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皆様いかがお過ごしでしょうか？　毎年２月にハワイに滞在される会員の皆様が多いことに鑑み、今年は昨年のウィンターセミ
ナーを発展させ、「HISLEAウィーク2017ウィンター」を、1月22日（日）からは7日間にわたって開催し、すべてのイベントを無事
成功に終えることが出来ました。また、3月10日から開催されるホノルルフェスティバルにおいて、ジャパン・ハワイ・カルチャー・
エキスポ（JHCE）2017を開催することが決定し、2月13日（月）には、三澤康在ホノルル日本国総領事夫妻をお招きして記者発
表会が開催されました。この日はハワイの主要日本語メディアの皆様にご参加いただき、1）今年で10周年を迎えるHISLEAの10
年の歩み、2）法人会員のブースの展開、3）東北被災地支援を続けるナデシコクラブブース、4）写真家河田雅史氏による被災地
の復興を写した写真展、5）気功、ラジオ体操をはじめとする様々なパフォーマンスに加え、二世ベテランレガシーセンターとの
コラボによる日系二世部隊の写真展の開催に関する出展の発表が行われました。会員の皆様も、是非ともご来場ください。また、
設営や当日のボランティアも募集しております。HISLEAでは会員の皆様の積極的なご参加で、活動を盛り上げたいと思います。
ご興味のある方は、お気軽にアロハデスクまでご連絡ください。

NPOハワイシニアライフ協会　副会長・広報委員長　梨本昌子
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　不要なものはドネーションしましょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木曜午餐会会長　新名 瑛さん
人間70歳を過ぎれば「欲も得もなくなる」というのはどうやら本当のようで、私自身も数年前から「断捨離」に入りつつありま
す。まず、衣服の整理から。ハワイですから、働いていた現役時代でもほとんどがアロハシャツで通せましたので、背広とかネク
タイは持っていません。それでもアロハシャツは数十枚にもなりますので、２年以上続けて着なかったものはリサイクル箱へ。T-
シャツも同じです。アメリカにはドネーション（寄贈）できる場所が幾つもあります。ここハワイでもその例外ではなく、子供たち
の生活・環境の向上、能力開発などを目指すビッグブラザーズ・ビッグシスターズ（808-521-3811）。あるいはハンディキャッ
プを抱えた人とかホームレスなど社会的に不利な立場にある人々の救済を目的としたグッド・ウイル（808-836-0313）。サル
ベーション・アーミー（808-521-6551）はどなたでもご存じでしょう。ほとんどの団体は電話すれば自宅までピックアップに来
てくれます。そして私の好きなセーバーズ（808-842-0061）。ホノルルではディリンハム店しかないけれども、不要になったア
ロハシャツ、フライパン、靴など、なんでもドネーションすればその都度10％ディスカウントの次回購入券が頂けます。2回目を
持参すれば計20％割引になります。日本人観光客の間でも徐々に浸透してきているようです。
その次に困るのが書籍類です。重たいし、だからと言って捨てるには勿体ないし、やはりどこかに寄付するのが一番。スーパー、
ドン・キホーテのカへカ店内にあるのブック・オフで買い取ってもらうのも一つの方法ですが、重さで値段が決められるような
ので、私は遠慮しています。そこで登場するのがハワイ天理文庫（808-538-7671）です。在ホノルル日本国総領事館のあるヌ
ウアヌ通りを北上すると左手に見えてきます。何十冊かは私のもあるでしょうが、蔵書3万冊を超え、宝塚ライブラリー、陳瞬臣
文庫まで併設されています。ハワイの日系人の中にはここで一日のんびりと過ごす人もいます。大切な蔵書の寄贈場所にはもっ
てこいだと思うのですが、あなたもいかがですか？

     www.thehawaiihochi.com 

　　　　　　　　

　今年も温暖なハワイの海にザトウクジラが
回遊する季節がやってきた。必ず船上からザ
トウクジラを眺められる 2 時間半のスター
オブホノルル号季節限定『プレミアホエー
ルウォッチクルーズ ®』は、2017 年 4 月 5
日まで毎日催行。予約、お問い合わせはス
ターオブホノルル・クルーズ＆イベント社☎

