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2015年11月号（Vol.97） ハワイ便り
   ローカル発・シニアのための最新情報 
スポーツも人生も後半戦がおもしろい・伝えようアロハの心 

 発行：ハワイシニアライフ協会  (HISLEA) 
  Hawaii Senior Life Enrichment Association   

Eメール：info@hawaiiseniorlife.org  Tel: (808)428-5808  Fax: (808)396-1140  住所：P.O. Box 25355, Honolulu, HI 96825-0355
「ハワイ便り」は毎月5日発行です。諸般の事情により２～３日前後する場合がありますのでご了承ください。

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。

2015年 会員年次総会のご報告        　　　　　　　　　　　　　　　  会長 坂井諒三　

　2015年10月16日（金）、アラモアナホテル・ガーデンラナイにおきまして、ハワイシニアライフ協会2015年定時
会員年次総会を10:30amより、私、坂井が議長として、開催いたしました。定款にもとづきまして、委任状を含め
103名のところ、委任状108通を含めて148名の投票権のある会員の出席があることが確認され、よって本総会は
適法に開催されている旨の報告がありました。
　第1号議案でありました、「会長報告」では2014年～2015年の活動報告、2015年～2016年の活動方針を発表い
たしました。2014年～2015年にはアロハデスクの新設、5つの新たなイベント立ち上げ、ホームページの一新、アン
ケート調査など、課題の改善に向けてスタートさせました。2015年～2016年には ①個人・法人の会員募集の強化、
収入の向上　②更なる経費削減　③地域社会への貢献を拡大　④会全体でのコミュニケーション向上、という4
つの方針を掲げ、「魅力ある協会をめざして」参ります。第2号議案の「財務担当理事報告」では2014年7月1日から
2015年6月30日の1年間の財務報告がされました。第3号議案の「理事2名任期満了等に伴う理事選任の件」につき
ましては、日本在住理事として、穐山幹夫氏（首都圏支部長）、鈴木憲彦氏（関西支部長）、恒川宮子氏（渉外担当）
の3名が選任され、全員異議なく原案通り承認・可決されました。その他の議案は特にないため、11:20amに閉会を
宣言して、総会は終了いたしました。
　2016年度は「会員の皆様には魅力ある協会を、内部には強い体質の協会」を目指し、チャレンジしたいと思います。
魅力ある協会になるためには、ぜひ会員の皆様の積極的な会の参加が必要です。当協会が輝かしい9年目や10年目
を迎えられますようなにとぞご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
尚、2015年会員年次総会の詳細資料はHISLEAのウェブからご覧になれます。
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12月15日(火) 第8回 HISLEAチャリティゴルフ

チャリティゴルフ大会も第8回目を迎えました。会場は風光明媚なパールカント
リークラブ。皆様ふるってご参加ください。参加費の一部(30ドル)をクアキニ病
院及びレインボー学園(財段法人日本人学校)に寄付させて頂きます。また、Tee 
Groundスポンサーを1口$100で募集いたします。各ホールにスポンサー名を
記載した看板を立てますので、アピールの場としてご活用頂けます。問い合わせ
はアロハデスク☎（808）428-5808までご連絡ください。詳細は末尾のご案内
＆申込書をご覧ください。

◆日時：12月15日（火）受付開始10:00am～ ショットガンスタート11:30am～
◆場所：パールカントリークラブ ☎（808）487-3802　98-535 Kaonohi St., Aiea, HI 96701 
◆参加費：法人$450（1組）、個人$120（プレー費、賞品、ランチ弁当、夕食代 $90、寄付 $30）
◆競技方式：ダブルぺリア方式（“オネストジョン”を実施いたします。詳細はご案内＆申込書をご覧ください。）
◆賞品：ホールインワン賞、ニアピン賞、ドラコン賞など各種
◆申し込み：ウェブサイト www.hawaiiseniorlife.org より、または末尾の申込書を郵送もしくはFAXにてお送りください。
　ウェブサイトからお申込みの場合は、ハンディキャップを入力、当日に現金、またはチェックにて参加費をお支払いください。
◆締切り：12月7日（月）必着　◆定員：144名（先着順）
◆その他：Tee Groundスポンサーを1口$100で募集いたします。またその他ドネーションも歓迎いたします。
※雨天によりゴルフコースが閉鎖の場合、当チャリティゴルフは中止になります。その場合、$90（プレー費その他）をご返却いた
しますが、寄付金$30はクアキニ病院、及びレインボー学園に寄付されます。また申込み締切後のキャンセルは取消料として全
額徴収させていただきますので予めご了承ください。

