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   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。

FACEBOOKでも写真や情報を更新しています。会員同士の交流に、ウェブサイトの「HISLEA広場」をぜひご活用ください。 
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。

2016年 新年のご挨拶　会員の皆様へ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       会長・坂井諒三
 
アローハ！新年あけましておめでとうございます。 

2016年、会員の皆様およびそのご家族の皆様にとりまして、健康で充実
した後半戦の1年になりますよう、心からお祈り申し上げます。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です。出会いを大
切にし、世界中どこにいようともアロハの精神ですべてのものに素直に
感謝し、幸せも悲しみも皆で分かちあいたいとおもいます。激動の2016
年こそ、このアロハスピリッツで乗り超えたいとおもいます。 

ハワイは日本文化も含め、さまざまな文化を優しく抱擁する場所です。今
年もハワイにお越しになり、滞在され、そよ風にふかれ、心のやすらぎと
新しいご自分を発見してください。皆様を心から歓迎いたします。 

元旦に私はおみくじ（A Written Oracle）を引きました。一つは皆様会
員のため、もう一つは私の家族のためをおもって引きました。なんと2つ
とも運勢は大吉（Excellent）でした！「Everything you want to do 
can be done well. No problem in your family」でした。また「身を
正しく、先輩を敬い、後輩を慈しめばいよいよ運は開きます。」とも書か
れておりました。 

今年はアロハデスクやホームページで皆様ともっと交流し、楽しい会に
したいとおもいます。ぜひアロハの精神を理解し、私たちと分かちあえる
ご友人またはご夫妻を会員にお誘いください。新しい風が協会に、世界
に広まっていきます。 マハロ！

お知らせ   HISLEA Winter Seminar – Culture & Sports

HISLEAでは2月9日から2月15日までの1週間を「カルチャーとスポーツの週」と位置づけ、会員の皆様に思う存分楽
しんでもらいます。カルチャーでは日系人の足跡に思いを寄せ、また、日頃から会員の皆様の関心の高い、医療事情、
VISA、不動産についても専門家に講演してもらいます。スポーツでは恒例のワイケレゴルフクラブでの「新春ゴルフ大
会」（某プロをお招きして）と「Great Aloha Run」を皆さんと一緒に歩き、走り、ゴール目指しましょう。ゴール後は
飲茶反省会。詳しくは最後のページにありますチラシをご覧ください。
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ホノルルマラソン参戦奮闘記
12月13日（日) 　馬場弘人さん（首都圏支部会員) 

自身60歳代最後の想い出に、今回もホノ
ルルマラソン参戦（フルマラソン12回目、こ
こ19年で延べ5,000キロは練習しただろう
か）に出掛けて行きました。一応、いつもの
様に、400キロ練習して。朝3時半、マラソ
ンスタート近くのアラモアナホテル起床。ス
タート5時。無風快晴、25度（日中30度！）。
絶好のゴルフ日和、マラソンには最悪のコン
ディション（笑）。去年は雨も降り、合間のハ
ワイ名物の虹に何度も癒されたのに。いつも
の様に、ケニア招待選手達のスタートの直ぐ
背後にスタンバイ。本来ならば、5時間台の
ランナーはスタートから300メートルくらい
後ろなのに、得意の（？）インチキ！今回も総
勢3万人余のエントリー。墨田川の豪華花火
並みの何十発に送られ、まずはアラモアナ
公園からダウンタウンへ。折り返し、市庁舎
の豪華クリスマスのイルミネーションに癒さ
れながら、一路ワイキキ、ダイヤモンドヘッド
超え、ハイウエイへ。そして折り返しのハワイ
カイへ。既にヘロヘロ、ヨレヨレ！ここが26
キロ地点。ここのHISLEAエイドステーショ
ンで深田さん他、皆様からのバナナ他、差し
入れで一息！　いつもの坂井会長さん、タイ
ミング悪く近くの自宅にバッテリーの充電に
帰宅中。身体は既にボロボロ、特に膝の激
痛！一応笑って、ヒスレアの横断幕の前で、
深田さんとアリバイ記念写真。気持ちを入れ
替えて、ゴールのキャピオラニ公園に向けて
再度ハイウエイに。後16キロ半。既に脚動か
ず。走るというよりは少しの速足！豪華住宅
街カハラからダイヤモンドヘッドのダラダラ
坂、もう地獄！拷問状態。いい年こいて、なん
でこんな馬鹿な、愚かな事をと自問自答。一
銭にもならないのに！ゲットするのはメッキ
のメダルとタイム証明書、中国製のTシャツ、
ザッツオール（笑）。今更悔やんでも仕方な
いけど（歌の文句にもあったな？）殆どフラフ

