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HISLEAアンケート2015　結果のお知らせ　　　　　   中長期事業戦略室（文責：後藤毅男）
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ハワイシニアライフ協会のFACEBOOKページでも、写真や情報をアップロードしています。 
Eメールアドレス、住所等の変更がありました場合は、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。

HISLEAでは中長期計画の一環として、そして今後更なる発展を期
するため、会員の皆様の忌憚のない意見を頂戴し、今後の企画に反
映することといたしました。そこで、2015年6月にアンケート用紙を
日本在住の会員570名とハワイ在住の会員150名の方々に配布しま
した。8月までに日本在住の会員113名から、またハワイ在住の会員
13名から回答が寄せられました。回収率は17.5%です。合計で126
名の方々から寄せられた回答を分析した結果を以下にお知らせい
たします。126名の回答者の年齢別内訳は60代-66名、70代-35名、
50代-14名、40代-8名、80代以上-3名です。
　会員の方々の入会した目的は多岐に亘っていますが、その中で最
も多いのが「仲間作り」、「人的交流」で33名の方が目的としてあげ
ています。この他には「ハワイに住んでみたい」、「楽しみたい」、更
には「情報収集」を目的としてあげられた方々も多いです。入会した
目的の達成度合いは62%で約3分の2の方が目的は達成されたと
回答されています。また「お友達ができたか？」という質問にも回答
者の75%に相当する94名の方ができたと回答されています。日本
在住の会員の皆様のハワイ訪問回数は多岐に亘っております。200
回を超える会員もいらっしゃいますが、分布は図1のようになってい
ます。またハワイ訪問時のハワイ年間滞在日数も様々です。（図2）
HISLEAの会報誌は72%の方から「読んでいる」と回答を得てお
ります。またウェブサイトは46名の方が「よく見る」、43名の方から
「たまに見る」との回答を得ております。これまでにどのようなイベントに参加したかという質問に対しては70名の方から「パー
ティー及び食事会」、49名の方から「スポーツ」、38名の方から「ハワイの歴史」という回答を得ております。
　今後参加したいイベントとしては多くの方（102名）から「日系アメリカ人が主催するLocal Eventsに参加したい」という希望
をいただいております。また、これから企画して欲しいプログラムとしては日系の方との触れ合い（4名）、ＢＢＱ親睦会・ローカ
ル会員との交流（4名）、ハワイの文化についてのセミナー（3名）、ハイキング（3名）、ウクレレ講習会（2名）、手作りパーティー
（2名）等が挙げられております。
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初心者の為のウクレレ教室
8月10日（月)     　　　　坂本けい子さん（会員) 

大好きなハワイにロングステイをしていて、何か
ハワイらしいことを学びたいと思っていましたら、
「初心者の為のウクレレ教室」をハワイシニアラ
イフ協会のイベントカレンダーで見つけました。
第1月曜日と第3月曜日の午後3時から1時間くら
いのレッスンです。ハワイアンの曲の一つでも覚
えたいと思い、申し込みました。教室はワイキキ・
ショッピングプラザの地下にある綺麗な部屋で、
ウクレレもスタンドもレンタルすることができまし
た。HISLEAのクプナアイランダーズというウクレ
レサークルのメンバーが、基本的なコードとストラ
ミングを指導してくださいました。少人数なので、
緊張することもなく、楽しみながらの体験でし
た。でも懇切丁寧に指導していただいたお陰で、
終わる頃には「カイマナ・ヒラ」と「アロハオエ」を
かろうじて弾けるようになりました。 

 

HISLEA 懇親ゴルフ
8月13日（木)    傳田裕子さん（首都圏支部会員) 

昨年よりHISLEAに入会し、今年から様々なイベ
ントに参加しています。初参加のワイケレカント
リークラブでの懇親ゴルフは、楽しみにしていた
イベントの一つでした。4年前よりゴルフを始め、
初ラウンドはここハワイでした。毎年ハワイ滞在 
中、夫婦でゴルフを楽しんでいましたが、今年は 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5組のHISLEAメンバーのみなさんとご一緒でき

