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「HISLEA広場」いよいよ開場！

ヒスレア個人・家族会員募集キャンペーン2015

本年6月に実施いたしました、ヒスレア会員アンケート2015の中で、「会員が個々に友人・知人に入会を勧誘できます
か？」の質問に、回答者のほぼ半数の方から「出来ます」との嬉しい回答をいただきました。現在会員である皆様が、
お友達や知人に入会を勧めていただくのが、一番確実な入会促進につながるものと確信いたします。そこで、皆様か
らの力強い回答にもとづき、下記の要領で「二人で御茶を（Tea for Two）」を合言葉として、「ヒスレア個人・家族会
員募集キャンペーン2015」を実施することにいたしました。会員の方の勧誘で、友人・知人が新会員として入会申し
込みしていだだいた場合は、お一人の入会につき、1,000円相当のコーヒー（またはお茶）券をお送りします。会員の
皆様、どうぞ奮ってご応募いただき、新たに会員になられた方と「二人で御茶を（Tea for Two）」を楽しんでください。

【新会員募集目標】100名（個人・家族会員）
【募集期間】2015年8月～12月末（5ヵ月）
【募集方法】会員1名が募集期間中に最低1名の方を新会員としてお誘いいだく。
【特典】毎月の「ハワイ便り」で新会員をご紹介いただいた会員の方のお名前を発表します。
【報奨】2016年1月中に新会員をご紹介いただいた会員の方に、新会員1名につき1枚のコーヒー券
　　　（$10または1,000円相当）を郵送いたします。
【ご注意】入会申込書にご紹介者のお名前を忘れずにご記入ください。
※ヒスレア会員アンケート2015の結果は「ハワイ便り9月号」でご報告いたします。
※最後のページに入会申込書（日本在住者用）が付いていますのでご利用ください。

2015年吉日　ハワイシニアライフ協会会長　坂井諒三
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会員の皆様長らくお待ちかねの会員相互のコミュニケーションの場
としての「HISLEA広場」がいよいよ、ハワイ時間8月10日（月）午前
9時（日本時間8月11日午前4時）よりオープンする運びとなりました。
「お出かけ伝言板」「お誘い伝言板」「質問掲示板」と「雑談（おしゃ
べり）広場」と、3つの伝言版と1つの広場が開設されます。会員であ
れば、フルネームと会員番号だけで、このサイトに入り、ほかの会員の
皆さんと自由に情報交換をしていただけます。皆様、これから積極的
にご利用ください。　　　　　　　　　ヒスレア会員広場 管理人
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「HISLEAウィーク2015 」を終えて
7月6日（月)     　　　　　  深田マコさん（理事) 

毎年6月に開催する「HISLEAウィーク」は今年で
7回目。6月15日からの1週間にイベント三昧！この
スペシャル企画は、HISLEAローカル会員達が魅
力あるイベントや手作りのツアーを企画し、日本
会員の皆様に新たなハワイの魅力を紹介し、会員
同士や理事たちと親睦を図ることを目的としてい
ます。第1日目は「人生後半戦を語る座談会」から
始めました。アロハデスクの紹介も兼ね、坂井会
長のウェルカム・メッセージから始まり、日本各地
からお集まりいただいた会員とHISLEA理事達が
各 の々人生経験談など披露しあいました。「ウェ
ルカム・サンセットディナー」は、美しいサンセッ
トを眺望できるプリンスホテルに集まり、再会を
喜び合ったり、初対面のメンバー達を紹介しあっ
たり、和やかな雰囲気の中で和気藹々お喋りを
楽しみました。2日目は、水陸両用車「ダック」に
乗り込んで、楽しくエキサイティングなアドベン
チャーに挑戦。カラフルな走行車がマウナルア湾
に突進する瞬間、バシャ～ンと水しぶきを上げ、何
とも心地よい気分！海上のクルージングも快適で
した。3日目のイベント「オアフ島一周。気ままな
周遊エコツアー」は、最初にマカイピアにある「ハ
ワイ深海リサーチ研究所」を訪れました。2台の
小型潜水艦は深海2000メーターまで潜水可能
で、ミッドパシフィックオーシャン地域の海底調査
などを行っています。興味深かったのは、1941年
12月7日（太平洋戦争開戦日）にパールハーバー
に侵入寸前に撃沈された日本海軍の潜水艦発見
の話でした。現在も文化遺産として海底に沈んで
います。当時の日本の潜水艦技術は世界で最も 

