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2016年度 支部長会議開催　6月25日（水)
 

　日本全国からヒスレアの支部運営にかかわる関係者が6月
20日に東京に集まりました。前日の懇親会と今年で3回目を
迎えることもあり、みんなすっかり顔なじみ。ハワイからも坂
井会長、野田副会長、大久保理事と新任の西村理事の4名が
参加、忌憚のない意見が交換されました。

　まずは全国の各支部から現状と課題などが報告され、それ
ぞれの支部の成功例と問題点など、他の支部のこれからの運
営にとても参考になりました。また、この中で各支部間のさら
なる交流が必要であることが再認識されました。ハワイ本部
からは新体制と財務状況が報告され、人事として特筆すべき
は、念願でもあった事務局長のポストが置かれることになっ
たことです。これにより、ハワイ本部と日本各地の支部との直接の交流がスムーズに運営されることになります。また、昨年よりの
起死回生プログラムの成功により経費を大幅に節減したことで今年度は黒字となる予測です。なお７月からスタートする新年度
も黒字を見込んでおり、頭の痛い問題でありました会費の値上げは、今年は見送れそうです。ただ、会費収入だけではヒスレアの
運営が出来ないが現状で、その収入の中に寄付金が含まれています。健全な財政を続けるために今後も新規会員の獲得をしなけ
ればなりません。

　東日本大震災で被害を受けて子供たちを支援する新たなプログラム、「ハワイ東北レインボープロジェクト」への寄付金として、
福岡支部の尽力により100万円が坂井会長へ渡されました。福岡支部の社会貢献には本当に頭が下がる思いです。会議の後半
に活発な意見交換がなされた中で、会員の若返りと支部運営にかかわる後継者の育成とその人材の確保などが討論されました。
これらは多くの支部が抱える大きな課題でもあり、今後も継続してヒスレアの若返りに尽力していくことで閉会となりました。

日本地区本部長　迫田健路
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HISLEAウィーク特別レポート　第一弾！

HISLEAウィーク、大成功でした！

毎年６月の第３週目に開催する「HISLEAウィーク」は今年で8回目。
このスペシャル企画は、HISLEAローカル会員達が魅力あるイベント

や手作りのツアーを企画し、日本会員の皆様に新たなハワイの魅力
を紹介し、会員同士や理事たちと親睦を図ることを目的としています。
1日目は、ホノウリウリ強制収容所跡地への見学ツアー。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した。
午後は「ウクレレ体験教室」そして、夕刻には、美しいワイキキのサ
ンセットを眺望できる絶景スポット・オーシャンスイートでお洒落な
「ウェルカム・カクテル・パーティ」を開催しました。
2日目は「オアフ島新発見！ミステリー・ドライブ」。最初に、ハワイ王
朝の墓所「マウナアラ」に参拝しました。幸運にもチャペル内に入る
ことが出来ましたが、祭壇を含め内装の全てがコアの木製で、驚嘆し
ました。後は、当日の特選ツアーガイド、ジョー高橋の案内で、島中
のとっておきスポットを巡りました。最後に立ち寄ったグリーン・ワー
ルド・コーヒー・ファームも、レトロな雰囲気が抜群！ワイパフにある
木製看板工房見学も興味を引きました。
3日目の朝はラジオ体操とニコニコ元気体操（毎週木曜日８時３０分

HISLEAウィーク、沢山の会員の皆様にご参加いただきました。企画、運営に東奔西走して下さった深田マコ理事をはじめ、多く
の理事、ボランティア、会員の皆様、本当に有難うございました。沢山のご感想をいただきましたが、今号では入りきりませんので、
次号とあわせて２回に分けて掲載させていただきます。

