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2016年6月号（Vol.104） 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。 
会員更新のお手続きをお忘れの方はいらっしゃいませんか？まだお手続きをされていない方は、HISLEA ウェブサイト 

http://www.hawaiiseniorlife.org/Information/RenewalForm、もしくはアロハデスク ☎808-428-5808までご連絡ください。

2016年度　第2回定例理事会開催　　5月25日（水)　
 　日本では各地で梅雨入りとのニュースを聞きましたが、会員の皆さまいかが過ごしでしょうか？鬱陶しい梅雨の日本から脱出
して爽やかなハワイにぜひおいでください。さてこの度HISLEAは2016年度第2回定例理事会を5月25日に開催し、19名の理
事が出席する中、①2016年度活動報告（会長報告） ②新役員（Officer）就任　③執行役員の一部入替　④2017年度（第10
期）収支予算等が審議されました。①では経費の削減、プログラム収益の増大、JHCE出展の規模縮小などにより2016年度は
約16,000ドルの黒字見込みになること、アロハデスク特別寄付金／利用促進を実施したこと、RFJKプログラムを終了し、新たに
「ハワイ-東北レインボープロジェクト」を発足したことなどを報告しました。②の新役員（Officer）には、野田省三さんが副会長
（Vice President）に、佐野好勇さんが財務部次長（Assistant Treasurer）に、西村洋志さんが総務部長（Secretary）に任
命され、③の新執行役員と共に2017年度は新体制で臨みます。③の新執行役員任命、④の2017年度（第10期）収支予算に関し
ましては次回のハワイ便りでお話ししたいと思います。 
　来年2017年はHILSEA創立10周年を迎えます。HISLEAの更なる飛躍を目指し、新たな気持ちで理事一同、役割を果たして
まいります。会員の皆さまには引き続きご理解ご協力を賜りたく、お願い申し上げます。マハロ！　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハワイシニアライフ協会 会長　坂井諒三

【会員便り】 広島支部長・山内さんからお便りが届きました。　
 HISLEA の友人の皆様へ... オバマ大統領の広島原爆ドーム訪問　　　山内征三さん（広島支部長）
 
　5月27日、被爆地広島は、”オバマ米大統領広島訪問”という「歴史的瞬間」を迎えました。テレビから
流れる、碑前に花輪を手向け、数秒間目を閉じて犠牲者を追悼するオバマ大統領の姿を見て涙を流し、罪
のない人々を犠牲にする戦争自体を真っ向から否定し、核のない世界への決意を表明した、まるで哲学者
の様な格調に満ちたスピーチを聞き、素直に感動しました。オバマ大統領が安倍首相と連れ立って歩きな
がら、「広島に来ることができて本当に良かった。今日はあくまでもスタートだ」と語り掛け、核廃絶に努力
する意向を強調した姿は、オバマさんの人柄を表しています。
　大統領としての任期も一年を切りましたが、退任後の行動に大いに期待します。私ども夫婦は1945年 
8月6日、爆心地から私は2.3Km、カミさんは4Kmの地点で被爆しました。祖母に抱かれていた生後40日
の私は傷一つ負いませんでしたが、同じ場に居た3才上の姉は被爆死、祖母は背中に大火傷負いました。 
あの時（1945年8月6日8時15分）、私を抱いた祖母が爆心地の方を向いていたら、私はこの世にはいな
かったでしょう。（大火傷を負った祖母は、幸いにも90才の天寿を全うしました。）一夜明けた28日、感動
の余韻が覚めやらぬ中をカミさんと連れだって平和記念公園に参りました。原爆慰霊碑の前には、祈りを
捧げようとする国内外の来訪者の列が途切れることなく続いていました。皆さんと同様に、多くの戦没者のご冥福と世界の”恒久平和”を祈
りました。日本軍の真珠湾攻撃に始まり、広島、長崎の原爆投下で終了した「太平洋戦争」ですが、今年は日本軍が真珠湾を攻撃してから75
年の節目の年となります。安倍首相が日本国の代表として真珠湾を訪問して、戦没者の慰霊をなされることを強く願います。候補者の資質に
（？）が付く米国の大統領選挙が近づいていますが、不幸な争いが起きない世界となることを祈るばかりです。
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いよいよ来週13日（月)からHISLEAウィークが始まります！　
 まだまだ予約が可能です。イベント参加の登録よろしくお願いします！イベントの詳細はHISLEAウェブサイトへ！