12月23日(水) HISLEA クリスマス大パーティ

恒例となりましたHISLEAクリスマスパーティを、本年も米軍保養施設であるハレコア・ホテルで開催いたします。ワイキキのオー
シャンフロント、通常では足を踏み入れることのないホテルです。豪華なビュッフェディナー、エンターテイメント、オークション、
ゲーム等々お楽しみ満載！心ゆくまでお楽しみください。ご家族、ご友人をお誘いの上、ぜひご参加ください。

◆日時：12月23日（水）6:00pm～9:30pm
◆場所：ハレコア・ホテル 1階 Waikiki Ballroom 
　2055 Kalia Road, Honolulu ☎（808）955-0555
◆参加費：会員$70/非会員$85（現金またはチェック）
◆締切り：12月20日（日）5:00pm　◆定員：130名

◆申込み：HISLEAウェブサイトwww.hawaiiseniorlife.org 
　またはアロハデスク ☎（808）428-5808まで
※プレゼント交換をいたしますので、お１人$10位の品を
　ご持参ください。
※車でお越しの方は、ホテル北側の駐車場をご利用ください。
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2015年度 会員年次総会
10月16日（金)           下吉陽子さん（常務理事) 

恒例の会員年次総会が、アラモアナホテル
のガーデンラナイで開催されました。会場
には早くから熱心な会員の皆さんが集まら
れ、坂井会長のご挨拶、そして関根常務理事
の財務報告に耳を傾けました。坂井会長か
らは、HISLEAの厳しい財務状況についての
説明がありましたが、同時に、今年の春から
オープンしているアロハデスク、様々な新イ
ベント企画、さらにはウェブサイトに開設し
たSNS「会員広場」などについても伺うこと
ができました。どんな組織も山あり谷ありで
すが、会員の皆様と一緒に、ますます楽しく
活発に、アロハな会を盛り立てていきたい
と、思いを新たにしました。 

第2回いきいき講演会
10月16日（金)    　  　      西村洋志さん（理事) 

年次総会後、「あなたはイスラムの人たち
のこと、どこまで知っていますか？ぼくが出
会ったイスラムの人たち」と題して講演会が
開催されました。講師はスカパー「旅チャン
ネル」のプロデューサーで協会副会長でもあ
る迫田健路さん。ご自分の経験・知識をとて
もわかりやすく説明してくれました。驚いた
ことはユダヤ教もキリスト教もイスラム教も
神様は同じであったということ。残酷なイス
ラム教徒という印象があり、イスラムにはた
くさんのルールや決まりはあるが、迫田さん
が出会った人たちはそのほとんどが誠実で、
おもてなしの心を持った優しい人たちであっ
たということ。自分にとってはとても有意義
で貴重なお話でした。最後には、新たに着任
されたホノルル日本国総領事の三澤様が締
めのご挨拶をされ、講演会を終了しました。 
 
 
 
 

今日から試したい「デュアルタスク法｣
10月9日（金)         　 野田治江さん（終身会員) 

「新老人の会」の隔月例会に出席しました。
「新老人の会」がHISLEAの一つの部会に
なって初めての集まりでした。 
「新老人の会」の月例会よりも参加者が多
く、ワイアラエCCのクラブハウスでのランチ
付きの講演会は、有意義な一時でした。今回
の講演者は、HISLEAメンバーで、ハワイで
看護師をされている西村ちえさん。講演の
テーマは「認知症の予防」でした。認知症と
普通の物忘れの違い、認知症と正常な人の
脳の構造の違い、認知症と間違えられやす
い病状、認知症と判断される迄の検査の段
階、そして認知症の予防対策等々。ゆったり
としたテンポで、判りやすく、明快な話術。さ
らに兎角暗くなりやすいテーマなのに、彼女
の明るさで、参加者の方々も「聴いて良かっ
た」と口々におっしゃっておられました。シ
ニアにとってちょっと安心される講演内容を
お知らせ致しますね。「最近人の名前が出て
こない」、「隣の部屋に移動したけど何をし
に来たか忘れてしまった」など自分で「忘れ