 

優れており、現在アメリカで開発されている潜水
艦の生みの親とのことです。 
周遊ドライブ最後の地点はパンチボールに立ち
寄って、石川支部長さんの旧友の霊前に皆でお参
りさせていただきました。4日目は、HISLEAゴル
フコンペをパールカントリークラブで開催。同時
にゴルフをされない方 の々ために「ハワイ王朝歴
史探索ツアー」を企画しました。イオラニ宮殿ツ
アー、ハワイ州庁舎に佇むリリウオカラニ女王像
やダミアン神父像や、ワシントンプレースなどの
歴史物語を語り、昼食は有名なジュリアモーガン
デザインのYWCA（国立歴史建造物）のカフェ
ジュリアで楽しみました。午後は、カメハメハ王
族が礼拝に通っていたカワイアハオ教会を訪れ、
牧師様より非常に興味深い話を披露していただ
きました。5日目の夜の豪華なディナークルーズ、
美しいサンセット、ディナーショー、船上から見る
花火。6日目の朝はマジックアイランドで気功エク
ササイズ。爽やかな気分の後は、プライベート・
ヨットクラブでの朝食懇親会。7日目の朝は、オ
アフ島最大級のホオマルヒア植物園に癒しのハ
イキング。夜のBBQパーティは、ワイキキの夜景
が360度堪能できる高級コンドの屋上で開催。
HISLEAハワイアンズによる生演奏に続き、日本
から特別出演でオペラ歌手の上野雅子さんが美

しい歌声でシャンソンをはじめ数 の々歌をご披露
してくださいました。そして更なるサプライズは、
日本国総領事の重枝様が「ホレホレ節」の自作替
え歌をご披露してくださったことでした。最後に、
HISLEAウィーク2015は多くのボランティアの皆
様のご協力によって大成功を収めることが出来ま
した。心から御礼申し上げます。

ホノルル支部

英語でお喋り会
7月5日（日)                近藤秀子さん（終身会員) 

私が、ホノルルと東京を半 く々らいに住み分ける
ようになって、かれこれ20年になろうとしていま
す。孫の誕生などで大好きなホノルルに来れな
かった年もあるのですが、それにしても英語が話
せる状態には程遠いのです。更にここ1年程は都
合によりホノルルで暮らす事が出来きませんでし
た。今回、英語を話す機会など全く無い東京から
ハワイへ戻って来たばかりで、暫らく使っていな
かった英語が不安でした。そのような時にタイミ
ングよく、この「英語でお喋り会」のお知らせが届
きました。英語でお喋りですって！必要なことすら
モゴモゴとしか話せないのに・・・そんな気がしま
したが、またとない機会でしたので、思い切って申
し込みました。場所はハワイ大学構内の山に近い
静かな一角、ハミルトン・図書館の前に集合、第1
回の「英語でお喋り会」はキャンバスの木立に囲
まれた、芝生の上のテーブルとベンチで行われま
した。小鳥のさえずりが優しいバックグラウンド
ミュージック、そしてハワイ独特の柔らかな風が
心地よい。なんという贅沢な教室でしょう！私達
を教えてくださるのは小西先生。前もって教材を
プリントしてくださっていて、まずは英語でお互い
の自己紹介から始めました。参加者の皆さんはお
互い知らない者同士でしたが、英会話がもっと上
手くなりたい、という皆さんの共通した気持ちの
ためか、すぐに旧知の友のように親しくなれまし
た。予め用意された単語を使って短文を作ったり
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国名と首都の名前を挙げたり、久し振りの脳の体
操、小西先生の丁寧なご指導の下、楽しい2時間が
あっという間に過ぎてしまいました。私達日本人の
考え方が通じる先生に教えていただけて本当に嬉
しかったです。次の授業が今からとても楽しみです。

マウイ支部

ホトトギス会（句会)
7月18日（土)            神崎洋さん(マウイ支部長) 

