
ハワイ便り　Page 1

HISLEA会員の皆様へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年6月1日

ハワイシニアライフ協会（HISLEA)
会長　坂井　諒三

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

日本では、そろそろ梅雨の季節ですね。ハワイも日増しに陽射しが強くなり夏の季節に入りました。爽やかな貿易風が強く吹き
始め、紫のジャカランダ、黄色のゴールデンツリー、ピンクの合歓の花などが咲き競っています。この時季は、マンゴーやパパイ
ヤが美味しくなる季節でもあります。6月15日から始まる、2015年のヒスレアウィーク前後には、日本各地から大勢の会員がハ
ワイに来てくださる予定です。皆さんで「ワクワク・ドキドキ」しながら、ハワイでの出会いを楽しんでいただきたいと思っていま
す。6月8日には、東京で今年の全国支部長会議が開催されます。私とホノルル支部長の塚原勉理事もハワイから参加させてい
ただき、皆さんからの貴重な意見を交換することにしています。ところで、今月号では、下記の二つのことをお知らせしたいと思い
ます。

【1】3年継続会員と5年継続会員の新設
7月より入会または更新される会員の方から、3年と5年の継続会員制度を新設することが、5月のエグゼクティブ・コミッティ会
議（理事会の代行として毎月開催）に於いて決まりました。これは、毎年年会費を更新するのは面倒であるという会員の声があ
ることから、新しく導入されることになった会員制度です。3年分または5年分の年会費を一括して支払っていただく代わりに、
年会費が少し安くなるように設定されています。詳細は以下のとおりです。

 　
小切手またはクレジット・カードで一括してお支払いしていただくこととなります。7月1日からは、オンラインでも手続きができ
るようになります。毎年の更新手続きが面倒と思われる方には、大変朗報ですので、積極的にご利用いただけると幸いです。

【2】会員アンケート2015実施の件
ヒスレア会員の皆様全員を対象とした会員アンケート2015を実施することとなりました。ヒスレアが活動を開始して丸7年以
上が経過し、個人会員数も1,000名を超える大きな組織になってきました。しかしその間に様々な課題も生まれて来ております。
将来のより素晴らしいヒスレアはどうあるべきかを検討していく上で、会員の皆様の率直なご意見を聞かせていただきたく実施
いたします。会員アンケートの内容は添付のとおりです（2ページ以降）。この会員アンケート用紙は、6月中旬ごろから郵送で
皆様の住所宛てに送られます。返信用の封筒も入っておりますので、それをご利用いただき、切手を貼ってご返送ください。尚、
オンラインでも、6月中旬以降より回答出来るようにいたしますので、ご利用ください。アンケートの回答期限は、7月15日となっ
ております。この日までに回答をお寄せ下さった方のアンケートは、中長期戦略会議グループでまとめて、その回答結果を9月の
ハワイ便りの中で、皆様にお知らせしたいと思っております。大勢の会員の皆様からの回答を期待しておりますので、ご協力よろ
しくお願い申し上げます。

アンケートフォーム： www.hawaiiseniorlife.org/sv　(PCやスマートフォンから)
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A. メンバーシップについての質問です。 

○どこにお住まいですか？ □日本   □ハワイ   □その他 

○年齢層は？ □ 20-30代 □ 40代 □ 50代 □ 60代 □ 70代 □ 80代以上 

○入会した目的は？：                              

○目的は達成されていますか？   □はい   □いいえ   □まあまあ 

○ハワイを訪れたことありますか？（ハワイ在住者以外）□あります  回 □なし 

○どの位ハワイに滞在しますか？    ヶ月/年    日/年  □滞在したことない 

○HISLEAに加入してお友達はできましたか？    □はい  □いいえ 

○HISLEAで知り合ったお友達とはどのようにして連絡し合いますか？ 

 □Ｅメール □電話 □Facebook □その他 

○HISLEＡ/会員から何を知りたいですか？ 

 □ハワイの現地情報 □セミナーやイベント情報 □ボランティア参加の機会 

 □その他（具体的に） 

○「ハワイ便り」や「イベント予定」の会報誌を読んでいますか？ □はい □いいえ 

○HISLEAのウェブサイトを見ていますか？ □見ている___回/月  □見ていない  

 

