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2016年5月号（Vol.103） 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・分かち合おうアロハの心 
 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。

ハワイシニアライフ協会による新しい東北支援プログラム　　　　　　　　
「ハワイ-東北レインボープロジェクト｣スタートのお知らせ
 　平素よりハワイシニアライフ協会をご支援頂きまして、ありがとうございます。当協会主催のレインボー・フォー・ジャパン・キッ
ズ（RFJK）ツアーについては今夏第10回目の実施をもちまして終了することとなりましたが、終了後は新たな東北支援プロジェ
クトとして、「ハワイ-東北レインボープロジェクト」がスタート致します。

　この「ハワイ-東北レインボープロジェクト」はRFJKのミッションを継承し、当協会の社会貢献委員会担当理事の大久保良市を
中心とし、ナデシコクラブがRFJKの運営を通して培った経験を基に更なる東北復興支援を目指し、ハワイと東北を結ぶ交流プロ
グラムにする所存です。震災後5年が経過したこともあり、日々変化する被災地の現状を見据えつつ、確実な東北復興支援となる
よう、より柔軟な交流プログラムとなりますよう、また皆様からのご意見も頂戴しながら支援活動を継続してまいります。皆様に
おかれましては、新生ツアー「ハワイ-東北レインボープロジェクト」に、これまで同様のご理解とご支援をお願い申し上げます。

ハワイシニアライフ協会　会長 坂井諒三

【会員便り】 熊本県在住の会員、浦田裕子さんからメールが届きました。
 （4月26日付）先日より何度もお電話頂き、ありがとうございました。野田さんの穏やかなお声に、心が落ち
着きます。野田さんはじめ、HISLEA皆様の優しい想いがここまで届いてます。本当にありがとうございます。
家の中は足の踏み場もなかったのですが、毎日少しずつ片付けてスッキリし始めました。日中は大丈夫ですが
夜は余震が怖くて地震発生後からずっと13日間車内泊ですが、慣れてまいりました。ガスはまだ復旧してない
ので、早くお風呂に入りたいですね。昨年末から入院中の母は病院で守って頂いており幸いでした。母の車内
泊は無理だったでしょうから、本当に有難いことです。もっと深刻な被災を受けた多くの方々、命を落とされ
た方を思えば... 私はまだまだ恵まれてます。こんな状況のもと、私の英会話レッスンの仕事再開もまだメド
が立ちませんが、通って来て下さる生徒さん方の安全を第一に、余震の状況を検討しながら、今後を考えたい
と思います。先の見えない不安感に押し潰されそうな中、”Kumamoto, We stand” 熊本は立ち上がる！
をスローガンに愛する熊本復興に努めていきます。いつか笑顔で再会出来る日が、楽しみです。Aloha！

（4月29日付）色 と々ご配慮いただき厚く御礼申し上げます。余震が1,000回以上続いており、あと1回はM 7レベルの大地震が来る可能性が
大と聞きながらも、皆まず普通に仕事を再開し始めてます。ライフラインが整っていないので、通常業務にはかなり無理がありますが、せめて
普通の生活を始める"アクションだけでも取らないと”じっと怯えてるだけでは、精神的におかしく弱くなるからと。皆様の励ましを支えに、熊
本県民”負けません”!! 海の向こうからのご支援、心より感謝申し上げます。

（4月30日付）毎回、励ましのお言葉のおかげで元気に過ごしております。家の中の片付け廃棄処分なども着 と々進行中です。番の嬉しい
ニュースは、ガスの修復が済み、今日からお湯が使えるようになりました。ライフライン（水道、電気、ガス）が整いましたので余震はまだまだ
続いていますが、室内で暮らせるようになりました。私は本当に恵まれています。家屋全壊、半壊、または鑑定結果＝赤紙が張られ｢危険・立ち
入らないよう」との家も多数あり、まだまだ避難所にいらっしゃる被災者の皆様には、申し訳ないほどです。
（浦田さん、大変な時にメールありがとうございます。今回被災された方に対して心よりお見舞い申し上げます。HISLEAとしてもできる限り
の支援をしていきたいと考えています。熊本の1日も早い復興をお祈りしております。管理人より）
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ハイキング パレフア・パリケア・トレイル
4月17日（日) 　　 　　　   原なおみさん（ゲスト) 