13日（月）
ホノウリウリ見学ツアー　　　　　　　   　　 
時間：7:30am-12:00pm  　 
参加費：会員$40／非会員$55 

初心者向けウクレレ体験教室　　    　　 
時間：12:00pm-1:00pm 　  
参加費：会員$10（会員のみ） 

ウェルカム・カクテルパーティ　　　　　 　　 
時間：6:00pm-8:00pm     
参加費：会員$50／非会員$65
14日（火）

オアフ島新発見！ミステリードライブ  　  
時間：9:00am-4:00pm     
参加費：会員$75／非会員$95

15日（水）

ラジオ体操／ニコニコ元気体操　　　　　　 
時間：8:30am-9:40am　　　  
参加費：$1のご寄付をお願いしています。

第9回HISLEAチャリティゴルフ       
時間：11:00am-6:00pm　　  
参加費：会員、非会員ともに$130
16日（木）

太平洋航空博物館スペシャル・ツアー　  
時間：8:00am-12:30pm　　  
参加費：会員$50／非会員$60
17日（金）

もぎたてフルーツ満腹ツアー           
時間：8:45am-1:30pm　　　  
参加費：会員$65／非会員$80

会員限定無料個別相談   　           
時間：3:00pm-5:00pm　　　 
参加費：無料（会員のみ）

18日（土）

早朝爽やか気功エクササイズ　　　　　　  
時間：7:30am-10:00am　　　 
参加費：無料（ご寄付歓迎）



ハワイ便り　Page 3

ゴルフを楽しむ会
5月19日（木) 　　 　　　   小柳松美さん（会員)     
私が生まれ育った地域は冬が寒く生活しにく
い所です。雪も降ることが多くゴルフは１年
の半分程しか出来ません。そういうものだと
思っていましたが、30年近く前に妻と初めて
ハワイを訪れました。温暖でとても過ごしや
すいと思いました。またゴルフも年中出来る
のに驚きました。今では年に3、4回必ず来て
います。昨年仕事もリタイアしてカポレイに
家を購入しました。今回は50日の滞在です。
娘もハワイに住んでおり、週末には小学3年
生の孫と会って食事や買い物など一緒に楽し
んでいます。孫は庭の手入れなどの家事を手
伝ってくれます。いつかはこの家にずっと住み
たいと考えています。6年前HISLEAの仲間
たちと知り合い、以来皆さんとゴルフを一緒 
に満喫しています。5月19日ヒスレアゴルフイ

ベント・パールカントリーに参加しました。当
日はゴルフ日和の良い天気で、3組12人での
プレーです。いよいよ始まれば、皆真剣です
が、同組の人たちも和気あいあいと、打ち進
むうち意外と早く終わってしまった感があり
ます。私は日本で雪などの為にしばらくゴル
フから遠ざかっていましたが、久し振りに十
分堪能することが出来て、また、とても楽し
いゴルフの会でした。皆さま、また宜しくお
願いします。 

素敵なご寄付をいただきました！　　
5月26日（木)    　　　　野田省三さん（副会長)  
今年1月に開催された第18回のPGAソニー
オープンの主催者であるNPO 団体Friends 
of Hawaii Charitiesから、ヒスレアは今年
も4,000ドルの寄付をいただきました。ハワ
イの地域社会に何らかの社会貢献活動をし
ているNPO150団体の一つとして選ばれた

のは大変光栄な事です。これも元ソニーハワ
イ社長でした坂井諒三会長の影の根回しの
賜物です。ヒスレアの運営に有効に使わせて
いただくことといたします。

マウイ支部

ホトトギス会（句会)
5月14日（土)    　   神崎洋さん（マウイ支部長) 