カヒリレストランにて 「メロン」、「跣足」を
兼題として句会が開催されました。特選句・
4点句・3点句の中から一部を紹介いたしま
す。次回は8月8日（土）に、「朝顔」、「線香
花火」を兼題にして開催されます。 
【今月の特選句・4点句・3点句】 
・観音も地蔵も無垢のはだしかな（林子） 
・夏の雲下に眺めて空の旅（智真子） 
・白南風や甘い香りを道づれて（まゆみ） 
・父笑ふ遺影の前にメロンかな（富貴） 
・メロン食べ泣く子もだまる甘露かな(富貴) 
・ゼロ四つ並ぶ銀座のメロンかな（サニー） 
・読経を聴いて頷く甲虫（サニー）　　　　 
・帽子追い跣足で駆ける砂の上（安佳里） 

カヌーパドリング
7月19日（日)     　　神崎洋さん（マウイ支部長) 

久し振りにキヘイ海岸にてカヌーパドリングを開
催しました。夏休みで日本に一時帰国されている
人達も多く、日本からのビジター5名を含む7名の
参加者となりましたが、キヘイカヌークラブのメン
バーの協力により6人乗りのカヌーを2艘連結し
た双胴船に乗り込み、爽やかな朝の海を約1時間
漕いでリフレッシュしました。初めてカヌーを漕い
だ人達にとっては、海上から見るハレアカラ山や
西マウイ山系の雄大な景色はマウイらしい新た
な顔の発見だった様です。次回のカヌーは10月を
予定しています。 

 第59回ゴルフ会
7月26日（日)           神崎洋さん（マウイ支部長) 

日本並み猛暑の心配をよそにラウンド途中から
微風が吹き始め絶好のゴルフ日和になったマウイ
ヌイ・ゴルフクラブにて第59回のゴルフ会が行わ
れました。優勝候補者が目白押しの中混戦が予
想されましたが、HISLEAハンデ2のKonosuke 
Akaoさんがグロス74、ハンデ2、ネット72で3年
振3回目の優勝を飾りました。Akaoさんのハン
デはいよいよ次回は0になります。Akaoさんと
同ネット72（グロス86、ハンデ14、ネット72）を
出したYoshiko Rawsonさんは大会規定により
惜しくも優勝を逃しましたが2位に入りました。
3位にはIkuko Kusumotoさんがグロス112、ハ
ンデ39、ネット73で久し振りに上位入賞を果し
ました。次回8月のゴルフ会は第60回を迎えま
す。8月のゴルフ会終了後には過去1年間のスコア
をReviewしてハンデの見直しを行う予定で、改
定ハンデは9月の会より適用されることになりま
す。 
①個人順位（敬称略）： 
1位 Konosuke Akao 
2位 Yoshiko Rawson 
3位 Ikuko Kusumoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

4位 Kazu Matsumoto 
5位 Shunji Ikeda 
②ニアピン（敬称略）： 
#3 Kanako Tamaki、 
#7 & #12 Yoshiko Rawson 
#14 John Ferguson 
#17 Tomio Okuma

新潟支部

新潟支部総会と第18回ゴルフ大会
7月14日（火)             関利明さん（新潟支部長) 

10名の参加者が集まりフォレストカントリー倶楽
部で第18回ゴルフ大会が行われました。梅雨の
時期でしたが雨も降らずに楽しくラウンドができ
ました。その日の夕方、ドイツビールのお店で14
名が参加して最初に新潟支部の総会が行われま
した。26年度の事業報告と27年度の事業計画案
および会計報告が了承されました。新潟支部のイ
ベントとしてはソニーオープン見学を兼ねてのハワ
イ旅行ツアーがメインイベントです。その他に5回
のゴルフ大会、新年会、総会、納涼会、そして忘年
会などで会員の親睦を深める催し物が予定され
ております。続いてゴルフの表彰式が行われまし
た。優勝は新潟支部の重鎮の河本相治さんでネッ
ト70.8でした。ビール、ワイン、ソーセージなどを
いただきながら優勝、ブービー、ニアピンの表彰
もあり楽しい時間を過ごすことができました。ま
た、次回は9月11日に紫雲ゴルフ倶楽部でゴルフ
大会を開催することまで決まりました。9月はビー
ルに合う美味しい枝豆（黒崎茶豆）の時期ですの
で、皆さまも新潟支部ゴルフ大会にご参加いただ
ければと思います。
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【会員便り】ハワイ情報 第2弾！　　　　　　　　　　　　　　  山内征三さん（広島支部長）