HISLEAの皆様、大変お世話になりました。　　　　　　　会員 後藤毅男
 　HISLEA理事の仕事を１年間させていただきました。この間、自分の経験を活かし
てHISLEAの財務状態を分析させていただき、それに基づく提言もさせていただきま
した。新しい試みも皆様のご協力を得てやってみることができました。そしてこの度、
個人的な事情により理事を辞退させていただきました。
　この１年間、自分にとっての最大の収穫は、HISLEAの理事を仰せつかったために、
多くの人と交流できたことです。この場を借りて皆様に厚く御礼申し上げます。個人的
な事情とはここハワイだけで過ごすのでなく、ニューヨークと東京の３か所の生活を
楽しみたいと考えてのことです。幸い、ニューヨーク（郊外のWhite Plains）には２５
年前に投資したホテルコンドがあり、東京港区のマンションは処分せず、そのままに
してあるので、何とか金が続く限りは、ハワイのコンドを含めて３か所で暮らせるかな
と思っております。HISLEAには長寿の方が多くいらっしゃいますが、自分もあやかり
たいとは願うものの、残りどれだけ自分が生きられるかは、わかりません。自分では
後２０年は生きたいと思い（周囲の人にこう宣言してから２年が既に経過）、週に２回、
ジムで１キロを約６分強の速度で走るジョギングに励んでおります。しかし、健康状態
がいつ、どのように変化するかはわからないので、残りの年数を想定、逆算して元気な
うちに、体が動くうちに、車の運転ができるうちに、頭がボケないうちに、先週と同じ
ように今週も時間が流れるうちに、今やりたいこと、今やっておいた方がいいことを後
悔しないうちに実践したいと夢を膨らませました。逆算してとは突然死でない限り、例
え２０年生きたとしても最後の数年は動き回るのに苦労する、あるいは無理を伴うか
もしれないと思っています。そうなるとトリプルライフの生活を元気に謳歌できるのも
今だと思っています。年２回の定期健診（血液検査、CTスキャン、内視鏡検査）でいつ
何を指摘されるか、内心ひやひや,「残りの人生を楽しむための時間がないかも！」と、
常に不安と背中合わせですが、これまでのところ、「異常なし」というか「悪いことは見
つかっていない」ということでホッとしています。癌を含め、病気は早期発見、早期治
療と思っています。このような健康状態、心理状態の時に残された時間を自分と家族
のために生きたいと考えて自分の思いを通させていただきました。
　HISLEAの理事の皆様、大変お世話になり、ありがとうございました。

ノースショアの夕焼け
by Masako Nashimoto
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HISLEAウィーク特別レポート　続き
から開催）。アラモアナ公園の素晴らしいロケ-ションで心身リフレッ
シュ！そして「がんばれ熊本！熊本地震被災者支援チャリティゴルフ」
をパールカントリークラブで開催しました。大会は日頃の十分な練習
をつんだ強者達１０組で競い合い、何とホールインワンまで出て、と
ても充実した楽しい大会でした。そして2000ドルの義援金を在ホノ
ルル日本国総領事館（熊本地震災害義援金を受け付けている）へ納
めることが出来ました。
4日目は「太平洋航空博物館見学ツアー」。真珠湾のフォートアイラン
ドにあり、ハワイの歴史スポットNO.1との定評です。ハワイ在住日本
語ガイドの視点による真珠湾攻撃の話を熱く語っていただき、全員
とても感動しました。
5日目は「もぎたてフルーツ満腹ツアー」。オアフ島の東海岸線をド
ライブし、癒し系スポットを巡った後、ワイマナロの広大なフルーツ
ファームを訪れ、豊富な知識を持つガイド嬢に案内されながら50分
くらい農園内を歩きました。南国の珍しいフルーツをその場でもぎ
取って試食。更に、ランチタイムには、大きなピクニックテーブルを囲
んで、20種類以上の山積みの南国フルーツをたらふくという超満足
なツアーとなりました。
6日目、土曜日の朝はマジックアイランドで気功エクササイズ。爽や
かな気分の後は朝食懇親会。別のグループは、ダイアモンドヘッドハ
イキングに挑戦し、後はＫＣＣの朝市で腹ごしらえ。また午後からは、
恒例のシャングリラツアーに出掛けました。故ドリス・デュークが別
荘として建てたエキゾチックなイスラム風豪邸は、訪れるたびに新た
な発見があり、その美しさにため息が漏れるばかりでした。
7日目の最終日は恒例となりましたＢＢＱ、理事達が皆様の為に腕
を振るいました。地上45階からワイキキの美しい夜景を愛でながら、
来年の再会を約束して7日間のＨＩＳＬＥＡウィークを閉じました。最
後に、HISLEAウィークが、多くのボランティアの皆様のご協力によっ
て大成功を収めることが出来ましたことを、心から御礼申し上げます。

常務理事 深田マコ

ホノウリウリ・ツアーに参加

先日は、ホノウリウリ・ツアーに参加させていただき、大変貴重な体
験をすることが出来、ハワイに住む戦後の新1世として、同じ同胞の
日系人が体験してこられたハワイでの歴史を垣間見ることが出来た
ことを感謝します。戦後70年が過ぎ、今になってこのような収容施
設が公にアメリカの国定施設跡地に指定され、歴史にも刻まれるこ