（808）983 － 7879（日本語）、ウェブサイ
ト www.starofhonolulu.com

ハワイ報知本紙とKEIKI HOCHI（子供新聞、月2回刊）

ハワイ報知 最 新 Town Infomation 

ハワイ報知のご紹介
　ハワイ報知は今から 104 年前の 1912 年に牧野金三郎氏によって、日本人移民の権益を守る
ために発行されたハワイで唯一の日刊の日本語新聞です。現在は現地最大紙「Honolulu Star 
Advertiser」と提携し、ハワイの政治経済、社会のニュースを日本語で伝えており、これまで長
くハワイに住んでいらっしゃる方はもとより、新たにハワイに移住されてきた日本人の多くの方々
のほか、在住者にもよく読まれている新聞です。
　現在は長期滞在の日本人観光客の方にも読まれており、「英語のテレビや新聞を見てもわからな
かったハワイの生活情報がハワイ報知を読む事によってよくわかるようになった」と大変好評を
いただいております。
　ハワイ報知は、ニジヤ アラモアナ店、マルカイスーパーマーケット、ドンキホーテ カヘカ店、
ローソン シェラトンワイキキ、ヤジマサービスステーションにて販売している他、短期滞在の方
にもご自宅まで配達させていただきます。
　購読のお申し込み、お問い合わせは、subscribe@thehawaiihochi.com、もしくは、(808)845-
2255 までご連絡ください。

ハワイの冬の風物詩

「ホエールウォッチクルーズ」

◆ハワイアンホースト、ハワイ限定で『抹茶マックス』新発売
まるごと 1 粒のマカデミアナッツを抹茶チョコレートで包んだオリジナル

　新商品は、厳選された最高級茶葉の抹茶を練りこんだまろやかなハワイ
アンホーストのオリジナルホワイトチョコレートと香ばしくローストした
マカデミアナッツの絶妙なコンビネーションが特徴で、本格的な味わいに
仕上がっています。詳しくは www.hawaiianhost.com で。
◆ワイキキ横丁「ラーメンロード」完成。バーではハッピーアワーも開始。

　豚骨魚介系が自慢の「つじ田」、豚骨背脂スープにこだわる「バリオ」、
北海道旭川のミシュラン掲載店「梅光軒」の 3 軒がオープン。「豚骨火山
らーめん」を含めて全 4 店舗で多彩なラーメンが食べられるワイキキ横
丁の中心にあるバー「NOMU」ではハッピーアワーがスタートした。時間
は午後２時〜午後６時、午後 10 時 30 分〜閉店。ビールが３ドルから、フー
ドが５ドルからとリーズナブルな価格。© 2014 Star of Honolulu Cruises and Events

HISLEA便りは、会員の皆様の文章、写真や絵の投稿を歓迎いたします。
皆様のハワイ体験、とっておきの情報、私の好きなハワイなど、楽しく爽やか、有益な情報をお待ちしております。 

送付先：info@hawaiiseniorlife.org
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新年ウェルカムパーティ＆宴会
1月22日（日)　　　　     　　　　　　　　　　　　常務理事　深田マコ　

ＨＩＳＬＥＡウィーク２０１７ＷＩＮＴＥＲ が、１月２２日から１週間開催
されました。そのキックオフ・イベントの「新年ウェルカムパーティ＆
宴会」は。吉家（シェラトンホテル２階）の日本座敷で盛大に行われま
した。この時期に来布されるＨＩＳＬＥＡ会員は、一年で一番多く、当
日の出席者も９０名近くに達しました。特に目立ったのは、広島グルー
プの５０人。その他、新潟、群馬、東京首都圏、名古屋、大阪、福岡から
も参加されておりました。メイン・エンターテイナーは、日本から駆け
つけたプロシンガー「おだまり一座  みかわの玉三郎」によるワンマン
ショーでした。長身の美女かと思いきや、女装の男性シンガーで、なん
ともなまめかしい！歌の歌唱力も抜群。それにもまして、トークが面白
くて、参加者全員おなかを抱えて大笑い！ 他にも、プロのウクレレ奏
者リアル・キングさんの演奏や、日本舞踊も披露され、とても和やかな
宴会となりました。「笑うかどには福きたる！」この日は、在ホノルル日
本国総領事ご夫妻もご臨席くださり、ＨＩＳＬＥＡウィーク２０１７の幸
先の良いスタートとなりました。