アロ～ハ！前号発信以降に見聞した「ハワイ情報
第2弾！」をお送りしますので、引き続きご笑覧く
ださい。 

【異常気象】
多くのハワイ在住の皆さんから「今年の蒸し暑さ
は今まで経験したことが無い」とか「異常気象
だ」と言った声が多く聞かれました。私自身もあま
りの蒸し暑さに扇子を使うこともたびたび。夜は
エアコンのスイッチを入れっぱなしで、電気店では
エアコン設置の依頼が殺到して“商売繁盛”との
こと。「地球温暖化が進んでいるためだ」とか「エ
ルニーニョの影響だ」とか「ハワイも日本の様に
蒸し暑い都市になってしまうのではないか」とか
様々な声を耳にしました。また、ハワイ島での
滞在後にオアフ島に来られた広島支部のＮさんの
話では、普段あまり雨の降らないハワイ島西側の
ワイコロア地区や北部のコハラ地区でも、「異常
に雨が多く蒸し暑い」と地元の人が話していたそ
うです。このハワイらしくない気象が一時的なもの
であると祈るばかりです。その蒸し暑く感じたハワ
イから7月12日に帰国しましたが、到着した関西国
際空港に降り立った途端の蒸し暑さは、やはりハ
ワイのそれとはレベルが違いました。踏切で立ち
往生車が出た影響で列車が大幅に遅れ、ホームで
待つ間に汗びっしょり。新幹線の乗り継ぎにも時
間がかかり、些かグッタリしました。
（やはりハワイの方が・・・。）
 
【交通取り締まり】
ワイキキ周辺では交通巡視員による交通違反者
の摘発が活発に行われています。赤信号で横断歩
道を渡ると130ドルの反則金が課せられるそうで
す。自転車に乗った黄色のシャツに黒い短パンの
黒ヘルメット姿の男女の巡視員をいたる所で見か
けます。見かけた違反者の多くは白人で、摘発さ
れている日本人を見たことはありませんが、皆さ
んお気を付けください。次は滞在中にレンタカー
を使用する方への警鐘で、ハワイ在住のUさんと
Mさんの最近の苦い体験談です。Uさんは横断歩
道を通過したところでパトカーに停車を命じられ、
歩行者保護違反で反則金切符を切られました。
歩道通過時に歩行者はおらず、Ｕさんは全く違反
意識が無かったそうですが、警察官の話では「渡
ろうとしていた歩行者が2名いた」との事で「1名

ならば135ドルだが2名なので270ドルの罰金」と
違反切符を切られたそうです。日本でも横断歩道
を渡ろうとする歩行者がいる場合は停車して歩行
者を優先する義務があるので、摘発されることは
たまにはありますが、人数で罰金額が増えるとい
うことは聞いたことがありません。（歩行者が団
体だったら大変な金額になりますね。）
Mさんは路上に車を止めてシャッターを開けるた
め下車したところにパトカーが通りがかり、駐車
違反で切符を切られました。かなり抗議したそう
ですが、通じなかったそうです。私が目にした路
上設置のコインパーキングの取り締まりでも、警
察官が小さな三輪パトカーに乗って監視しており、
少しでも時間が過ぎていたら即切符で、例えそこ
にドライバーが帰ってきても許さないという厳し
いものでした。ハワイの駐車違反に対する取り締
まりの厳しさには定評（？）がありますが、ここま
で厳しいとは・・・。（渋滞の元となる駐車違反が
多い日本も、この位厳しい方が良いのかも知れま
せんが・・・。）
滞在中他にもカラカウア通りで若者に厳しい口
調で注意する警察官の姿を目にしました。前号で
「ハワイの交通マナーが低下しているように感じ
る」と書きましたが、警察当局もそれを意識して
の取り締まり強化なのかもしれません。でも飲酒
に係る取り締まりは、非常に緩やかで、矛盾を感
じますね。ハワイの人にとっては飲酒して車に乗
るのはごく普通の行為、取り締まりも時々行われ
るそうですが、余程ひどい状態でない限り摘発さ
れることは無いそうです。毎日厳しい「飲酒チェッ
ク」をして運行管理をしている旅客運送事業を
営む者としては不思議でなりません。何れにして
も、滞在中（日本でも同様ですが）はルールを守
り、運転時は徹底した歩行者保護を心掛け、違反
の無いドライブを心掛けて、ハワイでのバカンス
を楽しみたいですね。　　 
　
【一隅を照らす】
ハワイの人から学ぶ事が多々あります。ハワイ在
住のEさんからは、ボランティア活動に関するメー
ルをいただきますが、そのEさんが行う活動の中に
「一隅を照らす運動」があります。皆さんご存知の
ように、「一隅を照らす」とは比叡山の開祖「伝教
大師・最澄」様が日本天台宗を開かれるに当たり、
人々 を幸せに導くために「一隅を照らす国宝的」

