワイの住人となった。これは稀有なパターンだ。定年まで 21 年も海外法人の社長を務めた
わけだから、現在の大手企業の人事システムではちょっと考えられないかもしれない。
　さらに、ハワイに赴任する際には持ち前の強運を発揮する。当時のソニーの盛田昭夫会長は、ソニーハワイの社
長候補として3 人を選び、順番に電話をかけていった。１人目は電話がつながらず。そして２人目に電話をかけたのが、
当時ロサンゼルスに駐在していた坂井さんだった。
　なんと、坂井さんはその日、日本での会議に出るため空港に向かう予定だったが、息子さんが熱を出したために
飛行機の時間を少しずらして自宅にいた。そこに盛田会長からの直電、無事に社長指名の電話を受けることができ
たのである。
　携帯電話や E メールなどなかった時代ならではのエピソードだが、なんという強運だろうか。ソニーハワイの社長
に就任してからは、米軍の販売ルートを開拓して売上を10倍に伸ばしたり、米PGAゴルフトーナメントの「ソニーオー
プン・イン・ハワイ」をスタートさせたり、八面六臂の活躍。米軍の担当者相手にゴルフのパット対決で勝って販路
を開拓したこともあったそうで、強運ぶりを遺憾なく発揮していった。
　現在もハワイで開催されている PGA 公式トーナメントである「ソニーオープン」を誘致する際には、その話し合
いの席にマイケル・ジャクソンが同席して応援してくれたそうだ。何でもマイケルがハワイでコンサートを開いた際に、
ソニーが全面的にバックアップしたことへの恩義を感じてのことだったそうだ。何ともスケールの大きな話。
　実はこのソニーオープンがスタートした 1999 年当時からの坂井さんの念願の 1 つが「日本人の優勝選手を出す
こと」だったそう。今年、見事に優勝を果たした松山英樹選手は、実はこの大会が始まって以来の悲願も実現して
いたことになる。
　坂井さんはソニーを定年後、ハワイの実力者たちを巻き込んで前出の NPO ハワイアロハライフ協会（設立時の名
称は「ハワイシニアライフ協会」）を設立。ハワイと日本の架け橋として大きな影響を持つ団体に成長させ、現地の
重鎮として、いまも現役で活躍を続けている。ハワイアロハライフ協会は、現在約 1000 名の会員を抱え、現地の
NPO 法人としては唯一、日本在住の人たちとハワイ在住の人たち双方に会員を持つ組織となっている。
　そんな坂井さんに言わせると、ハワイの最大の魅力は、いつも吹いている「爽やかな風」なのだそうだ。39 歳の
時に初めて降り立ったホノルル空港で感じたハワイの風の心地良さは、いまでも忘れられないと言う。
　そして、坂井さんがいつも口にしているのが「グローバル・ローカライゼーション」という言葉。坂井さんをハワ
イに結びつけたソニーの盛田会長が語っていた言葉だそうだが、「考えることはグローバルに、でも行動は歯を食い
しばってでもローカライズに」という意味で、それをソニーハワイでの社長時代も、現在の NPO 代表になってからも、
忘れずに実践しているそうだ。
　坂井さんに会うとわかるのだが、とにかく明るい。どんな局面でも「あはは」と冗談を言いながら、周囲を明るく
沸かせて、巻き込んでいく。この人の周りには、いつも人が集っている感じがある。そして、そんな人のところには、
爽やかな風が強運を運んでくるのだろう。そう思わせる、新一世の１人である。 （Forbes Japan 連載「観光目線
からは見えないシン・ハワイ（岩瀬英介）」より転載）

（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！

皆様明けましておめでとう御座います。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

アメリカ人が不思議に思う日本の文化　（対話形式）　
A・日本男性友達　　B・アメリカ育ちの日本女性友達　
　
A アメリカ人が不思議に思う事ってあるの
B ある〜　それはね〜　カフェとかで席を取る時だよ・・・そもそも日本だと席を取る時、何かを
　置いていくでしょ・・アメリカだと席を取る時、荷物を置いていくのって、危険過ぎて誰もしないの・・・
　日本も多少思うのかペットボトルとかマフラーを置いていく人が居る。
A　ある・あるね〜・・ゴミじゃないかなーっと思う時もある・・
B で、座ろうとしたとき、めっちゃ嫌な顔されるの・・だってペットボトルじゃない〜　っと思うの・・
A 分かる〜　其のときの気持ち・・
B でも凄い所は、パソコンとか携帯を置いて行っても、誰も盗らないのは、とても凄い事だと思うよ・・
A そうだよね・・安心だね・・だから日本は世界一治安は良いし素晴らしい国だねー
　ハワイで席を取る時・・気を付けて下さい。
　　

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

リゾートハワイ（野田省三）様

西川 　潤（Nishikawa Jun）様

依田 　サンディ（Yoda Sandy）様

椎葉 　幹延 (Shiiba Motonobu) 様

佐瀬 　尚之 (Sase Naoyuki) 様

角田 　月子 (sumia Tsukiko) 様

三浦 　克徳（Miura Katsunori）様

白山 　三恵子 (Shirayama Mieko) 様

寄付の御礼　誠にありがとうございます。
関根 　八紘　（Seki Reiko ）樣

中根 　恵子 (Nakane Keiko ) 様

関川 　菊枝（Sekigawa Kikue ）様

サンカラハワイ LLC　（Sankara Hawaii）様

松谷 　富美 M（atsutani Fumi）様

有川 　啓子　（Arikawa Keiko）様

上原 　敏子（Uehara Toshiko）様

新規のご入会　

浄徳 善行 様

浄徳 いおり 様

堀田 政志 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            レストランサントリー店頭に飾られた
     および寄付金は非課税扱いとなります。（FEIN: 39-2057525)　　　　　　　　　　 「15周年感謝状」の前で（坂井会長）

“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.net

HALEアロハオフィス
（アロハデスク&サロンde HALE）

【住所】 2005 Kalia Rd. Honolulu 96815
          ダイヤモンドヘッド・タワー１階＃410  （ヒルトンハワイアンビレッジ内）

【営業】 月・火・水・金・土（10:00am〜3:00pm）

ヒルトンハワイアン
ビレッジ内に
移転しました！！



お友達を
ご紹介ください！