イベントレポート

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。

10th 
Anniversary

$500 Kikuchi Taiso
 Isao Motooka
 Kumiko Kasugai
 Yukiko Kawarabuki
$100 Takayuki Kobayashi
 Hideki Tsurusaki
 Kazuo Kondo
$50 Midori Ohsaki
 Hiroyuki Kurachi
 Tomi Matsutani
$30 Eiichi Nagai
 Minoru Takahashi
$25 Choko Taguchi 
$200 Kumiko Kasugai
 Tetsuo Haruyama
$100 Hiroto Baba
 Takayuki Kobayashi
 Hisao Tanaka

JHCE2017

2016年12月
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マノアヘリテージセンター見学ツアーに参加して
1月24日（火)   　　　　　　　　　　　　　　　　 会員　椎葉 幹延さん

マノアヘリテージセンター見学ツアーに妻と初参加しました。見学に先
がけ、古代ハワイの文化品展示会場にて、本日のガイドを勤めるケアラ
(KEALA)さんに、マノアの地理的背景や歴史上の変遷について説明を
受け、見学を開始しました。
最初のコースは、オアフ島の王の名に因んで”クアリイ”と呼ばれるマノ
アの大邸宅です。かつて、ハワイ王家の子女教育に携わった宣教師の
孫にあたるチャールズ・モンタギュー・クック・ジュニアによって、1911
年に建てられました。自然の火山石を使った、イギリス風石造洋館で、
見事な自然との調和を感じる建物でした。
次に案内されたのは、広大な原生ハワイ庭園でした。ハイビスカス、ノ
ニ、ココナツ、タロなど数百種類の古代樹木が植えられ、保存されて
いますが、中でもハワイの人々のロマンを現代に伝える伝説の樹木、イ
リマ、オヒアは自然との繋がりが見事に表現されていて、植木に興味の
ある私にとって大変参考になりました。庭園の奥に進み、ハワイ伝説
の小人メネフネによって造られたという”クカオオ・ヘイアウ（Kukaoo 
Heiau）"とよばれる農耕の神様を祭るヘイアウを見学しました。周辺
に残る唯一の古代神殿跡地として復元され、重要文化遺産となってい
ます。このヘイアウからマノア渓谷を一望しながら、ガイドのケアラさ
んによりハワイ語で祈りが行われました。古きハワイ時代のロマンと癒
しを感じながら、参加者一同感動して庭園を後にしました。
午後はセンター内の展示会場で昼食を取り、この日最後のイベント、レ
イメイキングに参加しました。今回はテイリーフ（Ti-Leave）とよばれ
る緑の葉で、古代ハワイ時代より今も個人のお守りや家内安全、癒し
等に使われる縁起の良い植物のレイ作りに大喜びで参加し、約30分で
自分のレイが完成、全員で思い出のテイリーフレイを首や頭にかけ記
念写真を撮りました。今回の見学ツアーはワイキキから、わずか５km
以内の身近な距離で、ハワイの文化歴史上のヘリテージ(遺産)に接す
ることが出来、とても有益な3時間でした。

ＨＩＳＬＥＡウィーク「サンセットディナー｣に参加して 
1月25日（水)    　　　　　　　　　　　      　　　    会員　平林 進さん 

2003年に、１年間ハワイに滞在する機会があり、その際この地に魅
了され、帰国後、定年を待たずリタイアして、第２の人生をスタートさ
せ、その後毎年１ケ月程度のstayをし、そろそろ、これと言って行く所
もなく、やることもなく、これから先のハワイ生活をどのように送ろう
かと思っている矢先、偶然、山内様（広島支部長）にお会いし、マコさ
んを紹介していただき、正直、このシニアライフ協会が何たるものか
も全く理解できていないまま、家内と入会させていただきました。始
めて参加させていただいた、協会主催のヨットクラブでのサンセット
ディナー。3つのテーブルに分かれ、ピアノの生演奏の流れる中、バ
イキングスタイルで各自思い思いの食事を口にしながら、談笑に花が
咲き乱れていました。宴も高輪になったころ、坂井会長から各自の自
己紹介の提案があり、会長の卓越したリーダーシップと屈託のない、
冗談交じりのユーモアのある司会の中で、各自の恥ずかしさや、不安
は一瞬にして、笑いに転化され、和気あいあいの中一巡し、会は閉じ
ました。ただ残念なことに、楽しい談笑に酔いしれすぎて、この会が
サンセットディナーであったこともすっかり忘れ、参加者の誰一人サン
セットを見た人はいないようでした。この会を通じ、多くの人間味あ
ふれた方々にお会いでき、このハワイシニアライフ協会に入会させて
いただきましたことを、とても感謝しております。きっと私たちの第2
の人生によき指針を与えてくれるものと確信しております。