との重要性をハワイに住む日本人・日系人にまた、多くのハワイを訪
れるアメリカ人また日本人に知ってほしいと思いました。ハワイでも、
真珠湾攻撃の体験者であるアメリカの兵士であった方々も、市民で
あった体験者の方々も生存者が少なくなっているこの時に、過去の
経験を活かし、二度と同じ失敗をしないように過去から学ばなけれ
ばならないと改めて思わされました。
職業柄聖書の中には、70年というのは特別な年数であることを思わ
されます。旧約聖書の時代にイスラエル王国の民が、神に従わず預
言者の言うことに耳を傾けず、イスラエルの王国は、バビロニア帝国
（現イラク）に滅ぼされ、敵国バビロニア帝国に捕囚となって70年
年間拘束を受けました。既にその時、神は預言者によって70年後に
イスラエルの民を解放すると預言させていました。預言通り、70年後
バビロニア帝国は、新たなペルシャ帝国（現イラン）の出現によって
滅ぼされ、ペルシャ帝国は、イスラエルの民にエルサレムに戻り、神
殿再建の許可を与えました。聖書の預言通りに事は現実となりまし
た。すなわち、聖書の中では、この70年後というのは解放の年であ
り、回復の年であったのです。太平洋戦争が終了して、戦後70年を迎
えてこのハワイの地が、戦争の傷が癒され、あらゆる束縛から解放さ
れ、土地が癒され、回復してゆくことと、その戦争体験者の方々、そ
の家族、子孫の方々、そこに住む多くの人種、民族を超えた人々に神
の祝福があることを心から信じて祝福を願い祈りました。このような
機会が与えられたことを心から感謝します。本当にありがとうござい
ました。
インターナショナル・ジャパニーズ・キリスト教会 就任牧師 冬木友博

もぎたてフルーツ満腹ツアーに参加した

バスは曇り空のワイキキを通り抜け、カピオラニ公園、水族館と進む。
ワイマナロの街へ入ると曙の銅像があり、何故か日本と近い関係が
あるように思えた。バス通りから離れ、山へ向かって進み、農園（フ
ランキーナーセリー）へ入った。
いよいよもぎたてフルーツの開始だ。準備OK。ジャボチカバ、スリ
ナムチェリー等聞いたことのない名前から案内が始まった。ジャボチ
カバはチェリーのような実だが、色はもう少し黒く木の幹に直接実が
なるようで、食べると渋みがあった。月桂樹やチューインガムの木が
ありグレープフルーツへと進んで行く。フルーツはここの農園だけで
400種類もあるそうだ。ジャックフルーツは、枝の先にトゲトゲの実
をつけて、頭２つくらいの大きさで、何も寄せ付けず、重そうにぶら下
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HISLEAウィーク特別レポート　続き
がっている。ハワイに来て南国のフルーツが、いつでも収穫できる贅
沢さを感じた。
農園から戻るとおにぎりと水の準備がしてあり、昼食を食べた。しか
し食べた後がすごい。ハニークリームパイナップルから始まり、マン
ゴウ、パパイヤ、ライチなども枝付きのまま、前の人から送られてくる。
２０種類位食べただろうか？食べながら周りの人達とのおしゃべりが
が楽しい。日本ではここの様にゆっくり、のんびり歩いたり、食べたり
することは出来ない。心地よい風と海の香りと解放感。この環境に
いつまでも浸っていたい。楽しい仲間に囲まれながら、フルーツラン
ドで過ごした、この時を大切にしたいと思う。今日のような大切な時
間を作って頂いて、ありがとうございました。

会員 鶴﨑秀樹・はま子

オアフ島新発見 ! ミステリー・ドライブ

朝、ＤＦＳギャラリーに集合し、ツアー会社のジョーさんの運転、案
内で総勢７名のツアーです。まず最初にダウンタウンのマウナアラに
在ります王朝の墓所に。ここの墓地にはカメハメハ２世～５世と､ハ
ワイ王朝に関係のある方々が祀られ、地下の部屋にはカラカウア王
とカピオラニ王妃が祀られて居ります。 地上の礼拝堂(教会)は､壁、
机、椅子、全てがコアの木で、立派でした。
次に訪れたのは、聖・アンドリュウ教会。窓のステンドグラスは凄く
綺麗で一度は観ておく価値があります。ここでも礼拝を済ませまして、
次はホノルルの東海岸をドライブします。
まずダイヤモンドヘッドの海岸線の展望台で写真タイム。そして､ハワ
イカイ､サンディビーチを通り、マカプウ岬でひと休み。そして今度は
ハレイワ方面へ。ハレイワタウンに着き､「ビーチハウス」と言う所で
ランチを食べました。私はアヒ丼を頼みましたが､アヒの味は抜群で
した。
ランチの後は、ホヌ(海亀)を観に行きました。３匹ほどが、時たま海
面に首を出すのですが､写真を撮ろうとすると上手く撮れません。私
達はその海岸を離れ､ハレイワタウンで自由散策。私はオワフ島で二
番目に古い教会、リリウオカラニ・ブロテスタント教会に行きました。
ここにはリリウオカラニ女王が寄贈した時計があります。皆さんそれ
ぞれ街を散策され、次は石鹸工場とその横のコーヒー店を見学しま
した。そして車に乗り、コーヒーファーム「グリーンワールド・コーヒー
ファーム」に。ひと休みをしまして、時間も時間ですので､一路車はワ
イキキに向かいました。帰りの車では大きい綺麗なレインボーを観る