てしまった」と認識出来る内は、認知症では
ないそうです。今日のテーマの「認知症の予
防」について、私が把握出来た事を書き添え
ますね。この予防は有酸素運動で、ウオーキ
ング、スイミング、階段の上がり下がり、（少
し高い一段のステップ台での上がり下りでも
OK）、ラジオ体操（椅子に座ってもOK）、足
踏みなど。さらにこの予防は、「身体を動か
しながら脳も動かす」ともっと効果的で、ウ
オーキングしながら、しりとりゲームをした
り、100から一定数を引いてゆく計算をする
等々。日記つける事も効果が有るそうです。
西村さん！有難うございました。

マウイ支部

ホトトギス会（句会)
10月24日（土)          神崎洋さん（マウイ支部長) 

「柿」、「鹿」を兼題にして開催されました。
ハロウィーン・パーティーの人達の楽しそう
な奇声が上がる中での句会となりましたが、
少数ながら楽しく賑やかな句会となりまし
た。今月の特選句並びに3点句を下記ご紹
介します。次回は11月14日（土）に「初霜」、
「木の葉」を兼題に開催しますので皆さん

①トレイル入り口に集合

②草木をかき分けながら進む

③竹林、ちょっと日本のよう

④ストロベリーグアバ、甘酸っぱくおいしい

⑤タコの木の花

⑥ゴールで記念撮影

－ 写真で語る －　マノア・クリフ・トレイル ハイキング　        10月11日（日） 
HISLEAより6人を含めて12人でハイキングをしました。マノア谷の後背、タンタラス山を
歩く楽しいハイクでした。（3時間/4マイル）    時々輪真由美さん・石毛克祐さん（会員）
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奮ってご参加ください。 
■今月の特選句・3点句： 
明け空に大魚の群れなす秋の雲（智眞子） 
デパ地下に鎮座す柿や美男美女（まゆみ） 

第62回ゴルフ会
10月25日（日)          神崎洋さん（マウイ支部長) 

快晴に恵まれたマウイヌイ・ゴルフクラブに
て第62回ゴルフ会が開催されました。レギュ
ラーメンバーの多くが日本一時帰国や仕事
の関係、体調等で欠席になった為こじんま
りしたゴルフ会になりましたが、その分at 
homeな雰囲気の中で和気藹々の楽しいゴ
ルフ会にもなった様です。今回堂々大会を制
したのはMasa Hiragaさんでグロス77、ハ
ンデ8、ネット69の好スコアでした。Masa
さんの優勝は怪我をしたりしたこともあり
2011年11月の15回大会以来4年ぶり、今回
で通算3回目の優勝となります。周囲の人達
よりMasaさんはやはり強いとのコメントが
あり、次回ハンデは規定では6になる所5に
なりました。2位は、10月に3週間程マウイ
滞在予定のMayumi Kogoさんで、グロス
91、ハンデ21、ネット70で3回目の参加で

早くもBest-3入りされました。3位はIkuko 
Kusumotoさんでグロス110、ハンデ40、2
位と同ネットの70で、本年7月の59回大会
に次ぐBest-3で着実に優勝に近づきつつあ
り次回以降が楽しみです。次回は11月22日
（日）にカヒリで行います。ご家族・ご友人を
お誘い合わせの上奮ってご参加ください。 
①個人順位（敬称略）1位 MasaHiraga、2
位 Mayumi Kogo、3位 Ikuko Kusumoto 
、4位 Kazu Yamanoue、5位Hidemi 
Hiraga  
②ニアピン（敬称略）#3 Masa Hiraga、#7 
Hidemi Hiraga、#12 Mayumi Kogo、#14 
Konosuke Akao、#17 Kazu Yamanoue

鹿児島支部

ゴルフコンペ
10月8日(木) 是枝真紀さん(鹿児島支部・事務局長) 

暖かな日差しのもと雄大な桜島と絶景の錦
江湾を見下ろす南国カンツリークラブ吉野
コースにて、12名が参加してゴルフコンペ
が開催されました。本コンペには過密スケ
ジュールの中、東京から会員で薩摩大使の馬
場弘人さんも参加してくださる事になってい