5月度の句会は「カーネーション」・「新茶」
を兼題にして行われました。今月の特選句・
4点句を下記ご紹介します。次回は6月18日
（土）、「紫陽花」、「万緑」、「虹」、「夏」を
兼題にして開催予定です。ご健吟ください。
【今月の特選句】 
母は逝き娘に子はなくもカーネーション(林子) 
赤弾むバイクの荷台カーネーション（林子） 
名も知らぬ新樹堂々森の番（幸）　  　         
朝風呂の火照り冷ますは若葉風（幸） 
富士仰ぎ走り茶採りを思ひいづ（富貴） 
【今月の4点句】 
花水木千のチョウ舞ふ姿かな（まゆみ） 
ひらひらとひらひらひらり徒桜（まゆみ）

18日（土）続き

ダイヤモンドヘッドハイク＆KCC朝市　   
時間：7:50am-11:30am     
参加費：会員、非会員ともに$10

桃源郷「シャングリラ」ツアー　　　　　　　　 
時間：1:30pm-3:45pm　　　  
参加費：会員、非会員ともに$30（カマアイナ$25）
19日（日）

See You Again BBQ パーティ　　　　　　　 
時間：6:00pm-9:00pm　　　  
参加費：会員$50／非会員$65
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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4月1日～4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 
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！

第69回ゴルフ会　　
5月29日（木)    　　神崎洋さん（マウイ支部長) 

 
快晴、微風の絶好のゴルフ日和に恵まれたカ
ヒリ・ゴルフコースに13人のプレーヤーが集
まり第69回のゴルフ会が開催されました。
その結果、Kazu Matsumotoさんがグロス
81、ハンデ15、ネット66の好スコアーで回ら
れ、2012年10月大会以来3年７ヵ月振りに
通算3回目の優勝を飾られました。2位には
Ikuko Kusumotoさんが入りました。Ikuko
さんは前半から大健闘を続け同伴競技者の
後押しがあったものの2度目の優勝を目前に
した17・18番で大きくスコアーを落として惜
しくも1位に2打差のネット68（グロス106、
ハンデ38）に終りました。3位には毎回安定

したゴルフを見せてくれるKonosuke Akao
さんが入りました。今回もグロス72、ハンデ
2、ネット70の素晴らしいスコアーで回り前
回に続いての3位です。6月のゴルフ会は諸般
の事情で第3週の日曜日（6月19日）開催と
なりました。コースはキング・カメハメハ・ゴ
ルフクラブとなります。 
①個人順位（敬称略）： 
1位 Kazu Matsumoto 
2位 Ikuko Kusumoto 
3位 Konosuke Akao 
4位 Takuya Kuribayashi 
5位 Masayoshi Inukai 
 

②ヘアピン（敬称略）： 
#6 Hidemi Hiraga 
#8 Yoshiko Rawson 
#13 Ikuko Kusumoto 
#16 Kazu Yamanoue

　＊ 同好会「なでしこネット句会」　5月句会報
 なでしこネット句会5月句会の入選句を紹介します。俳句に興味のある方は「なでしこネット
句会」に入りませんか？希望者は幹事の野田治江さん（haruen@gmail.com）までメール
でご連絡ください。
【5月句会の入選句】
・走り茶を差し出す人の大人びて（可和津）・ティーリーフ巻いてハワイの粽かな（可和津）
・祝い餅柏の褥ふうわりと（江）　　　　 ・青嵐髪の乱れに遠慮なし（洋）
・壺に花白きをめでて夏来る（多代子）  　・朝寝して不覚のままに夢遊ぶ（多代子）
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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 35社 2016年6月)

米国/ハワイ
インケアハワイ
http://www.hawaii-refresh.com  　
オーシャンウィンド不動産
http://www.oceanwind-hawaii.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　
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/
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
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/ 