ことが出来、明日もまた素晴らしい日になると思いながら、無事にワ
イキキに着きまして解散しました。私を含め参加された皆さん大満足
のツアーでした。　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員 小林孝之

ヒスレア ウィークに参加させていただいて
今年はHISLEA week に参加出来るように滞在予定を前倒しました。
まず、初日の「ホノウリウリ」歴史的国定公園史跡に行けた事は大変
感慨深かったです。夜のウエルカムパティーでは、関西支部からの皆
様はじめ、ハワイの皆様と再会できたり、初めてお目にかかる方々皆
様と和気藹 と々過ごす事が出来ました。2日目のミステリードライブ
ツアーではMatma 'Ala(王家の墓)、セントアンドリュース教会、ハナ
ウマベイ、マカプ岬、ハレイワ、ワヒアワと回っていただいて、盛りだく
さんのツアーでした。5日目のイベントで、「もぎたてフルーツ満腹ツ
アー」にも参加し、ワイマナロの果樹園で沢山の種類のフルーツをい
ただいて、まさに満腹ツアーでした。
6日目は朝7時30分に集合してダイアモンドヘッドの内側まで行き、
トレッキングしました。 私は、毎朝ワイキキの街を走っていますので、
このトレッキングも頂上まで駆け足で上がりました。とても気持ちよ
かったです。午後はシャングリラツアーに参加しました。何度行って
も素敵な所です。余談ですが、ダイアモンドヘッドのトレッキングが
とても清々しかったので、翌朝もダイアモンドヘッドの頂上まで駆け
上がりました。
最終日。ウィンザーコンドミニアム屋上でパーティーが催されました。
この1週間でハワイの皆様には大変お世話になりました。総領事ご夫
妻、副領事ご出席のパティーで、本場ハワイで私の拙いフラダンスを
披露してしまい、失礼しました。この様な場で踊らせて頂いた事は大
変光栄で、思い出になります。ありがとうございました。
1週間のどのイベントも早くから準備にお骨折りいただき、ありがと
うございました。お陰様で、ハワイの皆様、日本から来られてる皆様
と交流ができ、楽しく過ごす事が出来ました。Mahalo, A Hui Hou! 

会員 山本敦子
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サンセットドリンクを楽しむ会
5月25日（水) 　　 　　　事務局長 西村洋志さん     
毎月第４水曜日に開催される「サンセットド
リンクを楽しむ会」に参加しました。 
会員制のワイキキ・ヨットクラブはいつも爽
やかな風が吹いており、係留中のヨットの隣
で飲むビール、ワインなどは最高です。その
心地よさについついお酒の量も進んでしまい
がち。当日は、HISLEAの「営業部長」であ
る恒川理事の快気祝いと、やはり理事として
ご活躍された後藤理事の送別会を兼ての会
でした。恒川理事と後藤理事は偶然にも同
じ病気で手術・入院をされており、会はその
病気の話が中心になってしまいましたが、お
２人ともお話しがとても上手なので全く悲壮
感なく、笑い話のようでした。 
ハワイには日本から大勢の方が病気や怪我
の療養に訪れます。そしてまた元気になられ
て日本に帰国していきます。そんな病気や怪
我をも治癒するハワイの気候が、自分は大好
きです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広島支部

広島支部 おしゃべり懇親会開催！　
6月26日（日)    　    　 広島支部 中井克洋さん 

去る６月２６日１８時半から広島市中区の日
本料理屋「ひろしま八雲」で、ヒスレア広島
支部のメンバーが集まった「おしゃべり懇親
会」が開かれました。広島支部では、山内支
部長ご夫妻がハワイの情報交換や会員間の
懇親を深めるために様々な催しを企画してく
ださいます。このようなおしゃべり会も年に
何回も開かれ、今年は３月２４日に続いて２
回目です。いつも多くの会員が家族や知り合
いを連れて参加しますが、今回も総勢３３名
の参加がありました。 
 