    
カポレイ地区にあるパレフア・パリケア・トレ
イルのハイキングに参加しました。普段は立
ち入りが制限されているという案内を見て、
好奇心旺盛な私は飛びついた訳ですが、ハ
イキング初心者の私にとっては、崖っぷちの
細いトレイルが所々にあり、ちょっと足が竦
むような場所もありました。しかし、他の地
では見る事の出来ないハワイ固有の植物の
写真を撮りながら、またその説明を聞きなが
らすすむトレイルはとても興味深いものでし
た。更には、リーダーのベテランハイカーの
方でも滅多に遭遇しないというほど美しい形
のツリースネイルを観察する事が出来たのは
大変ラッキーでした。残念だったのは、雨風
が強い日で寒い思いをしてしまい、心地よい
運動後にいただくはずのランチが想定外に
楽しめなかった事でした。当日の私はハイキ
ングに行く事自体が楽しみで、朝からのどん
よりとした空模様を全く無視していたので、
備考欄の持ち物のなかに”雨具”と書いてな
ければ、カッパを持って行かなかったなと思
うと、丁寧な事前説明をしてくださったヒス
レアのオーガナイザーの方に大変感謝いた
しました。ハイキング日和とは言いがたい天
候ではありましたが、あの雨がなければあの
ツリースネイルには出会えなかった気がする
し、また、水分補給の休憩中に少しだけ晴れ
間が出て、普段あまり足を運ぶ事のないナナ
クリ地区を綺麗に眺めることが出来たのは
よかったです。次の機会があるなら、季節を
変えて、そして是非晴れた日に行きたい！　
きっと今回とは又違うハワイの素晴らしい自
然に触れる事が出来そうです。 
 
 
 

サンセットドリンクを楽しむ会
（坂井会長快気祝いの会)　
4月27日（水)    　　　　瓦谷美津子さん（会員) 

 
京都生まれで京都育ちの私がオアフ島に
引っ越して来て早や4ヶ月、ロコに囲まれ
日本人の方 と々の交流が殆どない環境で、
ふと目に留まったHISLEAの広告を頼りに
Waikikiのアロハデスクに寄り、盛りだくさん
のイベントに惹かれ早速入会させて頂きま
した。今回はそのHISLEAの坂井会長の、ア
キレス腱断裂からの快気祝いと言う事で、普
段はお会い出来ない理事の方々も多数ご出
席されてのお祝いの会が、Waikikiヨットクラ
ブで開催されました。通常はヨットクラブの
メンバーでない私などは立ち入り出来ないら
しいのですが、HISLEAに入会させて頂いた
お陰でお邪魔させて頂く事が出来ました。暮
れ行くサンセット前の素晴らしい景色を眺め
心地よい風に吹かれながら和気藹 と々楽し
い会はスタートしました。今回のお祝いのお
席で、会長に手作りのFresh Floral Lei を
差し上げようかなと、花材を吟味しておりま
した。いつもは5種類程度の花材を盛り込ん
でカラフルに仕上げるのですが、今回は差し
上げる方が男性で、しかも上品な坂井会長で
すので、シンプルな色使いで紫のスターチス
と白のカーネーションに小花を少しアレンジ
してT-Leafで編み込みしていくHAKUスタ
イルで仕上げでみました。会が始まり、ご登
場された会長は紫と白の細かなストライプの
シャツに白のセーターを肩に羽織る出で立
ちで、まさに私のレイの色目にピッタリ！会長
か私かどちらにかは分かりませんが、予知能
力が働いたのでしょうか？（笑）これからも
HISLEA主催の数々のイベントに参加させて
頂き、ハワイの事をより深く理解し、また皆

様にもそれをお伝え出来る様になれば嬉し
いです。

マウイ支部

ホトトギス会（句会)
4月9日（土)    　　   神崎洋さん（マウイ支部長) 

4月度の句会は「桜」・「山葵」を兼題にして
行われました。今月の特選句・3点句・2点句
を下記ご紹介します。次回は5月14日（土）、
「カーネーション」・「新茶」を兼題にして開
催予定です。ご健吟ください。 
山葵田や北アルプスにのびるあお（千恵子）
里守る神の化身や山桜（幸） 
春の雪木末の花やとけ散りぬ（まゆみ）　　
待ちこがれ来し日本の春爛漫（富貴） 
色重ね薄墨桜嵯峨の里（富貴） 
風吹けばうづもる花の波立ちぬ（智眞子） 
雨さえも調べに聞ゆ春の朝（幸） 
風に揺れ桜奏でるシンフォニー（千恵子）　
春の海どこまでもゆく帆のありて（幸） 
ひらひらとひらひらひらり徒桜（まゆみ）