　HISLEAの財政事情は現在厳しいのですが、現在の年会費については100名の方が妥当であるという判断をされています。
将来の会費の値上げについては意見の分かれるところであり、値上げはやむを得ないと考える人は67名、値上げには反対とい
う方が59名です。値上げ反対の理由としては①会員が減少する、②現在の会費で運営できる体制、経費支出にすべき、③運営
管理費が不明である、④活動が一部の方に偏り、余り利用してない人にとって値上げは不公平、⑤年会費に見合う価値を見出
せていない、⑥会員を増やす努力をすべき、等が挙げられています。
　会員を増やすにはどうしたらいいかという質問もしました。いくつかの案を提示しましたが、「会員が個々に入会を勧誘する」
という案に対しては意見が分かれ、63名の方が賛成、同じく63名の方が反対とされています。また「各支部が入会促進を行う」
という案に対しては56名の方が賛成、70名の方が反対という結果です。更に「ジュニア部会をスタートさせる」という案に対し
ては51名の方から賛同を得ましたが、57名の方から反対という意思表示を得ております。反対の理由としては、そもそもシニア
の団体である筈、落ち着いた年齢の人達と落ち着いたつきあいができるところがシニアクラブの良いところ、シニアライフからシ
ニアが取れれば、退会者が激増というコメントをいただいております。
　最後にフリーコメントを記入いただきました。多くの方が真剣にHISLEAの現状、将来を憂えて書いて下さいました。例えば、
①運営全般（12名）、②会員メリット（8名）、③会員及び会員増（6名）、④会費（10名）、⑤アロハデスク（2名）、⑥支部につ
いて（11名）、⑦その他（25名）となっております。
　HISLEA本部ではこれらの結果を踏まえ、早速会員の皆様の意見を反映して新しい企画等を検討中です。また今後の運営に
際しても皆様の意見を踏まえて進めたいと考えております。引続き、宜しくお願いいたします。
今回のアンケート調査にご協力いただき、本当にありがとうございました。

【お知らせ】 新老人の会ハワイ支部に関して

103歳の現役医師として活躍されている日野原重明先生は、同時に、会員数が1万名を超える「新老
人の会」を主宰、新しい老人の生き方を提唱されています。2009年にホノルルで日野原先生が2回目
の講演会を開催した際にはヒスレアも協力して、「新老人の会ハワイ支部（NEHIC）」が設立され、定
期的に例会を開催しています。近年、ヒスレア会員の中にも「新老人の会」のコア会員である75歳以
上の会員が増えてきており、新老人の会の活動に関心を持つメンバーも増えてきています。このような
理由から、2つの団体が別々に活動するよりも、これからは1つの組織体として活動していくことのメ
リットが大きくなるだろうという判断により、9月からNEHICは、「ヒスレアNEHIC部会」として再出発
することとなりました。これまでNEHICのメンバーだった方は、9月からはヒスレアの会員として入会し
ていただくことになります。同時にNEHICの部会員として、NEHICの例会や活動にも参加していただ
きます。また、ヒスレアのメンバーは、希望すれば、無料でNEHICの部会員として登録することができ、
かつ、NEHICの例会に参加していただくことができます。NEHIC部会員として登録されたメンバーに
は、「新老人の会」の会報が無料で毎月メールで送られます。NEHICのご案内やイベントなどのお知
らせは、近くヒスレアのウェブサイトにも掲載していく予定です。この機会に皆さんもぜひNEHICの部
会員としての登録をして（登録方法は追ってご案内いたします）、NEHICの活動にも参加してまいりま
せんか。

新老人の会ハワイ支部（NEHIC）事務局長　野田省三
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とてもいい思い出になりました。美しい景色の中、
青く澄みきった空を見上げ、心地よい風に触れな
がらのゴルフは最高の時間でした。表彰式では自
己紹介の時間もあり、皆さんと親睦も深めること
ができました。また、生涯初となるニアピン賞にみ
なさんからの祝福までいただき、帰りの車中から
は虹も眺めることができました。二重の幸せに忘
れられない一日となりました。
私達夫婦は気功やラジオ体操、お喋り会、ゴルフ
等いろいろなイベントに参加していますが、更に私
は日曜日の英会話と月曜日のウクレレ教室で皆さ
んと楽しく練習しています。それぞれの会で素敵な
出会いをいただき、輪が広がる毎日にワクワク過ご
しています。英会話では、先生の実践に目指した指
導で今までと違う感覚で英語が身に付いています。
ウクレレでは毎回新しいテクニックをご指導頂き、
自宅での練習が充実しています。東京に帰ってか
らも首都圏メンバーの皆さんと会い、イベントにも
参加していこうと思います。ハワイに来てからは体
調も良く食欲があり気力も十分ですが、日本に帰っ
てからの体重が心配です‥。ですが、今は毎日楽し
く過ごすことが一番です！