マカプウ岬ハイキング（ホエールウオッチング)に参加して
1月26日（木)　　　　　　　　　　　　　　　　　  会員　米濵 鉦二さん 

マカプウ岬はオアフ島の最東端、ハナウマベイの先にあります。10時
にワイキキのヒスレア・アロハデスクに集合。迎えに来てくれたミニバ
ンにマコさん以下８名が乗り込みました。ハイウエイH1を東に走るこ
と約20分、マカプウ岬の駐車場に着きました。綺麗に舗装された歩行
専用の道路があり、岬は高い山の上にありました。あそこまで上がる
のですか、と私は驚いてマコさんに言いました。岬というので、単に突
き出た岬があるのかと思っていたのですが、岬は高い山の上にあるの
です。この日は晴天に恵まれ、海の青さ、空の青さが、ハワイを象徴す
るような天気でした。しかし、日陰はなく、一本の樹も生えていないか
んかん照りの坂道をひたすら登って行く。私たちのグループの最高齢
は山崎節夫さん、87歳。17年前、70歳の頃から、毎年、半年はハワイ
に住んで音楽活動をされているというハワイ通の超ベテラン。他は
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全員、日本から来て間もない人ばかり。男性３名、女性５名、いずれ
もシニア。各自、敷物と飲み物、弁当など両手に荷物を持って、オッ
チラオッチラ汗をかきながら、黙々と登って行きました。後ろから
元気よく歩いてくるのは、若い白人の男女。ノースリーブのシャツに
ショートパンツ。私たちをどんどん追い抜いて行きます。上から降り
てくる人もいます。しかし、彼らは全員、手ぶら。飲み物も持ってい
ない人がほとんど。水分補給はしなくて大丈夫かな、と思いました。 
途中、ビューポイントがあり、休憩も兼ねてストップ。白人の女性が指さ
して、あそこに鯨がいるという。持参の双眼鏡を取り出して覗くと白い
波は見えるのですが、鯨らしきものは見えません。鯨は水面下を泳い
でいるので、跳ね上がるとか、潜る時に尻尾を突き出すなどしないと、
その存在がよくわかりません。たまには鯨も日本から来た私たちのた
めに、潮でも吹いてくれればと思うのですが、非情にも知らんぷり。結
局、鯨は諦めて頂上を目指し、再び歩き出しました。駐車場から約１時
間、ようやく展望台のところまでたどり着きました。コンクリートで固
められた台と手すりで囲まれた展望台。さすが絶景で、しばらく見とれ
る美しさ。海の色の青さが、薄い緑がかった浅い海と、濃紺の深い海と、
くっきりと別れている様子がよく見えました。沖に浮かぶ島はラビット
アイランドだそうだが、どう見てもウサギには見えない。正式にはマナ
ナ島というのだそうです。頂上の近くで小さな日陰を見つけ、持って来
たゴザを敷いて、各自、弁当を開き、ランチをとりました。下りは早く30
分ほどで駐車場に着きました。一番元気だったのは８７歳の山崎さん、
爽やかで健康的な1日でした。

新老人の会　2月例会レポート
2月11日　　　　　　　　　　　　　　　　 

スピーカーは、国行宣夫さん（84歳）。ご自身の生い立ち、家庭環境
などのご紹介から始まり、職歴、ハワイに来られるまでの経過、そして
現在のアメリカ、日本の経済についてお話しいただいた。 国行さん
は、東京文京区の本郷のお生まれ、終戦時は１２歳、小学5年生、戦
時中は上越線石打（現在の新潟県南魚沼市）に疎開されるなど大変
苦労されたようだ。昭和28年東京大学に入学、卒業後は東京銀行に
入行、ロンドンに転勤が決まった。与謝野 鉄幹の「人を恋うる歌」に
ある「妻をめとらば　才たけて見目麗しく情けある」の言葉通りの女
性が現れたので、即結婚、ロンドンに赴任した。

その後、アメリカはシアトル、ニューヨークの勤務を経て1989年にホ
ノルルに来た。バブルの絶頂期で日本の株価は39,800円までつけた。
日本の第一不動産がホノルルのコンベンションセンターを作るとか、ラ
ンドマークタワーの建設、ハワイカイの開発など、どんどんハワイに投