HISLEA 会員アンケート（2015年6月実施） 

B. プログラム（イベント・サークル）についての質問です。 

HISLEAでは常に会員の皆様に提供する新しいプログラムを模索しております。これまで皆

様が楽しんだプログラムは何か、どんなプログラムに興味があったのか、どのようなプロ
グラムであれば、皆様にお手伝いいただけるか、をお尋ねします。 
○これまでどんなイベントに参加されてきましたか？ 
 □ハワイの文化 □ビジネス、税金のセミナー □歴史 □スポーツ □音楽 
 □フラ・社交ダンス □ボランティア活動 □映画 □パーティ・食事会 
 □その他(＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿) 
○ハワイの日系アメリカ人が中心となって行っているローカルイベントに参加したいと思  
 いますか？ □はい   □いいえ 
○自分の得意な分野でリーダーをお願いできますか？□はい □いいえ 
 もし、できるとしたら、下記の内どの分野になりますか？ 
 □茶道 □華道 □手芸 □料理 □盆栽 □写真 □絵画教室 □スポーツ 
 □ボランティア活動 □アロハデスク □音楽 □ダンス □英会話 
 □その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 
    はい、と回答された方、できれば、名前か会員番号を：  
○これからどんなイベントを企画してほしいですか? 
 (例                                    ） 

C. 会費についての質問です。 
HISLEAはこれまでほぼ8年間の活動を続け、日米で個人会員が合計1,000名を超える協会に成

長いたしました。会員が1,000名を超える組織になりますと、ボランティア中心の会の運営
には限界がでてまいります。 



専任スタッフによる事務局体制の確立、イベントの効果的な運営、システムの機能向上など
をサポートするには、かなりの資金が必要です。現在の個人会員の年会費収入は、協会の必
要経費の40％しかカバーしておりません。残りの経費は、法人会員年会費と寄付金収入に
よって賄われています。会費についての皆様のご理解とご協力が必要です。 

 

現在の年会費はハワイ在住会員50ドル、日本在住会員70ドルです（ハワイ在住者は、ハワイ
でホストの   役割を果たすということから、年会費を少し安く設定してあります）。 

○ 現在の年会費は妥当と思いますか？  □はい   □いいえ 

○ 2016年度からは個人年会費・終身会員年会費の値上げを検討しております。 

    現在の個人年会費のままでは、年間の運営費をカバーすることが難しくなってきており    

 ます。 HISLEAの活動を継続していくために現行年会費より＄20～＄50の値上げはやむを得   

 ないと考えますか？  

    □はい   

    □いいえ （理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 

                                              

                                           

     

 

 

 

                                        

.                      

最後に、自由にコメントをお書き下さい 

もし、差し支えなければ、会員番号        お名前                     

アンケートにご協力ありがとうございました（作成：中長期事業戦略会議グループ） 

 

 
 
D. 会員数の増強について 
新規入会会員の数がここ１、２年伸び悩んでいます。新規会員の増加は、HISLEAの将来に

とって 大変重要です。新規会員の数を増やすには、どのようにしたらいいと思いますか？ 
〇 会員が個々に友人・知人に入会を勧誘する  □出来る  □できない 
〇 各地の支部が積極的に入会促進を行う    □やるべき □効果的でない 
〇 シニア層に偏っている会員構成を改め、若い層にも入会してもらうために、40歳未満の  
  方をメンバーとしたジュニア部会をスタートすべきという考えがあります。どのように 
  思いますか？    
  □ いいアイデアなのですぐ実行すべき  □あまり効果的とは思えない 
  □その他の考え（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 
 

アンケート送付期限：  2015年7月15日（水） 
アンケート送付先（返信用封筒に切手を貼って、下記あてに郵送してください） 
日本在住会員:      〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-25-21 平野ビル103号 
                      ハワイ州NPO法人 ハワイシニアライフ協会 日本地区本部 
日本以外に在住する会員：HISLEA 
            P.O. Box 8232 Honolulu, HI 96830 U.S.A. 
www.hawaiiseniorlife.org/sv から、PCやスマートフォンでオンラインで回答頂けます 
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HISLEA「アロハデスク｣を開設して
5月3日（日)    　　　　深田マコさん（常務理事) 