ビーチクリーンアップ作戦
8月16日（日)             野田治江さん（終身会員) 

アラモアナ公園の公的なゴミの収集は常時
行われていますが、とても大雑把な（ハワイ
的にはおおらかな）ゴミ収集です。公園に
入ってきたゴミ収集車は、所定のゴミ箱（ゴ
ミ収集用の大きなバケツ）から、ゴミが入っ
ているプラスチック・バック（大きなビニール
袋）を引き出して、新しいプラスチック・バッ
クをセットするだけで移動して行きます。そ
んな状況ですからゴミ箱の周辺から公園全
体的に小さなゴミが散らばっているわけで
す。瓶の王冠、鳥の羽根、紙の小片、バーベ
キューで使ったプラスチックや紙皿、バーベ
キューで食べ残したチキンの骨カス、プラス
チック・バック、小さな木の枝等々、様々な

ゴミが残っています。公園を訪れた一人一
人が自分のゴミを持ち帰ったら、問題は起
きないのですが、なかなか行き届かないの
は非常に残念です。そこで立ち上がったの
が、ボランテイアに依る「ビーチクリーンアッ
プ作戦」なんです。ハワイシニアライフ協会
（HISLEA）は、年間の恒例行事としてハワ
イの日本クラブが主催する「アラモアナ・ビー
チパークのクリーンアップ」に協力していま
す。今年は8月16日（日）に実地されましたの
で私も参加しました。 
午前6時15分集合、受付で参加費10ドルを
払い、透明なビニール製の手袋を貰いまし
た。塵を入れる袋は各自持参です。6時30 
分に、主催者側から挨拶と注意事項、着任 
早々の三澤康在ホノルル日本総領事からの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご挨拶等々の後、力強い古典のフラ（フラカ
ヒコ）の祈りと激励を受けて、クリーンアッ
プのスタートです。駐車場近くから海に向
かって塵拾いをしましたが、前日の土曜日に
BBQをしたグループが多かったようで、殊の
外生ゴミが多く、この季節ですから臭いにも
悩まされました。1時間強のクリーンアップを
終えて、菓子パンやボトルウオーター、小物
のご褒美を貰って、HISLEAとして参加した
26人の集合写真を撮られて解散となりまし
た。「眠い、だるい」と言いながら参加した
ビーチパークのクリーンアップでしたが、終
わってみれば、とっても清々しい気分でした。
今回の参加費は、ハワイにある慈善団体「ア
ロハ・ユナイテッド・ウエイ（AUW）」を通し
て各団体に寄付されるそうです。

 
マウナウィリ・トレイル　― 写真で語るハイキング ―
8月23日（日)     　　                                                                               石毛克祐さん（理事) 

7時間45分のハイクをHISLEAより6人、シエラクラブより3人（合計9人）で。歩いた距離は9.7マイル
（15.6㎞）、今までで最も長いハイキングでした。

①いざ出発

②頂を雲に隠すコオラウ山脈

③シダのトンネルを歩く

④倒木をまたいで・・・

⑤しばし休憩

⑥谷川を渡渉

⑦ハワイ固有種「'ie'ie」の花を見つける

⑧ゴール！
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ホノルル支部

ランチお喋り会
8月4日（火)      傳田信行さん（首都圏支部会員) 