第68回ゴルフ会
4月24日（日)          神崎洋さん（マウイ支部長) 

4月に入ると日本や米国・カナダより避寒
でマウイに滞在していた人達（所謂Snow 
Birds）が帰郷し始め一時の喧騒がそこか
しこで薄らぎつつある今日この頃ですが、
4月24日開催のゴルフ会には常連が多数
欠席にも拘らず14名が参加して、少し汗ば
む陽気の中マウイヌイ・ゴルフクラブでい
つもながら和気藹 と々した楽しい会が開催
されました。その結果、出場5回目のKazu 
Yamanoueさんがグロス89、ハンデ25、
ネット64の好スコアーで初優勝を飾られま
した。2位には最近調子を上げているJoe 
Yamawakiさんがグロス81、ハンデ15、ネッ
ト66で入賞し、3位には当ゴルフ会Lowest
ハンデ2のKonosuke Akaoさんがパープレ
イ71、ネット69で回り入賞し実力を発揮さ
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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。

 （$100）大山榮一様 
（$95）近藤利雄様 
（$50）三浦由香様 

（$30）加賀見岩雄様 

2016年3月1日～3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！

れました。今回は上位3位の他、4位に入った
Yasuhito Ogasawaraさん（グロス84、ハン
デ15、ネット69）までの4名がネット60台で
争う大会史上初めての結果となりました。上
記4名以外にも3月のハンデ見直しも相俟って
優勝候補が多くいますので次回以降の優勝
戦線が楽しみになってきました。次回のゴルフ
会は5月29日（日）のカヒリ・ゴルフコースに
なります。皆さん奮ってご参加ください。 
①個人順位（敬称略）：
1位 Kazu Yamanoue、2位 Joe Yamawaki、
3位 Konosuke Akao、4位 Yasuhito 
Ogasawara、5位 Hidemi Hiraga 
②ニアピン（敬称略）：
#3 Yoshiko Rawson、#7 Joe Yamawaki、
#12 Kenny Kanzaki、#14 Konosuke 
Akao、#17 Yasuhito Ogasawara 
 
 
 
 

新潟支部

第20回新潟支部お花見ゴルフ大会
4月14日（木)    　  　 関利明さん（新潟支部長) 

新潟の紫雲ゴルフ倶楽部の飯豊コースで第
20回記念「お花見ゴルフ大会」が行われまし
た。首都圏支部から迫田健路日本地区本部
長、田中久雄さん、八木澤誠さん、鈴木弘さ
ん、川村卓司さんと亀田敦子さんと6名に参
加いただき、総計20名で風のない中でのラ
ウンドが始まりました。各ホールともソメイヨ
シノ、シダレザクラ、オオシマザクラなどが満
開の中でのゴルフとなりました。表彰式と懇
親会は、越の寒梅の酒造直営の「きた山」で

行われました。島名榮さんがグロス99、ハン
ディキャップ28.8、ネット70.2で優勝されま
した。2位は八木澤誠さん、3位は本多孝次
さんでした。お天気に恵まれ、桜も満開の中
でのゴルフを楽しみ、美味しいお酒と日本料
理も堪能できた記念の大会となりました。

　＊ 同好会「なでしこネット句会」　4月句会報
 なでしこネット句会4月句会は9名の方の参加があり、全部で27句の投句がありました。そ
のなかから、下記の6句が多選句として選ばれました。「なでしこネット句会」に投句を歓迎
します。投句をされる方は、お名前（またはニックネーム）とメールアドレスをつけて、幹事の
野田治江さんharuen@gmail.comまでお送りください。
【4月句会の入選句】
・ポケットに里の土産のつくしかな（かつえ）　・さえずりや目で追う先につがい鳥（洋）
・囀りや葉を震わせて姿なく（江）　　　　　 ・片隅に韮の青さや島の畑（多代子）
・巣立ち鳥上へ下へと遠ざかり（可和津）　　 ・木の芽道口笛吹いて帰る子等（笑華）
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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 40社 2016年5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  
ファーストファウンデーションバンク
http://www.ff-inc.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 
ワールドファイナンシャルコンサルタンツ
http://www.wfc.asia/
JTBハワイ
http://www.jtb-hawaii.com　    
R. Sakai Company 
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/   
㈱JTB九州
http://www.jtbcorp.jp/jp/jtb_group/kys/ 