NPOハワイシニアライフ協会（HISLEA）は、「人
生もスポーツも後半戦が面白い！」　という
キャッチフレーズに、アロハの精神を世界に発信
しよう、日本とハワイの架け橋になろう、という目
的で2007年の9月に発足、今年で8年目を迎えて
います。ハワイを愛し、アロハの精神を分かち合
いながら、会員同士が心豊かな人生の後半戦を
楽しめるようにと、多くのボランティア・スタッフ
で運営しています。そして、今年の3月には、ワイキ
キショッピングプラザの地下1階トラベルプラザ
内に、「アロハデスク」が開設されました。そこで
はイベントの申し込み、入会・更新手続き、ハワイ
情報交換の場として、会員の皆さんに満足してい
ただけるような様々なサービスを提供しています。
「ハワイに恋して」というＴＶ番組がありますが、
因みに私は「HISLEAに恋して」とでも申します
か、気が付けばアロハデスクの常駐スタッフの一
員となっていました。ガラス張りのこじんまりした
スペースですが、外装も内装もハワイムードと楽
しさが溢れたオフィスです。流石に、クラレンス・
リー社の山本クニさんによるデザインだけあって
抜群に洗練されており、一見の価値あり！毎日、
日本の各地から来布中の会員や、ローカル会員の
方々がお見えになりますが、来訪者と会話を楽し
んでいると、つい時間を忘れ最長4時間も話しこ
んだこともありました。北は北海道から南は九州
まで、各地の方言が飛び交います。話題も千差万
別です。「あなたの知らない、とっておきのスポッ
ト」から、ハワイ王朝、神話伝説、日系移民、ニイ
ハウ島の話、また癒しのパワースポット、マジッ
クアイランドの気功エクササイズやラジオ体操、
サークル活動、若返りの秘訣などなど話題がつき
ません。他にも、安くて美味しいレストランとか、
ハッピーアワーのメニュー、ローカルのバーゲン情
報も喜ばれます。ところが、たまにチンプンカンプ

ンの来訪者が舞い込んで来ることもありました。
例えば・・・雨でびしょぬれの観光客・・・「すいま
せん。無料レンタル傘、貸してもらえますか？」　
大阪弁の通行人・・・「すんません。服を着替えた
いんやけど、ここで着替えてもかまへん？」　バッ
クパッカーの若者・・・「レアレアの集合場所教え
て！？？？」20代のカップル・・・椅子に座って丁
寧に自己紹介、テーブルのお菓子もつまんだ後で
「あれ？ここ何処ですか？ハローデスクと違うんで
すか！」　などなど・・・話せばきりがない。紛ら
わしいネームのオフィスが雑居するワイキキ、間
違っても不思議ではありませんが、例え、どんな
人がアロハデスクに訪れて来られても、心暖まる
サポート、“アロハの心”を提供させていただきた
いと思っています。

ハイキング ワイルぺ・バレー
4月19日（日)                      大串誠さん（会員) 

HISLEAのハイキングに参加するのは今回で2回
目。年1回2週間程度の我が家の滞在 
スタイルでは、なかなか上手くスケジュールが合
いません。前回は2012年04月の「マナナ・トレイ
ル」でしたがなんと雨天の為、途中で中止となり
今回が実質初参加となりました。 今回のハイキン
グは「ワイルペ・バレー」でHISLEAの開催告知で
は「3.6マイルのハイクで上り下りの ほとんどない
竹林の中を歩くトレイルで初心者向き」のコース
です。今回の参加者は真由美さん（HISLEA）・会
員3名（我が家2名）・シエラクラブ会員8名・シエ
ラクラブリーダーの総勢13名です。開催告知の通
り高低差のない林間コースでしたが、以外とリー
ダーのスピードが速く・・・約1時間で折り返し休
憩場所に到着。本来ならばランチタイムですが、
時間はまだ10時前でランチタイムには大分早く、
30分程度休憩後帰路へ。約45分でスタート地点
へ到着。全行程約2時間15分のハイキング終了
です。ちょっと短いハイキングでしたが、時差ボケ
（一昨日到着）解消にはちょうど良い位のハイキ

