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2016年2月号（Vol.100） 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 8232, Honolulu, HI 96830
「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。

秋田支部設立　　12月5日（土)　　　　　　　　　　　　　　　       渡辺知さん（秋田支部事務局長)
 
「NPOハワイシニアライフ協会 秋田支部」の設立記念祝賀会を開催しました。
11月6日の日本地区本部の承認を経て、11月25日、ホノルル本部から「秋田支
部」設立の正式な認可を受けました。よって先日の12月5日、記念祝賀会を盛大
（？）に開催する運びとなりました。日本地区本部長の迫田健路さんをゲスト 
にお迎えし、坂井諒三会長のお祝いメッセージを頂戴しました。秋田支部の発
足メンバーは10名プラス顧問1名の11名でスタートしました。ハワイアンバンド
とフラの先生、そしてお祭り大好き人間（事務局長ほか）数名で構成されていま
す。先日の祝賀会に先立ち、初の幹事会（総会）を経て、規約と予算計画、支部
設立の趣意、今年度の事業計画（案）、会員拡大目標などが承認されました。
秋田支部の支部長は伊藤博、副支部長は白石美樹子、事務局長は渡辺知、幹 
事長は松本実、幹事に髙橋行雄・平塚登紀子・今野明美・渡辺順子、顧問に北嶋正、世話役に佐藤君蔵が就任しました。秋田
支部のスローガンは「北国・秋田に“アロハの風”を吹かせよう！」です。疲弊し、ひたすら高齢化日本一（ひょっとしたら世界一
です）へ邁進するローカル秋田に“すてきにハワイアン”な場を提供することで、温かで穏やかな癒しのひとときを地域社会に
提供できればと考えています。“ハワイが大好き！”な人たちは秋田にもたくさんいます。「こころ豊かなアクティブシニアライフ
の実現」が私たちの目標となりました。“アロハの精神”を共有できる仲間づくりがコンセプトです。秋田支部は、ポジティブ＆
アクティブに活動してまいります。皆様のご支援とご厚誼のほどよろしくお願いいたします。

秋田支部の記念祝賀会に参加してまいりました　　　　　　　　　　　　　　　　　　　迫田健路さん（日本地区本部長）

秋田は北風と小雪が舞い、とても寒い日でしたが参加者の温かい心が印象的で
した。まだ10名ほどの支部ですが、全員がアロハの精神と、ヒスレアの理念をよ
く理解している人たちでした。私からも坂井会長のメッセージを渡し、渡辺事務
局長がそれを読み上げました。また、ヒスレアの現状などもご説明をしています。
秋田支部の事務局長は渡辺さんですが、我々の理念を共有できる素晴らしい方
です。渡辺さんもヒスレアの理念と理解してくれる人でないと、新会員にはしない
という方針を打ち出しています。私からも無理やり会員を増やしても意味がない
から、ちゃんとアロハの精神とヒスレアの理念を説明してそれに賛同する人を新
会員とするようにお願いをしています。秋田支部の現会員の共通の趣味はフラ 
とハワイアンです。支部長の伊藤さんが率いるハワイアンバンドがありますが、現代風にアレンジし、ジャズコードをふんだんに
取り入れたすてきなバンドです。だからスチールギターの代わりにピアノがリードを取ります。最後はピアノとベースでボサノヴァ
の演奏で終了。今回の集まりでも彼らの演奏とフラで大変に盛り上がりました。
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ハイキング ココクレーター　
1月2日（土) 　　　　　　　  公平良三さん（会員) 

ココクレーターは以前から登りたい山だっ
た。理由はハワイカイやハナウマベイなどに
行くと左側に見える山だからである。特に、
先日のホノルルマラソンで苦戦していた時、
ハワイカイがおり返し地点なので、ダイヤモ
ンドヘッドを過ぎてからココクレーターが見
えるのを楽しみに走ったからだ。しかし車
で走るのと違って、なかなか見えてこないの
で多いに苦しんだ。以前から登ろうと思った
が、1直線のトロッコの線路を登らなければ
ならないので、気が進まなかった。ところが
有難いことに、HISLAのハイキングなのでみ
んなと一緒ならば登らざるを得ないので飛
びついた。実は、参加した5人（真由美・公
平・野口・小杉夫妻）は1週間前のカエナポイ
ントで真由美さんの車で一緒だったメンバー
であった。私が、帰りの車で「みんなで登れ
ばこわくない！」と誘ったのだ。当日標高50
ｍの駐車場から登り始めたが、まさに1直線
のトロッコの線路で、しかも枕木が所々朽ち
ていて足場が極めて悪い。特に最後の370
ｍの頂上の下は急な登りで、苦しい登りだっ
た。頑張ること1時間で頂上に着いたが、苦
しい登りの甲斐があって、文字通り360度の
眺望で疲れも飛んでしまった。帰りは、登り
と同じトロッコの線路を下ったが、足元がお
ぼつかず登りより辛かった。 