人材を養成したいと説かれた言葉ですが、多くの
日本人が忘れかけているこの言葉を海外に住む
日本人から聞くとは思いませんでした。Eさんから
のメールの一文を記します。
＜一隅を照らす運動＞
一隅（いちぐう）とは今あなたがいる、その場所
です。あなたが、あなたの置かれている立場でベ
ストを尽くして照らしてください。あなたが光れ
ば、あなたのお隣も光ります。町や社会が光ります。
小さな光が集まって日本を、世界を、やがて地球
を照らします。あなたの一隅から世界を照らしま
しょう。一人ひとりが輝きあい、手をつなぐことが
できれば、みんなが幸せになり、すばらしい世界
が生まれます。
＜子供たちが身を乗り出して聞く道徳の話＞
ある時、子供たちに問うてみた、「ありがとう」の
反対語は何だと思う？「ばかやろう」「うざい」な
ど、いろいろ雑言がでた。答えは「あたりまえ」で
ある。人は、他人がやってくれたことを、置かれて
いる恵まれた状況をあたりまえと思ってしまえば
感謝はしない、むしろその不足のみを言い立てる、
何事につけ文句を言いたがる人になりやすい。そ
んな輩を見るがよい。一見声を張り上げ元気そう
だが、余裕とは無縁の、切羽詰まった人だ。それ
はつまり『無粋』な人である。たくさん
感謝をし、たくさん「ありがとう」と思える人であり
たい。間違っても文句の多い指導者に成ってはい
けない。判断力が強いのが賢さの証明などと、錯
覚してはいけない。批判は誰にでもできる実に簡
単な行為だ。
（「平　光雄」著作：「究極の説得力」から抜粋）
8年前にハワイで初めてヒスレアのイベントに出た
時に聞いた「会員になって何をしてもらうかではな
く、何ができるかです」という話や、「アメリカでは
事業に成功しても、社会奉仕をしなければ評価さ
れない」という言葉を思い出します。
縁あって巡り会えた「ヒスレア」という組織で多く
の方 と々出会い、多くの事を学びました。これから
も出会いを大切にして多くの友人をつくり、アロハ
の輪を広げていければと思います。今回も最後ま
で駄文をお読みいただき、ありがとうございまし
た。
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鹿児島支部

支部設立2周年記念懇親会
7月17日（金)    池田耕夫さん（鹿児島支部会員) 

支部創立2周年記念懇親会は錦江湾と桜島
が一望できる城山観光ホテル「ホルト」にて
開催されました。梅雨明けした7月17日午後
6時30分から会員ご夫婦・親友など20名の
方が参加されました。東京から支部立ち上
げにご尽力された馬場様も駆けつけて下さ
いました。（馬場様は、翌日の会員とのゴル
フで4回目のホールインワンを達成されたら
しい？）川畑支部長のご挨拶、上原顧問の乾

杯で会が始まりました。食事を取りながら皆
様に現況報告をしていただき、その中で山田
御夫妻の6月ハワイ滞在中の坂井会長を囲
む会、そして夢のワイアラエカントリーでの
ゴルフのお話、井岡さんのハワイ行き40回
達成された話、Dr.日高先生のハワイの現況
報告など、お酒が進むほど楽しい会話が進
みました。その後、ハワイアンの大会で入賞
された方々の素晴らしいフラダンスと演奏
を鑑賞し、会員の皆さんは一緒にハワイに行
ける日を楽しみにしている様子でした。お陰
さまで素晴らしい方 と々、和やかな雰囲気の
中で素晴らしい時間を過ごすごとが出来ま
した。ハワイの皆様、全国の皆様、是非鹿児
島にもお越しください。（写真：後列中央、
バナーの前で黒いレイを掛けておられるの
が川畑支部長、後列中央、紺色のアロハシャ
ツにメガネの方が上原顧問、川畑支部長と
上原顧問の間の方が川畑支部長奥さまで
す。）