ングでした。次回の渡ハ時も是非ハイキングに挑
戦したいと思っています。  

マウイ支部

ホトトギス会（句会)
5月9日（土)            神崎洋さん(マウイ支部長) 

5月の例会はHaikuにある畑さんのお宅で久
し振りに畑さん・関さんも出席され総勢10
名の賑やかな会となりました。兼題は「ラベ
ンダー」と「筍」でした。今月の特選句と5点
句を下記ご紹介致します。 
■今月の特選句： 
・母の日や花よりダンゴと母の言ふ(まゆみ) 
・新緑の草食む牛のムゥと鳴く　（まゆみ） 
・丘走る風染めゆきしラベンダー（まゆみ） 
・散歩道ふと横切るは初夏の風  　（ゆき） 
・土割ってそっと顔出す筍よ　   （あかり） 
・たけのこのうす皮の中(うち)春の息(まどか) 
・風渡るむらさきの波ラベンダー　（ふき） 
・リボン揺れブーケの香りラベンダー(ふき) 
■今月の5点句： 
・通り雨湿るる草の匂ひけり  　（まゆみ) 
・風渡るむらさきの波ラベンダー　（ふき） 
来月の句会は、第二土曜日の6月13日(土)。
場所はカヒリレストランです。来月も楽しみ
にしておりますのでご健吟ください。 

第57回ゴルフ会
5月17日（日)           神崎洋さん（マウイ支部長) 

14名の参加者が集い、第57回ゴルフ会がカヒリ・
ゴルフコースで開催されました。今回は日本から
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医 療 相 談
日本語クリニック
ワイキキ緊急医療クリニック　
堀育史院長

   
Bank of Hawaii Bldg. ３階  
☎（808）924-3399  

名医による無料健康相談
大山廉平ドクター
会員・顧問/東京都済生会渋谷診療所所長

Eメールで気軽に相談できます。
ご希望の方は、①姓名、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宛
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
できないこと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：oyama@saichu.jp

伝えていこうアロハの心
ハワイと日本から世界に向けて

ご寄付をいただきました。ありがとうございました。
(＄100）大山榮一様、（$100）矢島洋一様、（$50）上田
ヒロ子様、（$40）鈴木弘様、（$30）ドブソン尚子様、
（$30）ドリューズ俊子様、（$30）Nakamura, Mieko
様、（$30）Nishijia, Komi様、（$29.95）Discover様、
アロハデスクの為、有賀良学様より$100のご寄付をいた
だきました。ありがとうございました。 

またジャパン・ハワイ・カルチャーエキスポの為、パールカ
ントリークラブ様より$200のご寄附をいただきました。
ありがとうございました。

2015年4月1日～4月30日

　　　 　　                                                   　 （編集担当：インフォメーションコミッティ 西村ちえ）

当協会の概要、入会案内：www.hawaiiseniorlife.orgをご覧になるか、パンフレットをご請求ください。

HISLEA アロハデスク 2015年3月1日よりオープン 
場　所： ワイキキショッピングプラザ地下1階トラベルプラザ内 
　　　　2250 Kalakaua Ave., Honolulu, HI 96815 
電　話： 808-428-5808 　 FAX： 808-396-1140 
時　間： 月曜日～金曜日 午前10時～午後3時 (祝祭日は除く) 

アロハデスク開設に際しまして特別寄付金を募集しております。 
お問い合わせとお申し込みはホームページhttp://www.hawaiiseniorlife.org/ または電話 808-428-5808 まで