 

日本の原点を伝えるハワイ出雲大社に感動
1月12日（火) 　　 　　　佐藤貴久子さん（会員) 

Aloha!　ハワイシニアライフ協会に入会し
て約3年ですが、今回は、初めてハワイ出雲
大社を訪れるイベントに参加しました。な
ぜ、ハワイに神様を祀る日本の出雲大社があ
るのか、どうして観光客に人気があるのか、
興味津々でした。 
当日の朝、DFSで待ち合わせの後、約30人で
ホノルル市ノース・キクイにあるハワイ出雲
大社をバスで訪れました。厳かな雰囲気の
中でそれぞれお参りを済ませた後、神殿の中
で神主さんにお祓いをしていただきました。
日本では「モヤモヤさま～～ず」というテレ
ビ番組でも紹介された有名な神主さんです。
こうしたお祓いは久しぶりで、とても神聖な
気持ちになりました。心身ともに清めていた
だいたことで、今年は良い年になる気がしま
す。神主さんのお話では、ハワイ出雲大社は
日本人移民によって1906年（明治39年）に
創祀されました。でも、戦争による抑留や移
転など、今の場所に落ち着くまで大変なご苦
労があったとのことです。どこの国に住んで

も日本人にとって胸の前で手を合わせるこ
と、感謝することは自然のことです。ハワイ
に出雲大社があることは、日系人の方やハワ
イに移住された日本人にとって、日本の原点
に触れる大切なことだと感じました。私たち
観光客も、ホッとしました。長い間、社殿を
美しく守ってくださっている、神職さん達に、
感謝いたします。御神酒をいただき、みんな
で記念撮影をして、次は日本人に大人気の
ソニーオープンの練習見学へとバスで移動
しました。ワイアラエカントリーのクラブハ
ウスを見学して、海をバックに記念撮影。ク
ラブハウスには会員や関係者しか入れない
そうです。もちろん、素晴らしいクラブハウス
でした。さて、いよいよ練習見学。いました！
石川遼くん！パターの練習中でした。ほかに
も有名選手が大勢いました。ゴルフ好きの人
にはたまらないでしょうね。コースの練習風
景を見た後、18番ホール観客席で、プロゴル
ファー達とのサイン会と撮影会。宮里優作
さん、武藤俊憲さん、ハワイ出身のプロ、リ
チャード服部さんなどとても親切に対応して
いただきました。有名なプロの人たちと、ソ
ニーオープンの場所で交流できるなんて夢の
ようでした！素晴らしい思い出になりました 

サンセットドリンクを楽しむ会
1月27日（水) 　  　　　深田マコさん（常務理事) 

今年初めての「サンセットドリンクを楽しむ
会」は、ハイシーズンともあって、30人近くの
メンバー、及びゲストの皆様が参加して下さ
いました。しかも、参加者の内26人が広島か
ら、お一人が名古屋からでした。久々の大人
数でしたが、オーシャンフロントのテラスで

　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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テーブルを囲み、皆それぞれ好みのドリン
クを手に、美しいサンセットに先ずは乾杯！
心地よい海風を感じながら和気藹々と楽し
いお喋りが尽きませんでした。事故で足を
痛められて車椅子で参加された坂井会長で
したが、周囲の心配とは裏腹に相変わらず
明るく意気軒昂。色とりどりのおつまみに加
え、抜群に美味なGABA米おむすび60個の
差し入れもあり、大満足。又、コメディアン・
メンバーのSさんによる愉快なトークや声帯
模写も飛び出して、全員大笑い！会員の皆
様や理事の方々が気さくに話し合い、喜び
とアロハの心を分かち合った夕べでした。そ
して、今年もより充実したHISLEAを盛り
立てていきたいと、思いを新たにしました。 