今回は「下山直登さん」の乾杯の発声と、新
入会員の「真殿和敏さん」（プロのギタリス
ト）のウクレレ演奏でスタート。当日６月２６
日が山内支部長の誕生日ということで、ウク
レレ伴奏で「Happy Birthday」をみんなで
合唱、前回のおしゃべり会から会員になら
れた歌手の「みかわの玉三郎」（本名「久保
田博英さん」が挨拶がわりに民謡（イタリア
のオーソレミーヨ）を響き渡る美声で歌った
りと、賑やかに進行しました。（玉三郎さん
は、来年１月２１日に予定されている山内支
部長ご夫妻の「結婚５０周年を祝う会」で、そ
の美声などを披露していただくことになって
います。参加される方は是非ともご期待くだ
さい。） 
広島支部恒例の会員３分間スピーチで会は
どんどん盛り上がり、最後は真殿さんのウク
レレ伴奏と玉三郎さんの音頭で、全員が「涙
そうそう」を歌いながら、「下山美弥さん」
がフラを踊ってくださるというサプライズも
あって、最高潮に達しました。「坂田素直さ
ん」の挨拶と乾杯で閉会となりましたが、今
回の「おしゃべり懇親会」もとても盛り上が
り、夫婦共に楽しい時を過ごすことができて
感謝しています。
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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。

 

　　　 　　                                                   　 （編集担当：ハワイシニアライフ協会 広報委員会）

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！

マウイ支部

第70回ゴルフ会　　
6月19日（日)    　　  マウイ支部長 神崎洋さん 

好天に恵まれたキング・カメハメハ・ゴルフ
クラブにて、日本から来られている初出場の
2名の方を含め14名が参加して第70回ゴル
フ会が開催されました。難易度の高いコー
スでもあり、北東から吹く貿易風を如何に
仲間に引き入れられるかが好スコアーへの
Keyでしたが、流石にいつも風と仲良く付き
合っているウィンドサーファーのYasuhito 
Ogasawaraさんが混戦を制しV2を飾られ
ました。優勝スコアーはグロス88、ハンデ
15、ネット73でした。2位はグロス89、ハン
デ16、ネット73のYoshiko Rawsonで、優

勝者と同ネットながら大会規定により2位と
なりました。Yoshiko Rawsonさんは2位入
賞に加えてニアピン賞を2個を獲得されまし
た。同じくネット73ながら、日本から来られ
て今回初出場のTetsuo Tanakaさんがグロ
ス95、ハンデ22で3位に入賞されました。
ベスト3に入賞された皆さんおめでとうござ
いました。尚、次回7月のゴルフ会は7月24日
（日）、9時よりマウイヌイで開催されます。
ご家族・ご友人をお誘いあわせの上、皆さん
奮ってご参加下さい。

マウイ・ホトトギス会
6月11日（土)    　   　マウイ支部長 神崎洋さん 

6月度の句会は「紫陽花」・「万緑」・「夏」

を兼題にして行われました。6月の特選句
を下記ご紹介します。次回は7月16日（土）、
「虹」・「夏」・「雨蛙」を兼題にして、キ
ング・カメハメハ・ゴルフクラブの特別室
（Hanohano Room）にて開催されます。
この句会には、マウイ・ホトトギス会設立当
初の会員であり、その後ワシントンに移られ
て現在もワシントン・ホトトギス会を主宰さ
れておられるTakako Dickinsonさんをお招
きしています。皆さん奮ってご参加下さい。 
引き続きご健吟下さい。  
今月の特選句  
万緑に包まる想出一周忌　　　　　林子  
あじさいの色濃き朝の別れかな　　林子  
引き出しの父の面影パナマ帽　　　富貴

　＊ 同好会「なでしこネット句会」　6月句会報
 なでしこネット句会６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。なお、７月の兼題は入道雲（または雲の峰）です。
【６月句会の入選句】
ふうはりと義姉（あね）の形見の夏衣（江） 名を呼びぬ灯篭波に押し乗せて（かつえ）
かたつむり這ひし軌跡の書となりぬ（天花）　夏近し島の大樹のもとに来て（笑華）
何あるや蛍火誘る闇の奥（遊子）

Pearl C.C.

Shibasyu Kai, Espoir USA, 
Kamakura Garden, Kunimoto 
Kayoko, Fogarty Realty,  
Tsukahara Tsutomu

Honolulu Chapter, Sachi Hawaii, 
Isozaki Eiji, Maruyama Shieki

$200

T-Sponsor$100

$100

2016年5月1日～5月31日
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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7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/ 