のゲストの方が5名、オーストリーからサー
フィンを楽しみに来ている方が1名と6名のゲ
ストをお迎えしての会になりました。清々し
い天気ではありましたが、逆風では2番手は
違ってくる様な強い風で皆さんがスコアーメ
イクに苦しむ中、初出場ながら生涯初の80台
を出してぶっちぎりの優勝を飾ったのはKazu 
MatsumotoさんのゲストのMichiya Negi
さんでした。Negiさんはグロス86、ハンデ
23、ネット63と言う他に追従を許さない大ア
ンダー優勝となり、内規で5アンダー以下で
回った場合、次回ハンデは5ストロークをカッ
トすることが決められていますが、同伴競技
者他の方々からの強い支持もあり、次回ハン
デは8ストロークカットの15と言うことになり
ました。2位にはJoe Yamawakiさんがグロ
ス85、ハンデ14、ネット71で見事入賞しまし
た。ネット71は他に2名いましたが、同ネット
の場合はローハンデ者が上位にくる規定によ
り、昨年9月から始まった新しいシーズンでは
2度目の2位に入られました。3位にはベスト3
の常連ながら過去優勝経験のないYasuhito 

Ogasawara さんがグロス86、ハンデ15、
ネット71で入賞し安定した強さを発揮しまし
た。成績発表・賞品授与では、Ogasawara
農園のもぎたてのキュウリが順位賞（1・2・3・
7・BB・敢闘賞）に入らなかった4・5・10位の
方に渡されましたが、早速つまみ食いをした
方々から大変好評でした
①個人順位（敬称略）：
1位　Michiya Negi   
2位　Joe Yamawaki　　 
3位　Yasuhito Ogasawara
4位　Yuko Inukai　　 
5位　Kanako Tamak
②ニアピン（敬称略）：
#6 Ken Kobayashi　 
#8 Kenny Kanzaki   
#13 Michiya Negi    
#16 Konosuke Akao  

新潟支部

お花見コンペ
5月7日（木)          本多玲子さん（新潟支部会員) 

新潟支部ではゴールデンウイークの終わり
に新津カントリークラブで「お花見コンペ」
を行いました。毎年この時期には八重桜が
満開でとても美しいコースなのですが、今年
は暖かくなるのが早くて葉桜となり残念でし
たが、代わりにさつきが満開で、東京から参
加していただいた馬場様御夫婦と葛生様に
も喜んでいただけたかと思います。プレー終
了後は新潟駅前の「えびす鯛」というお店で
新潟の美味しいお刺身・蟹などつまみながら
ワイワイと表彰式を行いました。新潟支部は
相変わらずお酒と笑いが大好きで2次会に皆
で出向きました。皆様も是非一度新潟へお
出掛けください！
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  ハワイシニアライフ協会（HISLEA）の活動を支える法人会員様一覧 (地域別・五十音/ABC順 2015年6月現在)

米国/ハワイ
インケアハワイ
http://www.hawaii-refresh.com  　
エム・エム・ケーマウイL.P.
http://www.kamehamehagolf.com
オーシャンウィンド不動産
http://www.oceanwind-hawaii.com 　
㈱カイナハレ・ハワイ
http://kainahale.com
クアロアランチ・ハワイ
http://www.kualoa.com 　
新老人の会ハワイ支部
スターツインターナショナルハワイインク
http://startshawaii.com　
タチバナエンタープライズ
http://www.tachibana.com　
㈱東京めがね
ナシモト＆アソシエイツ
http://www.nashimoto.com
日刊サン・ハワイ
http://www.nikkannsan.net  
㈱日本航空インターナショナル
ハレクラニコーポレーション
http://www.halekulani.com 　
ハワイファイブオープロパティーズ
http://www.hi50properties.com
ファーストハワイアン銀行
https://www.fhb.com 
フォガティ不動産
http://www.fogartyhawaii.com  
本多開発興行㈱　パールカントリークラブ
http://pearlcc.com/jp.html
リーバンズコーポレーション
http://www.shurojp.com 
JTBハワイ
http://www.jtb-hawaii.com　  
NTT DOCOMO USA, Inc
http://www.docomo-usa.com 
Pacific Rim Bank
http://pacificrimbank.com  
R. Sakai Company  
 

Resort Hawaii Realty LLC
http://www.resorthawaii.us 
Wincubic. com dba Aloha Street
http://www.wincubic.com