ホノルル支部
 
新年会2016　
1月23日（土)          　　　大槻悦子さん（会員) 

 

午前11時半からホノルル支部新年会2016
がワイキキ・シェラトンホテル内のレストラ
ン吉家で行われました。参加人数は74名、
受付開始の11時からは着物姿の素敵な女
性が抹茶を立てて、茶菓子と共に希望者に
振舞われました。始めに、ハワイ出雲大社の
天野宮司により迎春のお祓いがなされ、厳
かな祝辞と共に玉ぐしが捧げられました。そ
の後、ホノルル支部長である塚原さんから新
年のご挨拶があり、来賓としてご参加された
在ホノルル日本国領事館・首席領事である
丸山浩一様から新年のご挨拶をいただきま
した。第一部の最後に演奏された琴と尺八
による「春の海」は、日本の早春のゆったり

とした海の広がりや、波の音が本当に聞こえ
てくるような素晴らしいものでした。昼食で
はお酒も入り、リラックスした感じで和やか
に、かつ速やかに第二部のプログラムに入っ
ていきました。佐山さんの日本舞踊、「獅子
頭」と「黒田の武士」、石垣先生とギルバート
さんの新春を祝う短歌披露、江口さんと同
好会の方々の詩吟、原田直篤紗会、野中先
生一座の民謡、村田先生と体操チームによる
ニコニコ元気体操と続き、会場は一気に盛り
上がり、本当に楽しい一時を過ごすことがで
きました。野田理事の司会によるお年玉抽
選会ではドンキホーテのギフト券が当たると
いうことで、皆さん読み上げられるナンバー
を見ながら喜んだり、がっかりしたり。その
後は小学唱歌の「1月1日」を全員で合唱し、
広島支部長の山内さんの威勢のいい三本締
めで幕を閉じました。今年は会場がワイキキ
のレストラン吉家だったせいか、参加者の多
くから地の利がよく、とてもよかった、料理
も美味しかったというコメントをいただきま
した。2016年のホノルル支部の幕開けは大
成功に終わりました。（大槻さん、司会役ご
苦労様でした。管理人より） 

マウイ支部
 ホトトギス会（句会)
1月9日（土)       　  神崎洋さん（マウイ支部長) 

新年会も兼ねてジェファーズ･林子さん宅
で本年最初の句会を開催しました。兼題は
「梅」と｢鏡餅｣。今月の特選句・4点句･3点
句を下記ご紹介します。 
寒烏三夜を宿り雲に消ゆ（林子）　　　　
風誘ふ幽けし香り梅ふふむ（まゆみ） 
母となる日待ちわびし梅ふふむ（まゆみ）　
福来れサル者追はず申の年（まゆみ） 
鏡餅供ふ床なしワンルーム（まゆみ）　　　
寝正月悪くないねと猫の言い（ゆき） 
潔く見猿言は猿聞かぬ年（まゆみ） 
次回は2月13日(土)、11時よりカヒリレストラ
ンにて「春の風邪」と「水菜」を兼題にして
開催します。 
 カヌー・パドリングの会
1月10日（日)       　  神崎洋さん（マウイ支部長) 

キヘイ海岸にて今シーズン2回目のカヌー･パ
ドリングを開催しました。20名の参加者が
キヘイカヌークラブのメンバーの協力を得 

 
て、ダブルハル（2艘連結）2艘に分乗して約
1時間、清々しい朝のキヘイの海上散歩を楽
しみました。エルニーニョの影響もあり今年
はクジラの到着が少し遅れているのか、生憎
クジラとの出会いはありませんでした。次回
は2月21日（日）を予定しています。何とか沢
山のクジラに遭遇すべく次回も多くの方々の
参加を期待しています。 

第65回ゴルフ会
1月24日（日)         神崎洋さん（マウイ支部長) 