ました。馬場さんが前日の最終便に搭乗でき
るかどうかを多くの方々が心配しておりまし
たが、埼玉のゴルフ場から車をとばしマラソ
ンで鍛えた俊足で羽田空港を走り抜け、深
夜、無事に鹿児島空港に到着しました。私は
ゴルフをしないのですが、道に迷いながら受
付係として駆けつけました。ゴルフコンペで
はイノシシが現れるなどのハプニングもあり
楽しくプレーされました。夜は、参加者も増
えて表彰式を兼ねた懇親会が開催されまし
た。優勝は隠しホールに恵まれた馬場さん、
ベストグロスはいつもように川畑支部長（こ
の日は82）。南海食品㈱会長の渕本さんか
らご提供いただいた「月揚庵のさつまあげ」
を当日賞とすることも出来て、豪華薩摩料理
と参加者全員の近況報告、ハワイの思い出等
で大いに盛り上がりました。懇親会では川畑
支部長がワインを振舞っていただいたため、
ワイン好きの方々はいつもよりも満面の笑顔
が印象的でした。鹿児島支部の次回のイベン
トは12月22日のクリスマス忘年会とゴルフ
会？を予定しています。是非、鹿児島支部イ
ベントへご参加ください。

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

分かち合おうアロハの心
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。

($1000)野田省三様、($100)市原暉久様、($100)加賀見岩雄様
($55)PCC様、($50)内藤由治様、($50)坂正夫様 

($50)PCC & Kikou様、($50)Program Income様 
($40)関利明様、($30)角田月子様、($30)中島幸子様 

($20)白鳥忠志様、($20)関川菊枝様、($20)unknown様
($15)HISLEA懇親ゴルフ様

・アロハデスクのためにご寄付をいただきました。
($2000)恒川宮子様、($500)傳田信行様 

($100)久保元彦様、($100)菅野基様

2015年9月1日～9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

HISLEA広場管理人より   www.hawaiiseniorlife.org/Forum
日頃のサポートありがとうございます。最近HISLEA広場を活用
してくださる会員が減っており、管理人としては寂しい限りです。
毎日の他愛のない出来事でも、最近驚いたことなど何でも構い
ません！どうか今後ともHISLEA広場をよろしくお願いします！
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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11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/ 
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  法人会員様のご紹介

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、お気軽にお問合せください。
【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
電話番号：03-3242-1055（ダラーレンタカー）　03-3242-1060（アクセスホテルズ）
営業時間：9:30am-5:30pm  休業日：土日祝日、年末年始
URL：http:// www.access-jp.jp

スターツインターナショナルハワイインク  
～ 不動産売買から管理、売却後の税務申告まで 
　 ハワイ不動産のご相談は信頼と実績のスターツへ！ ～ 
スターツハワイは、ハワイ不動産に携わって25年以上になります。不動産購入・売却、 
不動産管理、米国税務申告書作成、コンサルタント業務、タイムシェア物件販売、バケーションレンタル、長期賃貸物件仲介 
【会員特典】 
・バケーションレンタル　ロイヤルクヒオご利用の際合計額より$100オフ 
・ビーチヴィラズアットコオリナ宿泊料金より5%オフ 
住所：STARTS PLAZA 1953 S. Beretania St. Ste PH-C, Honolulu, HI 96826 
電話番号：(808) 947-2280　FAX番号：（808) 947-2292 
営業時間：9:00am-6:00pm（月～金） 
Eメール：info@startshawaii.com　URL：http://startshawaii.com 

ザ･キング･カメハメハ･ゴルフクラブ/ MMK Maui L.P. 
～ マウイ島唯一の18ホール会員制ゴルフクラブ。現在会員募集中です ～
天才建築家｢フランク･ロイド･ライト｣設計の豪華クラブハウスが自慢。大自然の美しい景観と
自然の地形を活かした戦略性の高いコースレイアウト。15年連続｢世界のペスト･アイランド｣
1位に選ばれ、米国本土･カナダからのロングステイヤーに大人気のマウイ島で、会員制クラ
ブならではのおもてなしと、気のおけないゴルフ仲間とののんびり寛いだプレーをお約束します。
【会員特典】会員特別料金でのプレーをご提供致します。（要予約）
住所：2500 Honoapiilani Highway, Wailuku, Maui, HI 96793　　
カフルイ（マウイ）空港から車で約15分、ワイレア、カアナパリより約25分
電話番号：（808）249-2544 内線2221(日本語)　プロショップ：（808）249-0033　
FAX番号：（808）249-8786
営業時間：プロショップ6:30am-6:30pm　休業日：年中無休（エアレーション日を除く）
Eメール：infojp@kamehamehagolf.com（日本語）　URL：http://www.kamehamehagolf.com