ラ状態で坂を下り、キャピオラニ公園のゴー
ル地点へ。過去最悪の6時間30分、去年より
1時間5分遅れ！自己記録に2時間半も遅れ
て。69歳、一応グアンバリマシタが、ライバ
ル女房殿、今年も既に40分前にゴールイン、
トホホ！15日の晩は、現地ホノルル勤務時の
会社の仲間、OB達に今年も完走祝いの宴席
を。疲れが少し取れました。友は有難い！ハ
ワイは素晴らしい！！

第8回HISLEAチャリティゴルフ　
12月15日（火) 　　 　　　  西村洋志さん（理事) 

パールカントリークラブにて総勢64名が参
加したHISLEAチャリティゴルフ、今年で8
回目となりました。当日は絶好のゴルフ日和
で、実行委員会メンバーの1人としてはまずは
ほっとしました。今回、企画段階から参加さ
せていただきましたが、準備期間が約1ヵ月
半と短かったため、当日を迎えるまでは本当
に実施できるのか不安でした。しかしながら
そんな不安も実行委員会各メンバーの役割
分担、迅速な対応により徐々に解消され、表
彰式後には自分も「まぁまぁ楽しかったな、
やってよかったな」というものに変わってい
ました。ただプレー中はいろいろな事が気に
なってしまい、スコアは情けない結果となっ
てしまいました。優勝したのは中村ともまさ
さん（JOY HOTEL鎌田さんチームの方）、
グロスで74というスコアはすごいと思いまし
た。優勝賞品の「離島往復チケット」を獲得
されました。今回のチャリティゴルフでは参
加者全員に何かしらの賞品が渡るように企
画しました。それ故にたくさんの個人、企業
の皆様からご寄付をいただきました。この場

をかりて御礼申し上げます。またプレー代、
ランチ＆ディナーを安くご提供くださいまし
た、パールカントリークラブ様にも厚く御礼
申し上げます。おかげ様でチャリティ総額は
ちょうど$2,000となり、クアキニ病院、及び
レインボー学園に寄付させていただきまし
た。皆様、本当にありがとうございました！

クリスマス大パーティ　
12月23日（水) 　   小林正さん（首都圏支部会員) 

2015年度のHISLEA X’MAS PARTYが
12月23日に、日本人がなかなか行けない米
軍保養施設である、「HALE KOA HOTEL」
で今年も盛大に開催されました。小生家族
は昨年に引き続いての参加でしたが、今回も
HAWAII在住者に加え、首都圏支部、関西
支部、広島支部、その他日本各支部よりの参
加者も多くおられ、総勢116名で大変な盛り
上がりの会でした。会は、坂井会長のご挨拶
より始まり、丸山主席領事の乾杯で楽しい
ビュッフェ・クリスマス・ディナーが開始され
ました。その間に、HISLEA HAWAIIANSに
よるバンド演奏、ハワイ芝洲会による三味線
演奏もあり、又　恒例のJODY KAMISATO
さん他によるウクレレ演奏等々のエンターテ
インメントを心ゆくまで楽しみました。その
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後、ドアプライズの当選者発表、オークショ
ン、お楽しみ抽選会もあり沢山の賞品等が
プレゼントされました。最後に各人が持ち
寄ったギフトの交換会があり、あっと言う
間に3時間半が過ぎ去りましたが、皆さん
来年の再会を約束しての散会となりました。 

マウイ支部
 
カヌー・パドリングの会
12月13日（日)          神崎洋さん（マウイ支部長) 

快晴に恵まれたキヘイ海岸で今シーズン最
初のカヌー･パドリングの会が開催されまし
た。穏やかで清々しい朝の海を約1時間、
キヘイ・カヌークラブのメンバーの人達のサ
ポートを頂きながらのんびりとリクレーショ
ンパドルを楽しみました。今回はカメとの遭
遇はあったものの、クジラには出会うことが
できませんでしたが、マウイの海にはアラス
カ海域からはるばる出産･子育ての為にやっ
て来るクジラの数も徐々に増えている様で
すので、次回1月10日の今シーズン2回目の
会ではクジラとのご対面が実現することを
願っています。 
 
 

ホトトギス会（句会)
12月19日（土)         神崎洋さん（マウイ支部長) 