ホノルル支部 

  「感謝の集い」 開催のお知らせ  

 この度、HISLEAホノルル支部は7月1日からの組織改編により、6月30日を以て解散となり、その機能は 
本部のイベント委員会に引き継がれることとなりました。今までホノルル支部のイベントやサークル活動な
どでご協力いただきました会員の皆さまと、「感謝の集い」を開催したく、ご案内いたします。 
三味線、日本舞踊、詩吟といった伝統芸能の披露に加え、ニコニコ元気体操、ビンゴゲームといった楽し
い企画も予定しております。 
 またホノルル支部幹事としてご活躍された山谷敏夫さんから、上等な食器類を皆さまにお譲りしたいと 
ご寄贈いただきましたので、当日会場で展示いたします。お好きなものをお持ち帰りください。食器類の 
お代をいただく代わりにご寄付をお願いし、先日発生した熊本地震で被災された方への義援金とさせて 
いただきます。どうぞご理解ください。今までのホノルル支部の活動を振り返りながら、楽しい一時を皆さま
と過ごしたいと思っておりますので、どうぞお誘いあわせの上、ご参加ください。 
 皆さまのお越しをお待ち申し上げております。                                         
                                            HISLEAホノルル支部長 塚原 勉 

【日時】   6月25日（土） 12：00ｐｍ～2：30ｐｍ （受付開始 11：45am～） 

【場所】   レストラン吉家 （シェラトンワイキキホテル2階） 2255 Kalakaua Ave, Honolulu, HI 96815 

【参加費】  会員$20／非会員$25（現金またはチェック） 
【定員】   60名 
【申込】   HISLEAのウェブサイト http://www.hawaiiseniorlife.org  
        またはアロハデスク ☎(808)428-5808 からお申込みください。 
【締切り】   6月23日（木） 5:00pm 
       （締切り後のキャンセルには参加費をいただきますのでご注意ください。） 
【その他】  駐車場はシェラトンワイキキホテルのパーキング場をご利用ください。 
                4時間以内のパーキングバリデーションがあります。 ©２０１０熊本県くまモン#熊本支援 



【 ハワイシニアライフ協会主催 特別講演会 】 

東北被災地支援 「いま福島から伝えたいこと」 

 ハワイシニアライフ協会では、「RAINBOW FOR JAPAN KIDSプログラム」 

などを通して東北被災地支援を行っていますが、震災後５年を経た今、被災
地がどのような状況なのか正確に把握している方は少ないと思います。特に
放射能問題を抱える福島県の現状については情報が錯綜していて何が真
実なのか見えません。そこでこのたび、福島よりラジオ福島のアナウンサー
であった大和田新（あらた）氏を講師にお迎えし、福島が置かれた今の状況
とこれからの課題について語っていただくことを企画しました。大和田新さん
は東日本大震災の時、１２時間マイクから離れず、ラジオを通して県民に情
報を送り続けた方です。現在は、ラジオ、テレビ、講演会などで震災を伝える
活動を海外を含めて精力的に行っていらっしゃいます。 

＜大和田新プロフィール＞ 
大和田新（おおわだあらた)。１９５５年

（昭和３０年）３月生まれ６０歳。昭和５
２年中央大学法学部政治学科卒業。
同年福島市に本社がある株式会社ラ
ジオ福島に入社。アナウンサーとして３
８年務め、昨年３月に定年退職し、個
人事務所・株式会社O,A企画を立ち上

げる。現在は、ラジオ週２回、テレビ月
１回と週１回の番組を担当している。今
年２月２０日からは、ニューヨークで 

３回に渡り福島県の現状と課題につい
て話してきた。 

日時：    ２０１６年７月１９日（火）  
       【講演会】５：３０pm～６：３０pm （受付：５：００pm～）  
 

場所：    ワイキキ・ヨットクラブ  
         1599 Ala Moana Blvd., Honolulu, HI 96814 
 

参加費： 会員＄５、非会員＄１０（会場使用料として） 
 

定員：   ４０名 
 

申込：   HISLEAのウェブサイト（URL：http://www.hawaiiseniorlife.org） 
      またはアロハデスク（☎：808-428-5808）まで 
 

締切：   ７月１５日（金） 
 

その他：   駐車場はアラモアナ公園内、またはアラモアナショッピング 
      センターの駐車場をご利用ください。 