HISLEA チャリティゴルフ 
 ハワイシニアライフ協会では、過去に7回のチャリティゴルフ大会を主催し、各団体に寄付をさせて 

いただく実績を残してまいりました。この度、第8回目を企画いたしましたので、皆様には奮ってご参加 

いただきますようお願い申し上げます。参加費の一部、30ドルをクアキニ病院、及びレインボー学園 

（財団法人日本人学校）に寄付させていただくことに、ご理解いただきたく、重ねてお願い申し上げます。 

                                  2015年10月吉日  主催 ハワイシニアライフ協会 

                                                   会長・大会委員長  坂井諒三 

日    時 ： 2015年12月15日（火） 11：30am ショットガンスタート （受付開始10：00am) 
 

場    所 ： パールカントリークラブ 98-535 Kaonohi St., Aiea, HI 96701  ☎：(808)487-3802 
 

参加費用 ： 法人$450（1組）、個人$120 （プレー費、賞品、ランチ弁当、夕食代：$90、寄付：$30） 
              （寄付金$30は非課税処理できます。ご希望の方は領収書を発行いたしますのでお申し出ください。） 
 

競技方法 ： ダブルぺリア方式 （各ホールのMAXはトリプルまで。最大ハンディは男性３６、女性４０です。 
         尚、“オネストジョン”を採用いたします。プレー前に自己申告いただいたスコアよりいい場合には 
         1打につき$5、悪い場合には１打につき$１の当協会へのご寄付をいただきます。ご了承ください。） 
 

賞    品 ： ホールインワン賞、ニアピン賞、ドラコン賞等各種 （プレー終了後、パビリオンにて 
        成績発表、表彰式、並びにオークションを行います。） 
 

定    員 ： １４４名（先着順） 
 

そ  の  他 ： Tee Groundスポンサーを１口$100で募集いたします。各ホールにスポンサー名を記載した 
                看板を立てますので、アピールの場としてご活用いただけます。（何口でも申込可能）  
 

お申込み  ： HISLEAのウェブサイト www.hawaiiseniorlife.org より、または添付申込書を郵送、もしくはFAX 
        （詳細は次ページ）にてお送りください。ウェブサイトからお申込みの場合は備考欄にハンディ 
        キャップを入力、当日に現金、またはチェックにて参加費をお支払いください。 
 

締  切  り  ： 2015年12月7日（月）必着 
 

お問合せ ： HISLEAアロハデスク ☎：(808)428-5808  Eメール：info@hawaiiseniorlife.org 
 

※雨天によりゴルフコースが閉鎖の場合、当コンペは中止されます。その場合、$90（プレー費その他）をご返却いたします 
  が、寄付金$30はクアキニ病院及びレインボー学園に寄付されます。また申込み締切り後のキャンセルは、取消料として 
  全額徴収させていただきますので、予めご了承ください。 

 
 
         

 

         【 これまでの寄付実績 】 
第１回（2009年9月）  クアキニ病院へ$2,500 
第2回（2010年2月）  レインボー学園へ$5,235 
第3回（2010年11月） レインボー学園へ$2,000 
第4回（2011年11月） RFJK（※）へ$4,500 
第5回（2012年11月） クアキニ病院へ$1,200、RFJKへ$1,200 
                           レインボー学園へ$1,200 
第6回（2013年6月）  レインボー学園へ$1,200 
第7回（2014年11月） レインボー学園へ$1,040 
              RFJKへ$1,040 
             （※）RFJK：Rainbow For Japan Kids 
 

  【 第８回 HISLEA チャリティゴルフ実行委員会 】 
大会委員長：坂井諒三  実行委員長：佐野好勇 
実行副委員長：本江滋夫、塚原勉 
実行委員：村山貞司、治福司、後藤毅男、松田光裕、 
              布川捷二、新村憲、津澤裕子、西村洋志、 
       （順不動） 
 
 
 
 
              
 
 



第8回 HISLEA チャリティゴルフ 申込書 

【 法人申込み 】 
 

 会社名  ： 
 

 住所    ： 
 

 電話    ： 
 

 Eメール   ： 
 

 Tee Groundスポンサー：   □申し込む $100×（   ）口＝$            □申し込まない 
 

            （※法人の参加者氏名は下記にご記入ください。） 

【 個人申込み 】 
 

 参加者氏名 ①                               HDCP 
 

          ②                               HDCP 
 

          ③                               HDCP 
 

          ④                               HDCP 
 

 Tee Groundスポンサー：   □申し込む $100×（   ）口＝$            □申し込まない 
 

                       （※必ずハンディキャップをご記入ください。） 

【メモ】 

【 お支払い金額 】 
 

 法人（1組） $450 + 寄付金 $      + Tee G スポンサー$      ＝ 合計 $                .. 
 