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宛にお
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。
($5,000)FOHC Gran様、($30)小川和男様、($20)小川邦夫様、
($10)野中篤子様※アロハデスクのためにご寄付をいただきました
($2,000)中村達也様、($2,000)I Yasuhiko様、($1,000)春日
井久美子・Hideaki様、($1,000)坂井諒三様、($600)武井豊様、
($500)金子美郎様、($500)川添章弘・ひろみ様、($500)鈴木憲
彦様、($500)塚原勉様、($500)福村治久様、($500)湯浅善之様、
($500)マウイ支部様、($300)三輪ローレンス様、($300)村山貞二
様、($200)野田暉二様、($200)本江滋夫様、($130)近藤利雄様、
($100)荒良寛様、($100)大島敏郎様、($100)中井克洋様、($100)
水谷日出夫様、($100)若林一郎様、($70)山藤義憲様、($60)気功
サークル様、($50)江口素臣・純子様、($50)尾関俊夫様、($50)大
槻悦子様、($50)柳瀬弘子様、($50)山田洋子様、($50)トミオカク
ウン様、($20)伊佐和子様、($20)春日井さんパーティ様、($20)金
沢文子様、($20)鬼頭春美様、($20)国本嘉代子様、($20)小林千
香子様、($20)関川菊枝様、($20)関根八紘様、($20)関根良子様、
($20)富田洋子様、($20)ニイブ理英様、($20)西田宏様、($20)野
田省三様、($20)野田治江様、($20)普家Karen様、($20)依田サン
ディ様、($20)奈良夢恭子様、($20)小原みずえ様、($20)椎葉幹延

様、($20)匿名希望様　　　　　　　　　　2015年6月集計

　　　 　　                                                   　 （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

ヒスレア・アロハデスク開設記念 
寄付金募集についてのご報告

 
 今年3月に正式にオープンいたしまし
た、「ヒスレア・アロハデスク」の開設を
機会に特別寄付金募集を開始させてい
ただきました。皆様からの絶 大なご協
力とご支援をいただきまして、6月末時
点で、60名の方から、総額で$22,310
のご寄附を頂 戴いたしました。この場
をお借りして、心より御礼申し上げます。 
 尚、この特別寄附金募集につきましては、
理事会で検討いたしました結果、今年の12
月まで継続して行うこととなりました。御志
のある方からのご寄附をお待ち申し上げて
おりますので、引き続きご協力のほど、宜し
くお願い申し上げます。

2015年7月31日
ハワイシニアライフ協会会長　坂井諒三
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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8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://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
http://www.shinrojin.com
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　
㈱東京メガネ
http://www.tokyomegane.co.jp
ナシモト＆アソシエイツ
http://www.nashimoto.com
日刊サン・ハワイ
http://nikkansan.net/hi/  
㈱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.halekulanicorporation.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・バンク
https://www.fhb.com 
フォガティ不動産
http://www.fogartyhawaii.com  
本田開発興業㈱　パールカントリークラブ
http://pearlcc.com/
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 
パシフィック・リム・バンク
http://prb.ff-inc.com/  
R. Sakai Company  

リゾートハワイ不動産
http://www.resorthawaii.us 
Wincubic. com dba Aloha Street
http://www.wincubic.com

日本 
㈱アクセス
http://www.access-jp.jp/
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
http://www.aiseikai.net/
㈱いまじん
http://www.imagine-inc.co.jp/
㈱ウェルホールディングス
http://www.wellholdings.co.jp/ 
石山Gateway Holdings㈱
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://www.tokachi.co.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 
http://www.life-is.co.jp/  
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/ 



二人で御茶を 
（Tea for Two） 

HISLEA 個人／家族会員 
募集キャンペーン2015 

（新会員募集目標100名！） 

 
募集期間：2015年8月～12月末（5ヵ月間） 
募集方法：会員1名が募集期間中に最低1名の方を新会員として 
          お誘いただきます。 
募集告知：毎月（８月以降）の「ハワイ便り」、ウェブで 
     キャンペーン告知をします。 
特  典：毎月の「ハワイ便り」で新会員をご紹介いただいた 
     会員の方のお名前を発表します。 
報  奨：2016年1月中に、新会員をご紹介して下さった会員の 
          方に、新会員1名につき1枚のコーヒー券（$10または 
          1000円相当）を郵送いたします。 
ご注意 ：裏面に入会申込書がございます。ご紹介者のお名前の 
     ご記入を忘れないようお願いいたします。 