HISLEA Week 2016 6/13(Mon)~6/19 (Sun) 

【6月13日（月）】 

「Honouliuli見学ツアー」 7:30am～12：00pm 
 HISLEA Winter Seminarで大好評だった、ホノウリウリ強制収容所跡地への見学ツアー 
 です。戦争に人生を翻弄されながらもそれを乗り越えた日系人の歴史をたどります。 
 日本文化センターのボランティアの方たちから当時のお話しを伺いながら現地に向かい 
 ます。  【費用】：会員$40／非会員$55  【定員】：18名  

10thAniversary 

「ウクレレ体験教室」 12:00pm～1：00pm 
 初心者の方でも大丈夫、一からお教えします。ハワイに滞在している期間に一曲でも弾ける 
 ようにみんなで一緒に練習しましょう。場所はワイキキ・ジョイホテル、GSカラオケスタジオ。 
 【費用】：会員／非会員ともに$10  【定員】：15名  

「ウェルカム・カクテルパーティ」 6:00pm～8：00pm 
 インペリアルホテルの27階にある、Penthouse 「Ocean Suite Waikiki」にて久しぶりに 
 会う仲間と共に乾杯しましょう！ロケーションは目の前に海が広がる最高の場所です。 
 【費用】：会員$50／非会員$65  【定員】：40名  

【6月14日（火）】 

「オアフ島新発見！ミステリー・ドライブ」 9:00am～4：00pm 
 ハワイを訪れる度に新発見！ロコのみぞ知るオアフ島のミステリーツアー。ハワイを熟知 
 したガイドが案内します。ノースショア・ハレイワでは、ハワイ初の芋焼酎「波花」を完成 
 させた平田ケンさん夫妻の工場を訪れます。他にもあなたの知らないハワイ発見ツアー。 
 五感に共鳴するようなアイランドツアーを特別仕立て致します。 
 【費用】：会員$75／非会員$95 （昼食は各自払い） 【定員】：25名  

【6月15日（水）】 

「ラジオ体操／ニコニコ元気体操」 8:30am～9：30am 
 ハワイの朝はとても爽やか。アラモアナ公園の素晴らしい環境の中で、おもいっきり体を動かして 
 リフレッシュしましょう！どなたでも参加OKです。 
 【費用】：なし（ご寄付歓迎）  【定員】：なし 

「がんばれ熊本！熊本地震被災者支援チャリティゴルフ」 11:00am～6：00pm 
 先ごろ発生した熊本地方を中心とした「熊本地震」の被災者応援チャリティゴルフを 
 企画しました。同時に来年開催される「ジャパン・ハワイ・カルチャーエキスポ」にハワイ 
 の随所を描かれた西川幸夫氏の点描を出展すべく、その出展費用を募ります。大会の 
 主旨をご理解いただき、奮ってご参加ください。（パールカントリークラブ） 
 【費用】：$130 （昼食、飲み物、夕食代込み） 【定員】：60名 

※以下企画内容は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。. 

（１） 

【6月16日（木）】 

「太平洋航空博物館スペシャル見学ツアー」 8:00am～12：30pm 
 真珠湾のフォードアイランドにある航空博物館ツアー。ハワイ在住日本人ガイドの 
 視点による真珠湾攻撃の話を聞いてみましょう。武士道精神に則った真珠湾攻撃 
 とは？ 
 【費用】：会員$65／非会員$75  【定員】：20名  



HISLEA Week 2016 6/13(Mon)~6/19 (Sun) 

10thAniversary 

【6月17日（金）】 

「会員限定セミナーづくし（無料個別相談）」 2:00pm～5：00pm 
 HISLEA Winter Seminarで好評だった、各種セミナーを会員限定で、個人向けに開催 
 します。不動産無料相談（3:00pm～5:00pm）、法律相談（ビザ・相続）（3:00pm～5:00pm）  
 場所はJTB Travel Plazaなど 
 【費用】：なし 【定員】：不動産相談15名、法律相談6名 

【6月18日（土）】 

※以下企画内容は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。. 