「人参」「冬の月」を兼題にして2015年最後
の句会が開催されました。特選句･3点句を
下記ご紹介します。1月の句会は「鏡餅、餅つ
き」・「梅」を兼題にして新年会も兼ねて1月
9日（土）に開催されます。ご健吟ください。 
■今月の特選句・3点句 
出港の汽笛尾を引き冬夕日（林子）　　 
見えずとも聞こゆ轟き冬の浪（幸） 
こごゆ街和平祈りてトリコロォル（まゆみ）
人参の皮剥く剥かぬ嫁姑（まゆみ） 
人参のポタージュコトコト友を待つ（まゆみ）
水平線雲の中から冬の月（富貴） 
夕陽映え色とりどりの冬の雲（智眞子） 

第64回ゴルフ会
12月20日（日)         神崎洋さん（マウイ支部長) 

今年の最強に属する様な強風がマウイ全島
で吹き荒れるキング･カメハハ･ゴルフクラブ
にて第64回ゴルフ会が開催されました。加
えて途中ではシャワーが2度ほどあるなど厳
しい条件下でさすがに多くの参加者がスコ
アを乱し、優勝候補と見られたシングルプ
レーヤーも殆どの人が実力を発揮できずに
優勝戦線から離脱する一方、11月初旬から
マウイに滞在されているAkira Kogoさんが
日頃の練習成果を発揮され、グロス97、ハ
ンデ21、ネット76で見事念願の初優勝を飾
られました。2位には過去優勝5回の強豪で
あるKanako Tamakiさんが1ヶ月程前に心
臓手術をして回復したばかりのご主人を労わ
りながらのプレーながら実力を発揮されグ
ロス86、ハンデ9、ネット77で入られ、3位
には奥様の看病で久しく休場していたJoe 
Yamawakiさんが奥様の写真入りの特製
ボールマーカーを胸に思い出のゴルフ帽をか
ぶってプレーされグロス92、ハンデ14、ネッ
ト78で見事復活入賞されました。次回は1月
24日（日）にマウイヌイで開催されます。ゴ
ルフ会終了後は「アントニオズ」で新年会を

予定していますので、ゴルフをされる方もさ
れない方もご家族･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 Akira Kogo、2位 
Kanako Tamaki、3位 Joe Yamawaki、4位 
Kazu Yamanoue、5位 Fuki Kanzaki 
②ニアピン（敬称略）：#3 Kanako　Tamaki、
#10 Konosuke Akao、#7及び#17該当者なし

日本地区本部

日本地区本部主催 第11回アロハ会
11月9日（月) 吉田千良さん（日本地区本部執行役員) 

この日は小雨がぱらつく、生憎のお天気。し
かし、会場の目黒雅叙園「華つどい」の間に
は、さすがハワイ好きの集い、ハワイのカマ
カニ（風）が吹き込み、暑いくらいでした。な
んと160名を超える参加者！オープニングは
坂井会長のご挨拶。その後、ハワイ本部で10
月に行われた年次総会の解説から、迫田日
本地区本部長の「いきいき講演会」の様子
が披露されました。懇親会に移り、野田理事
の乾杯のご発声後、目黒雅叙園特製のハワ
イアンビュッフェがスタートしました。今回は
見知らぬ会員同士、またビジターの方々が自
由に交流できる時間をたっぷりとりました。
交友の輪が広がり、会場は更にヒートアッ
プ。その流れで、お待ちかね！マイク眞木さん
と、群馬支部フラシスターズ、藤生明子、朋
子さんのライブステージの開幕です。マイク
眞木さんの演奏は、まさに彼の音楽人生と、
本日の参加者世代に合致した、大変ユニー
クな内容で会場は大爆笑！そしてフラは、さ
すがミスアロハフラのお二人。すらっとした
身長から、優雅なフラを演じ、会場はハワイ
一色。素晴らしいひと時でした。今後は全国
展開で、HISLEA主催の、マイク眞木さんチャ
リティライブツアーも期待されました。そし
て飛び入りのゲスト、高木ブーさんが登場し
ました。ブーさんはこよなくハワイを愛する、
誰もが知るハワイ通。HISLEAに対する熱
い思いを述べられました。会は更に盛り上が
り、お楽しみ抽選会、チャリティオークショ