初めてランチお喋り会に参加しました。講師
の医学博士・福村先生の「長寿の秘訣」は
ユーモアたっぷりと分かり易い言葉で話して
いただき、T-細胞、ミトコンドリア、活性酸素
が悪さをして人間が老いていく原因だと理
解しました。長寿とは健康であるべきです、
そのためには毎日の運動と腹八分目の食事
にあることをおっしゃいました。皆さん納得
した顔で頷いていました。私自身とっても感
動しました。同時に私の生き方に間違いが無
いと確信したのです。私は30歳からトータ
ル30年間に渡り腎臓病を患い、この病気と
付き合い、向き合っての仕事生活でした。そ
の内50代の10年間は腎臓透析を受け、そし
て2009年の61歳で腎臓移植により30年間
に渡る病気と決別し私は生き返ったのです。
それからは神様からいただいた第二の人生
を始めるにあたり、もう仕事中心の仕事人間
には戻らない、と心に決めました。これから
は社会に恩返しをしよう、今まで出来なかっ
た趣味を作ろう、と考え若い人達へのサポー
ト、趣味と仕事のバランス考えて現在日々楽
しく生活をしています。そのためには絶対健
康でなければと心に誓い手術後から毎日少
しずつ歩き始め、趣味としてピアノを弾くこ
とを決め、62歳から1年間ピアノ教室に通い
ました。ゼロからのスタートです。今でも毎日
散歩、スクワット、腕立て50回の運動とピア
ノ練習は欠かせません。ちなみに奥さんが
私のピアノの先生です。昨年からハワイには
夫婦で2～3ヶ月単位で滞在し、HISLEAの
多くのメンバーと知り合い、いろいろなイベン
トに積極的に参加し、日本では味わえないハ
ワイの気候のもと楽しく過ごしています。

 

 

 

夏の集い2015
8月29日（土)                   坪井博子さん（会員) 

毎年バケーションで来られる日本の友人に
「ハワイのHISLEAはイベントも多く、とて
も楽しい」と言われ、それならば・・・と加入
しました。 HISLEAに入会しハワイ生活を
楽しんで居たところ突然「顔面神経麻痺」
に襲われたのですが、7ヶ月ぶりにアラモア
ナパークでのHISLEA気功にやっと戻る事
が叶い、底抜けに明るい友人達の仲間とま
た一緒に活動出来る様に成りました。先日、
「夏の集い2015」 ではミュージシャンで牧
師の中村祐二先生、関西学院大学・人間福
祉学部の石川久展先生をお迎えして約50名
が出席。70歳を過ぎた私には 「1億総老後
崩壊の時代」のお話はさぞかし暗い気持ち
になるのでは・・・と、想像していましたが語
り上手な石川先生に救われた気分に成りま
した。中村先生のウクレレで昔懐かしいメロ
ディに誘われて合唱。用意された食事は有り
触れたBBQではなく、お肉もアスパラもあま
～いコーンも最高！そしてビンゴゲーム、我
ら賑やかテーブル全員、即ビンゴー！人生後
半、病気知らずで楽しく、面白く過ごせるよ
う心掛けたいものです。私のモットーは「和
の心で輪を大切に！」

マウイ支部

ホトトギス会（句会)
8月15日（土)           神崎洋さん（マウイ支部長) 

「朝顔」・「線香花火」を兼題にして句会が
開催されました。8月の特選句・3点句・2点
句を下記ご紹介致します。9月の句会は9月
12日（土）11時よりカヒリ・レストランに於
いて開催されます。兼題は「夕月夜」・「十六
夜」・「秋茄子」です。ご健吟下さい。 
・手花火や膝寄せ心寄せて咲く（まゆみ） 
・あえかなる光眩し線香花火（まゆみ） 

・手花火に思ひ出重ね見入る夜（安佳里） 
・垣つたい白朝顔の美しさ（育子） 
・立秋と言えど地獄の暑さかな（富貴） 

第60回ゴルフ会
8月23日（日)           神崎洋さん（マウイ支部長) 