（２） 

「気功エクササイズ＆朝食懇親会」 7:30am～10：00am 
 ハワイの朝はとても爽やか。アラモアナ公園での気功エクササイズはとても気分がよく 
 なります。その後のアラモアナショッピングセンター・フードコートでの朝食をとりながら楽しく 
 おしゃべり。 
 【費用】：なし（朝食は各自払い）  【定員】：なし 

「ダイヤモンドヘッドハイク＆KCC」 7:50am～11：30am 
 いつも見てるけど、実際に登ったことのない方が多いダイヤモンドヘッド。頂上から 
 見下ろす景色は最高です！ハイキングでお腹が空いたらKCCのファーマーズ・ 
 マーケットで腹ごしらえはいかが？ 
 【費用】：会員／非会員ともに$10 （交通費別） 【定員】：なし 

「シャングリラ・ツアー」 1:30pm～3：45pm 
 故ドリス・デュークが別荘としてたエキゾチックなイスラム風の豪邸です。生涯をかけて集めた 
 イスラム様式の美術品、装飾品、調度品が、美しい建物と、ハワイの美しい自然の中に見事に 
 調和している姿をお楽しみ頂けます。 
 【費用】：カマアイナ$25／ビジター$30  【定員】：15名 

【6月19日（日）】 

「See You Again BBQ Party」 6:00pm～9:00pm 
 HISLEAウィーク恒例になりましたＢＢＱ、今年もローカル会員や、理事達が腕を奮います。 
 地上４０階から見る３６０度の夜景が美しいワイキキの高級コンド屋上でのBBQパーティです。 
 盛り沢山のご馳走が、心地よい風と共に食欲をそそります。 
 【費用】：会員$50／非会員$65  【定員】：60名 

「もぎたてフルーツ満腹ツアー」 8:45am～1：30pm 
 TV番組で大人気のフランキー・ナーセリーを訪れます。ハニークリーム・パイナップルをはじめ、 
 ハワイでも珍しい高級トロピカル・フルーツ等、200種類以上が育つ果樹園を散策しながら、 
 試食も存分に楽しめます。お好きなフルーツを現地で購入もOK。 
 【費用】：会員$65／非会員$80  【定員】：15名 

※各イベントの集合時間、集合場所などの詳細はHISLEAウェブサイトのイベントカレンダーをご覧下さい。 
※イベントお申し込みは、オンライン、 FAX、もしくはアロハデスクにてお申し込み下さい。 
※お問い合わせは、info@hawaiiseniorlife.org もしくはアロハデスクまでご連絡ください。 
   アロハデスク（TEL）808-428-5808  （FAX） 808-396-1140 



ハワイシニアライフ協会主催 

    「がんばれ熊本！熊本地震被災者支援」  
          ＆ 「ジャパン・ハワイ・カルチャーエキスポ2017」 
       ～チャリティゴルフ大会開催のお知らせ～ 

 ハワイシニアライフ協会では、先ごろ九州、熊本地方で発生しました「熊本地震」の被災者を、このハワイ
から少しでも応援したいという思いから、今回チャリティゴルフを企画いたしました。また同時に、来年開催 

されるジャパン・ハワイ・カルチャーエキスポにおいて、ハワイの随所を描かれた西川幸夫氏の点描（※）を
出展すべく、その出展費用を募りたいと考えております。大会開催の主旨をどうかご理解いただき、皆さま
奮ってご参加いただきますようお願い申し上げます。尚、ご寄付いただいた支援金は社会福祉法人・中央 
共同募金会を通じて被災された皆さまにお届けします。 
    ※「点描」とは線を使わず、点または点に近い短い筆触で表現する画法を言います。 
                                         ～HISLEAチャリティゴルフ実行委員会～ 

©２０１０熊本県くまモン#熊本支援 

【日時】   2016年6月15日（水）11：00am～6:00pm （9ホールショットガンスタート） 

【場所】   パールカントリークラブ 98-535 Kaonohi Street Aiea, Hawaii 96701 
【参加費】  $130 （プレー代、食事代、パーティ代、賞品代、寄付金が含まれます。） 

        （法人でのお申込みは4名で$500） 

【競技】   ダブルぺリア方式 

【定員】   60名 

【賞品】   ホールインワン賞、ニアピン賞など各種ご用意いたしております。 

【申込】     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。（当日クレジットカードでの 
         お支払いは混乱を避けるため極力お控えください。） 

【締切】   2016年6月8日（水）必着 

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

【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。 



【 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） $500 + 寄付金 $      + Tee G スポンサー$      ＝ 合計 $                .. 
 

 個人 $130×（  ）名＝$           + 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：熊本支援チャリティゴルフ 
     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） 

「がんばれ熊本！熊本地震被災者支援」  
        ＆ 「ジャパン・ハワイ・カルチャーエキスポ2017」 
       ～チャリティゴルフ大会申込用紙～ 