 
新年最初のゴルフ会をマウイヌイ･ゴルフク
ラブで開催しました。冬場マウイに長期滞
在される方々も含め19名が参加し、快晴･微
風の下、和気藹々の楽しいゴルフ会となりま
した。緒戦を制したのはFuki Kanzakiさん
で、ハンデにも恵まれネット66の好スコアで
通算2回目の優勝を飾りました。2位には本
来の実力を回復しつつあるNoriko Kimura
さんがネット67で入り、3位にはTakayuki 
Kuribayashiさんがネット69のスコアで初
のベスト3入りを果しました。次回2月のゴル
フ会は2月28日（日）にカヒリ･ゴルフクラブ
で開催します。尚、マウイ支部レギュラーメン
バーの複数の方よりハンデ見直しの要請が
ありました。2月度のゴルフ会終了後、昨年9
月度のゴルフ会からスタートしたハンデの見
直しを行い、3月から8月まで6ヶ月の新ハン
デとすることを検討したいと考えています。 
①個人順位（敬称略）： 
1位 Fuki Kanzaki, 2位 Noriko Kimura, 
3位 Takayuki Kuribayashi, 4位 Joe 
Yamawaki, 5位 Yoshiko Rawson
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②ニアピン（敬称略）： 
#3 Hidemi Hiraga, #7 Yoshiko Rawson, 
#12 Toshinori Sato, #14 Yoshiko 
Rawson, #17 Fuki Kanzaki 

新年会
1月24日（日)         神崎洋さん（マウイ支部長) 

ゴルフ会終了後、場所をHISLEA会員の
Konosuke Akaoさんがオーナーシェフを務
めるイタリアン料理店「アントニオズ」に移
し新年会を開催しました。ゴルフに参加され
なかった方も含め総勢23名が集まり、冒頭
でゴルフ会の成績発表と表彰式を行った後、
恒例のチャリティー・オークションを行いま
した。参加の皆さんのご協力を頂き$388を
集める事ができました。

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。

 （$500）葛生善江様、（$100）TBA様 
（$80）滝田信介様、（$50）Nakano Asuko様 

アロハデスクのためにご寄付をいただきました。 
ありがとうございました。

（$500）群馬支部様、（$100）飯塚民生様 
（$100）高橋実様、（$50）上田ヒロ子様

2015年12月1日～12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 
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！

　＊ なでしこネット句会
 ヒスレアメンバーとそのお友達を中心に、インターネット（Eメール）で毎月1回、俳句をつく
り選句して楽しんでいる俳句愛好家の集まりです。すでに2年ほど続けており、現在参加メ
ンバーはホノルル、コナ、東京在住の方で11名ほどです。今年から毎月1回、いい句を選んで
ハワイ便りにも投稿させていただくことにいたしました。参加に興味のある方は、幹事（野
田さん：snoda@hawaii.rr.com）までメールでお問い合わせください。
【1月句会の入選句】
・初茜さす中天に星一つ（多代子）　　　　　・手に受けて刻の重みの年賀状（由美子）
・追ひ羽根や青空に音の澄みわたり（可和津） ・エプロンをはずし今年も終はりけり（洋）
・子育てやハワイの海の母鯨（江）　　　 　　・七福神と見へしクルーの初船出（遊子）

　＊ ハワイシニアライフ協会支部のご案内
 この度ハワイシニアライフ協会では、日本の47都道府県を管轄地域といたしまして、以下の
様に各支部に振り分けさせていただきました。各支部長、事務局長から会員の皆様にお知
らせなどが届くこともあろうかとは思いますが、予めご了承いただきますようお願い申し上
げます。新支部設立や都合により管轄地域の再編がある際には、改めて会員の皆様にお知
らせいたします。（今まで通り、他支部のイベントにも参加は可能です。）
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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 41社 2016年2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 　
サチハワイ不動産会社
http://www.sachiHawaii.com
サタケ ホノルル
http://www.satake-japan.co.jp/ja/about/omusubi.html
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
株式会社ノースアイランド
http://www.knowsi-land.jp/
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　   
 

ファーストファウンデーションバンク
http://www.ff-inc.com/  
R. Sakai Company 
リゾートハワイ不動産
http://www.resorthawaii.us  
レストラン吉家
http://jp.sheraton-waikiki.com/yoshiya.htm
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/
㈱ウェルホールディングス
http://www.wellholdings.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  
㈱十勝毎日新聞社
http://www.tokachi.co.jp/   
社会福祉法人 八生会
http://www.hashoukai.or.jp/ 
株式会社ベルマネージメントワイズ
http://www.belle.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/ 





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. 