カヒリ・ゴルフコースに16名が集まって第60
回ゴルフ会が開催されました。熱帯性低気
圧がハワイ諸島の南西方面を通過する影響
で当日の天候が危ぶまれましたが、幸い雨も
なく風も少ない天候に恵まれました。（因み
に、翌日の24日は朝から大雨とカミナリで
ゴルフ場はクローズでしたのでラッキー！）
ただ、ここ2週間ほど続いている、まるで東
南アジアの様な湿気の多い天候には殆どの
参加者も閉口で、さぞやスコアーを乱す人
が多くなろうと予想していましたが、何とそ
んな中昨年12月の第52回大会で初優勝し
て以来の参加となったKayo Fujiiさんがグ
ロス93、ハンデ31、ネット62の超アンダー
で見事2回目の優勝を飾られました。2位に
はJohn Fergusonさんがグロス76、ハン
デ7、ネット69というご本人も大満足のスコ
アーで入賞し、3位にはShunji Ikedaさんが
グロス90、ハンデ20、ネット70で入り、今回
マウイ滞在中最後のゴルフ会をトップ3入賞
で飾られました。猶、今回のゴルフ会をもっ
て今シーズン（1年間）を終了し、次回9月の
ゴルフ会より新しいシーズンに入りますの
で、過去1年間のスコアーをレビューしてハン
デの見直しを行います。近々皆さんには次回
からの新ハンデ（案）をお送りする予定です 
①個人順位（敬称略）： 
1位 Kayo Fujii, 2位 John Ferguson, 3
位 Shunji Ikeda, 4位 Fuki Kanzaki, 5位 
Akio Yoshino 
 ②ニアピン（敬称略）： 
#6＆#16 Yoshiko Rawson, #8 Kanako 
Tamaki, #13 Kayo Fujii
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群馬支部

群馬支部BBQ
7月26日（日)  徳江正一さん（群馬支部事務局長) 

7月26日（日）に恒例のBBQパーティーを開
催いたしました。会員の家族・友人たちなど
約40名が参加し賑やかに楽しいひと時をす
ごしました。猛暑のなか、肉・野菜・サザエ・
トウモロコシなど焼き、冷たい物を飲んで満
足したあと、これまた恒例のフラダンスに見
入り、参加者全員で♪長生きサンバを汗だく
で踊りました。翌日には、12名参加で赤城ゴ
ルフ倶楽部においてゴルフコンペを行いまし
た。来年のBBQは、猛暑を避けて開催した
いと思っています。（幹事反省）

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。

(＄70）鳥海節夫様、（$50）玉置眞弓様、（$50）古家光政様
（$30）小泉完様、（$16.8）菅野基様

アロハデスクのためにご寄付をいただきました。

（$1,000）蓮尾よしお＆ゆう子様、（$500）石田啓三様 
（$500）糟谷純子様、（$500）ジニーフォガティ様 

（$102）日本地区本部様、（$100）押田健様、（$100）尾関俊夫様
（$100）佐藤貴久子様、（$100）玉置眞弓様 

（$100）寺田縉太郎様、（$100）Hirano Akiko様 
（$50）服部匡伸様

2015年7月1日～7月31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

HISLEA広場のページ
 HISLEAウェブサイトの「HISLEA広場」がオー
プンして約1ヵ月、会員の皆さまはもうご利用
になられましたか？今後さらに会員の皆さまに
ご利用いただけるよう、毎月の会報誌「ハワイ
便り」「イベント予定」にて皆さまのコメントを
紹介してまいります。また会員の皆さまにお願
いがございます。ハワイにいらっしゃる際には
ぜひ「お出かけ掲示板」にハワイ滞在スケジュールを書き込んでください。
会員同士、ハワイで再会し交流を深めていきましょう！
HISLEA広場URL：www.hawaiiseniorlife.org/Forum（HISLEA広場管理人より）
◆ボクのニックネーム～HOALOA」～とは！？ （HOALOHAさん）
HOALOHA を分解すると、HOA「仲間、相棒、友達」+ALOHA 「愛」で、「大切
な仲間」のハワイ語の意味となります。　Hoa Aloha　と言ってもいいのですが、
HOALOHAと言うのが普通です。ヨロシク、ネッ・・！
◆お月見に行きませんか？ （TIARAさん）
10月27日の満月の夜に集まりが毎年あります。ダイヤモンドヘッドの横にあるKCCの
キャンパスで5:30pmからの集まりです。お茶またはお酒をのんでお月見～　$40/人です。
フルムーンの光を見ながら思った事を俳句にしてきそいあう。英語でもオーケー。そうそ
う月見団子もでるかもしれません。「ヤシの木の　陰の横から　丸光り」お食事はKCCの
Culinary School の学生さんが作ってくれます。その後が全くハワイらしいーみんなで
一緒に盆おどり。仲間10人と一緒に行きすがご一緒しませんか？
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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9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  
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