日本 
㈱アクセス
http://www.access-jp.jp/about/
税理士法人　アーク＆パートナーズ
http://www.the-arcist.com/
医療法人社団　愛聖会
㈱いまじん
㈱ウェルホールディングス
http://www.wellholdings.co.jp/ 
㈱ゲートウェイホールディングス
http://www.g-way.co.jp/
㈱ジェイティービー
http://www.jtbcorp.jp/ 
㈱椒房庵
http://www.shobo-an.co.jp/  
㈱宝人
http://www.takarabito.com  
(有)トゥイール
㈱十勝毎日新聞社
http://kachimai.jp/  
㈱ハーバーウェルスマネジメント
http://www.harborwm.com 
社会福祉法人 八生会
http://www.hashoukai.or.jp/  
㈱目黒雅叙園
http://www.megurogajoen.co.jp/
㈱ライフイズ   
リストインターナショナルリアルティ㈱
http://www.listsothebysrealty.co.jp/
㈱リフレッシュ
http://www.refresh-group.co.jp/   
ワールドファイナンシャルコンサルタンツ
http://www.wfc.asia/
㈱JTB九州
http://www.jtbcorp.jp/jp/jtb_group/kys/ 
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  法人会員様のご紹介

INCARE HAWAII, INC. USA
～ 一人でも多くの方にハワイで安らぎ、癒され、心豊かになっていただけるように～
INCARE HAWAIIはハワイのコンドミニアムを管理して13年。お客様に「ああ、帰って来た
な」「また戻って来たいな」と思っていただけるサービスができるよう努めております。
 【会員特典】5％OFF
 全室オーシャンビュー、ウォシュレット付きのお部屋です。詳しくはホームページをご覧下さい。
住所：1777 Ala Moana Blvd, #217, Honolulu, HI 96815（イリカイホテル2階）
☎：808-949-1881　FAX：808-949-1882
営業時間：8:30am-4:00pm 休業日：土曜午後、日曜
Eメール：info@hawaii-refresh.com　　
URL：http://www.incarehawaii.co.jp/index.htm 

リーバンズ・コーポレーション 

～時代に合わせたグローバルならライフ・プランを！～
弊社はアメリカ・ロサンゼルスに本社拠点と東京・日本橋に支店を置き、既存の概念にとら
われない海外投資や海外移住、そして相続を含めたトータル・ライフ・プランニングをご提案
しております。日本居住者向け会員制プログラム（棕櫚プレミアム）では、会員限定のサービ
スと致しまして、米国銀行口座開設サポートや英語サポートなど、海外での資産運用をより
手軽に、安心してご利用いただくためのサービスの提供を致しております。
【米国本社】
住所：1218 El Prado Ave. #134 Torrance CA 90501
☎：310-320-0588　FAX：310-320-0622
休業日：日曜日
Eメール：info@reavans.com　URL：http://www.shurojp.com
【日本支社】
住所：〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町2-17-5 Canal 日本橋202（地下鉄東西線・日比谷線出口3番出口）
☎：03-5614-9877　FAX：03-5614-9878 

株式会社アクセス  
～ハワイをお得に！ダラーレンタカー、ホテル、クルーズ、タイムシェア説明会はアクセスで～

ダラーレンタカー総販売代理店㈱アクセスでは、ハワイシニアライフ協会会員向け優待料金や
特典をご用意。ハワイでのレンタカー、コンドミニアム、ハワイクルーズ プライド・オブ・アメリ
カ、タイムシェア説明会等、お気軽にお問合せ下さい。
【会員特典】
・ダラーレンタカー：ハワイらくらくプラン現地払いを約10％割引
・クラシック・リゾーツ：マウイ＆ハワイ島のコンドミニアム7泊以上連泊で10％割引
・プライド・オブ・アメリカ（クルーズ）：オンボードクレジットお一人様＄100進呈
・クラブ・ウインダム：タイムシェア説明会参加で＄100商品券＆1,000円のグルメ券プレゼント
住所：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-5-11 KDC日本橋ビル6階
☎：03-3242-1055（ダラーレンタカー）　03-3242-1060（アクセスホテルズ）
営業日：月曜日～金曜日 9:30am-5:30pm
休業日：土日祝日、年末年始
URL：www.access-jp.jp