 個人 $120×（  ）名＝$           + 寄付金$           + Tee G スポンサー$          ＝ 合計 $             .. 

【 お支払い方法 】 
 

 □ 小切手でのお支払い Payable to：HISLEA  Memo：第8回 HISLEAチャリティゴルフ 
     申込書と小切手を同封して下記送付先までお送りください。 
 

 □ クレジットカードでのお支払い  下記ご記入ください。事務局にて手続きいたします。 

□VISA   □MasterCard   □JCB 
 

カードに記載されているお名前（ローマ字） 
 

カード番号（16桁） 
 

有効期限（MM／YY）     ／            セキュリティ番号 
                                   （クレジットカード裏面の３桁です） 

※カード情報はファックス、または郵送にてお送りください。Eメールでの送信はお止めください。 

郵送： HISLEA P.O.Box 8232 Honolulu, HI 96830 
Fax ： （808）396-1140 
          ※電話によるお問合せ・お申込みはHISLEAアロハデスク ☎：(808)428-5808まで 
     ※HISLEAウェブサイトよりお申込みいただいた方は当日受付にて現金、または 
       チェックでお支払いください。 

【 申込書送付先 】 

※Tee Groundスポンサー 
        （イメージ） 



 クアキニ病院、並びにレインボー学園の子供たちのため、貴社より食事券、商品券、その他の 
ご寄付をお願いする次第でございます。チャリティゴルフ終了後の夕食会においてオークションを 
行い、売上金を基金の一部に充てたいと存じます。また表彰式の際にはご協力いただきました貴社 
のお名前を発表させていただく所存です。なにとぞ趣旨にご賛同いただきまして、オークションの 
対象となるお品をご提供いただければ幸甚に存じます。下記申込書にご記入の上、お品をお送り 
いただけますようよろしくお願い申し上げます。 
                              2015年10月吉日 
                              ハワイシニアライフ協会 
                              会長・大会委員長 坂井諒三 

第8回 HISLEA チャリティゴルフ 申込書／個人と法人 

第8回 HISLEA チャリティゴルフ   

Kuakini Medical Center ＆ Rainbow School 

寄付及び賞品提供申込書  

 私は、ゴルフコンペに参加はしませんが、$             をドネーションいたします。 

 私は、次のような賞品の提供をさせていただきます。 
 

     賞品名：                    （＄    相当） 
 

     大きな賞品なので下記の住所まで受取に来てください。 
 

     名前：              様 電話：             番 
 

     住所：                                。 
 
       商品券、食事券、その他のご提供いただける品は下記までご郵送ください。 
 

     HISLEA 
     P.O.Box 8232, Honolulu, HI 96830 
     ☎： (808)428-5808  Fax ：(808)396-1140  Eメール：info@hawaiiseniorlife.org 
          
          
 
 

ご提供者氏名：                様 
 

貴社名：                                                                                        . 
 

電話：                     Eメール：                    .  



 HISLEA主催 

 クリスマス 大パーティ！ 
 恒例となったHISLEAクリスマスパーティを、今年もハレコアホテルで開催 
します！ワイキキのオーシャンフロントで豪華なビュッフェディナー、 
エンターテイメント、オークション、ゲーム等々お楽しみ満載！心ゆくまで 
お楽しみください。ご家族、ご友人をお誘いの上、ぜひご参加ください。 
 

日時：  ２０１５年１２月23日（水） 6：00ｐｍ～9：30ｐｍ （集合5：30ｐｍ） 

場所：  ハレコア・ホテル ワイキキ・ボールルーム 
      2055 Kalia Road, Honolulu, HI 96815 
会費：  会員＄７０/非会員＄８５ (現金またはチェック） 
定員：  １３０名   締切り：１２月20日（日） 
申込み： HISLEAのウェブサイト www.hawaiiseniorlife.org または 
           アロハデスク☎ (808)428-5808まで 
その他： プレゼント交換をしますので、お１人につき$１０程度の品を 
      ご用意ください。 

皆さんのお越し 
待ってますよぉ！ 
ホッホッホッ！ 