クリスマスパーティの写真に関して
 昨年のクリスマスパーティの写真撮影は、
フォトレコ社のプロカメラマンが撮影し、イ
ンターネット上で販売をしております。ご
興味のある方は以下の要領でご覧ください。
お持ちのコンピュータ、アイパッド、アイフォ
ンでご覧いただけます。
①フォトレコを検索http://photoreco.com
②16桁の認証キーを入力します。 
(認証キー：7926 2578 3568 prwx)
③お好きな写真を閲覧・購入できます。ダ
ブルクリックすると、拡大して閲覧できます。
データのみの販売となります。ご質問のあ
る方はアロハデスク☎808-428-5808へ
お問い合わせください。2016年1月31日迄
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ンへと進みます。マイク眞木さんからは、ご愛
着のアロハシャツ。高木ブーさんからは、オリ
ジナルウクレレ。その他、高価な日本酒、ゴル
フパター等々。迫田さんの名司会のもと、みる
みるうちに落札され、あっという間に売切れ
ました。会の時間もあっという間に過ぎ、迫田
本部長のご挨拶から再会を約束し、閉会しま
した。アロハ会を支えていただいた参加者の
皆様、当日の世話役の皆様、お土産を頂戴し
た松屋フーズ様、「アロハで10年」の著書をご
寄贈いただいた石垣蔦紅様、そしてゲストの
方々、本当にBIG MAHALO！　また2016年
もお会いしましょう。　

鹿児島支部

クリスマスパーティ＆忘年会
12月22日（火)     政純輝さん（鹿児島支部会員) 

恒例のクリスマスパーティ＆忘年会が副支
部長山田洋子さんの経営する旬彩「菜菜」に
て開催されました。当日は、川畑孝則支部長
がお怪我のため欠席となりましたが、上原昌
德顧問をはじめ16名が参加し、終始賑やか
な雰囲気で2015年の無事と健康に感謝し、

2016年のハワイへの旅の話題などで大いに
盛り上がりました。みんなで持ち寄ったクリ
スマスプレゼントの交換でもみんながプレ
ゼントに趣向を凝らし年々、楽しめるように
なってきました。鹿児島出身会員の馬場弘人
さんが来鹿され、ホノルルマラソンの完走メ
ダルを披露してくださり、走っている道中の
心境などの土産話に聞き入り、みんなが完
走メダルを手にとって写真におさめていまし
た。お料理は会員の松元力さん直営の黒豚
農場から直送された豚肉でご当地でもなか

なか手に入らない貴重な豚しゃぶを堪能し、
すべての鍋が完食されました。2016年5月
頃には鹿児島支部会員が7～8名でハワイに
行く予定です。 

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

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。

 アロハデスクのためにご寄付をいただきました。 

（$793.19）布川捷二様、（$500）群馬支部様 
（$300）島田裕美様、（$300）鳥海節夫様 
（$300）森田実様、（$100）本多孝次様 
（$100）山本敦子様、（$100）渡辺昇様 
（$80）中塚裕子様、（$45）川原正男様
（$30）有賀良学様、（$30）庄野泰輔様

2015年11月1日～11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！

　会員便り　               ハワイ一隅を照らす・第11回定例講演会のお知らせ
 誰にでもあるちょっと幸せな気持ちの瞬間をボランティアで感じてみる。そんなに難しいこ
とではないけど、ほんの少し勇気がいるかもしれない。私の場合の少しの勇気を、私がナデ
シコクラブに携わることになったきっかけを、共にお話します。ボランティアあるある話と共
に楽しい話を聞いてください。
【講演名：ボランティア活動って何だろう】
◆日時：1月16日（土）2:00pm
◆場所：一隅会館 23 Jack Lane, Honolulu, Hawaii 96817
◆参加費：$5（どなたでも参加できます）
◆申込み：江口さん☎ 808-351-1945（Eメール：moto@tab-
hawaii.com）、三浦さん☎ 808-554-3600　
村田さん☎ 808-265-0888 までお電話ください。
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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 41社 2016年1月)

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/
読売アメリカ Y.U.S., Inc. 
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　   
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/ 



ハワイシニアライフ協会 

  ホノルル支部 「新年会2016」 
        お知らせ 
ハワイにいながらにして、民謡、日本舞踊、詩吟といった日本の伝統文化 
に触れることができる、ハワイシニアライフ協会ホノルル支部主催、「新年会 
2016」のお知らせです。会員の皆様と楽しいひと時を過ごしながら、新年の 
門出をお祝いします。ご家族、ご友人を誘って奮ってご参加いただきますよう 
お願い申し上げます。 
 