会員の皆様、どうぞ奮ってご応募いただき、新たに会員になられた方と 
“二人で御茶を（Tea for Two）”楽しんでください。 
 
                       2015年8月吉日 
       ハワイシニアライフ協会 
            会長 坂井 諒三 

日本在住者用 

http://www.hawaiiseniorlife.org/


HISLEA 
Hawaii Senior Life Enrichment Association 

 ハワイシニアライフ協会入会申込書 日本在住者用(個人・夫婦家族) 

*このフォームは PC による入力が可能な PDF ファイルを使用しています。必要事項を入力後、印刷してご署名の上、FAX またはご郵送ください。 

* 手書きにてご記入の場合は、大きめの文字でわかりやすくご記入ください。 
*クレジットカード支払いなら、ホームページから素早く安全にオンラインによる申し込みができます。 http://www.hawaiiseniorlife.org 

会員の種類 
(一般または夫婦家族

会員は年数分の会費

の左の□を、その他は

会員種類の左にある□

をチェックして下さい) 

一般会員 夫婦家族会員 □ 個人終身会員 □ 夫婦家族終身会員 □個人寄付会員 

一括会費 

$1,000(一口)  

 

 

入会金 $30 

□会費   $70 (1 年) 

□会費 $200 (3 年) 

□会費 $330 (5 年) 

入会金 $60 

□会費 $120 (1 年)

□会費 $340 (3 年)

□会費 $560 (5 年)

入会金 $30 

一括会費 $700 

入会金 $60 

一括会費 $1200 

合計 $100/$230/$360  $180/$400/$620 $730 $1260  
 

 申込者 配偶者(夫婦家族･夫婦終身･寄付会員のみ) 

氏名 

 

  

ローマ字 

 

  

生年、性別 (任意) 
西暦   年  月  日生 □男性 □女性 西暦   年  月  日生 □男性 □女性 

住所 

 

〒 

E-メール 
（大きな字で分かりやすく

ご記入下さい） 

  

□ E メールはありません。 
会報とイベント情報の郵送費（米国外$35）を申し受けます。（年 24 回お送りします） 

電話番号  ＦＡＸ  
ご紹介者（氏名） 

様

ご経歴を簡単に 

（お仕事、ご趣味など） 
 

 

上記の通り、入会を申し込みます。 I hereby apply for the above membership. 

 
ご署名 (Signature) ： 印 日付(Date) ：  
 
 

お支払いの明細（下記ご記入ください） 
入会金＆年会費 ①＄   * 個人会員($100/$230/$360)、夫婦会員($180/$400/$620) 

    個人終身会員($730) 、 夫婦終身会員($1260) 

会報等郵送料 (郵送ご希望の方のみ) ②＄   * 米国外$35  E メールがない方は加算してください 

ご寄付（ご自由） ③＄    * 会の運営費として申し受けます 

 合計 （①+②＋③）＄  

 

お支払方法 

□ 小切手 この申込書に小切手（Payable to HISLEA）を同封の上、下記までご郵送ください。 

□ クレジットカード 以下に詳細をご記入の上、郵送または FAX にてお送りください。安全のため E メールでの送付はお避け下さい。 

クレジットカード種類： □ Master Card □ VISA □ JCB □ AMERICAN EXPRESS  

記載されているお名前（ローマ字）：   有効期限：  月/ 年 

カード番号：   セキュリティコード：    

*セキュリティコードはカード裏面の署名欄にある数字の下 3 桁。AMEX の場合は表面の右上 4 桁の数字。 

送付先：HISLEA  P.O. Box 8232, Honolulu, HI 96830, USA    FAX: 1(808)396-1140 

 
当協会は米国内のチャリティ団体として IRS 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)。 

入会は理事会の承認に基づきます。 一旦お支払いになった年会費・一括会費・寄付金は、理由にかかわらず払い戻し致しません。  

 
協会記入欄： 申込受付日  承認日  

 承認者署名  承認者署名  