日時： 2016年1月23日（土） 11：30am～2：00ｐｍ （受付11：00am～） 

場所： レストラン吉家（Sheraton Waikiki ２階） 

     2255 Kalakaua Ave., Honolulu, HI 96815 ☎（８０８）922-8877 

会費： 会員$45/非会員$50 

     （現金またはチェック、当日受付にてお支払い、アルコール類は各自清算） 

定員： 80名 

申込： HISLEAウェブサイト（URL：http://www.hawaiiseniorlife.org） 

     またはアロハデスク☎（808）428-5808まで 

締切： 2016年１月20日（水）5:00pm 

他  ： 豪華賞品が当たる「お年玉抽選会」を実施します。 

     （お年玉抽選券1枚5ドル、2枚セットで販売いたします。） 

 





HISLEA Winter Seminar – Culture & Sports  

2015年6月から7月に実施されたアンケートに寄せられた会員の皆様の声を反映して
2016年2月9日から【HISLEA Winter Seminar】を開催します。ぜひご参加ください！ 

2月9日 （火）10:30am-5:00pm 第4回新春ゴルフ大会＠Waikele CC         （参加費：会員$40/非会員$45） 

                    あの有名なDavid石井プロが登場！プレー前9:30amから先着10名様限定で 
                        プロからミニレッスンが受けられます。レッスンご希望の方は9:30amまでに 
                        ワイケレCC・Driving Rangeに集合してください！ 
                        大会は賞金、賞品、ニアピン賞、その他あり、ダブルぺリア方式で競います。 
                        
                                                     2月10日（水）3:00pm-4:00pm  ハワイの医療事情                   （参加費無料・会員のみ） 
                    場所：聖ルカ・クリニック （アラモアナタワー20階） 
                        講師：小林医師、西村FNP （講師は変更になる場合がございます。） 

2月10日（水）4:30pm-5:30pm  福武總一郎氏 ハワイ特別講演会                  （参加費無料） 

                        場所：ホノルル美術館「ドリス・デューク・シアター」 
                        講師：福武總一郎氏（株式会社ベネッセホールディングス最高顧問） 
                        講演タイトル：「直島の奇跡―現代アートによる地上の極楽の創り」 

                        共催：ホノルル美術館／NPOハワイシニアライフ協会  
                     

2月11日（木）3:00pm-5:00pm  ハワイに長期滞在するVISAとは？         （参加費無料・会員のみ） 
                        場所：ワイキキショッピングプラザ地下1階ブリーフィングルーム 
                        講師：Kelly Morikone & Megumi Honami 
                                                          Damon Key Leong Kupchack Hastert 法律事務所 

2月15日（月）6:30am-12:00pm  Great Aloha Run       （参加費：一般$43、65歳以上$30  代行登録手数料込） 

                        場所：アロハタワーからアロハスタジアムまでの13.1ｋｍ 
                        汗をかいた後は、オプションのチャイナタウン「飲茶反省会（？）」に参加しませんか？ 

START! 

GOAL! 

 反省会？ 

2月12日（金）3:00pm-5:00pm  ハワイの最新不動産事情                     （参加費無料・会員のみ） 
                        場所：ワイキキショッピングプラザ地下1階ブリーフィングルーム 
                        講師：畑 華子（スターツインターナショナルハワイインク社長） 
                                                  ホテル滞在？バケーションレンタル？それともコンドミニアム購入？利回りは？ 
                        こういった質問にハワイの不動産プロが回答。 

2月11日（木）8:00am-12:00pm Honouliuli 見学ツアー （ガイド付ツアー）    （参加費 ：会員$30/非会員$40） 

                        集合・解散：アラモアナホテル1階ロビー  集合時間：7:30am 
                        「Honouliuli」とは・・・第2次大戦中の日系人リーダーが収監された収容所のこと。 
                        2002年に発見された場所で、非常に気温、湿度ともに高いことから常に蚊の 
                        大群が発生。収容者からは「地獄谷」と呼ばれていました。2015年2月に 
                        オバマ大統領がサインをして、HonouliuliはNational Monumentに登録さました。 
                        訪問できる人数に制限がありますのでぜひこの機会に！ 
 

2月13日（土）9:00am-2:00pm  日本文化センター「お陰様で」          （参加費：会員無料/非会員実費） 

                        場所：2454 S. Beretania St., ST#101  
                        日本文化センター内の常設展示場「お陰様で」を個人のペースで見学しましょう。 
                        日本人がいかにハワイの歴史、生活に溶け込んできたかがわかります。会員の  
                        方には無料招待券がございます。ご希望の方はアロハデスクまで。 

Photo was taken by R.H. Lodge, CA. 1945-46. 