資した時代だった。1985年プラザ合意でアメリカのドルの価値を下げ
ようと決めた後、1ドル240円だったドルが2年で100円下がり、140円
になった。その結果、日本は不況に陥り、慌てて金融緩和を進めた結果、
こんどはバブルを引き起こす。そしてバブルの頂点から急激な引き締め
で日本のバブル崩壊が始まり、今日に至っている。今、また、日銀は物
価上昇を目して懸命に金融緩和を行っているが、銀行は金を貸したい
が借りてくれる人がいない。金は銀行に有り余っている。不動産へ投
資する人には貸し始めている。ただし、歴史は繰り返す。歴史に学ぶこ
とを忘れてはいけない。日本は国が膨大な借金をしている。国債を永
久債にして塩漬けにすると良いという人もいる。国は借金を返さないと
いう仕組み。どこかで決着をつけないといけない。
トランプ大統領誕生は予想外だったが、大学の教授はゼミの学生にト
ランプ支持者が多く、ひょっとすると、トランプが勝つと思ったと言って
いた。今後、為替がどう動くか予測がつかない。ドルが50円になるかも
しれないし、200円になるかもしれない。アメリカは大変化を起こす気
配がするが、日本はなかなか変わりそうにない。　　文責：米濱鉦二

マウイ支部

第77回マウイゴルフ会
1月29日（日)

23名の参加者が集まり第77回ゴルフ会がマウイヌイ・ゴルフクラブに
て開催されました。生憎、朝からの雨と風に加えてハワイには珍しい肌
寒い天候に苛まれスコアーを崩す人達が多い中、過去1年間プロにも
ついてしっかりとスイングを鍛えてきたSumiko Satoさんがグロス92、
ハンデ20、ネット72で3年ぶりに3回目の優勝を飾られました。2位に
はToshinori Satoさんがグロス85、ハンデ12、ネット73で入賞され、
ご夫婦でワンツーフィニッシュを達成されました。3位には前回2位の
Fuki Kanzakiさんがグロス110、ハンデ36、ネット74で入賞しました。

新年会
1月29日（日)　

ゴルフ会の後、場所をＨＩＳＬＥＡ会員の赤尾氏がオーナーをされてい
るアントニオズに移し、29名の方が参加して新年会が開催されました。
ゴルフ会の成績発表・表彰式、参加者の自己紹介の後、毎年恒例の
オークションに移り、参加者の方々が出展された数々の品がオークショ
ンに掛けられました。その結果今年は$604の売上となりました。オー
クションにご協力頂きました皆様にこの場をお借りしてお礼を申し上
げます。尚、マウイ支部と致しましては$600をHISLEA本部が中心と
なって推進しています東北復興支援プロジェクト、「ハワイ―東北レイ
ンボー・プロジェクト」に寄付させて頂く予定でおります。
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カヌー・パドリング
1月15日(日)　

今シーズン2回目のカヌーパドリングを開催しました。キヘイカヌーク
ラブの方でも、1月から3月は毎日曜日にホエールウオッチングカヌー
を開催する事になり、HISLEAのグループも他のビジターと一緒にダ
ブルハルに乗り込みキヘイの海に繰り出しました。キヘイカヌークラブ
のメンバーも入れて40-50名の人達が参加したでしょうか。クジラを発
見すると発見者が時計の時刻でクジラがいる方向を同乗者に知らせま
す。例えば、"Three o'clock!"と言えば進行方向に向かって右側、時刻
で言えば3時方向を指します。100ヤード程に近づくとクルーは漕ぐの
を止めて一斉にパドルを掲げて他のカヌーの人達にもクジラの発見を
知らせます。それを知った他のカヌーは一目散でクジラ発見の場所に向
かって漕ぎ始めます。この日は幸いに、親子のクジラが一緒になって泳
ぎながらブリーチングをしたり色々な行動をしている光景に出喰わしま
した。クジラを見つけた時は一斉に歓声があがり、またクジラが色々な
動きをする度にOh my Gosh! 喜びの声がカヌー上を飛び交います。普
段は1時間程度のパドリングですが、この日はクジラとの遭遇に恵まれ
クジラを眺めている時間が多かったこともあり1時間半に及ぶパドリン
グになりました。クジラの数も徐々に増えて、2月•3月のカヌーではクジ
ラに出会うチャンスが更に増えると思いますので、皆さんの奮ってのご
参加をお待ちしています。 

マウイホトトギス会 （句会)
1月14日（土)

2017年最初の句会をキング・カメハメハゴルフクラブのPrivate 
Roomを借りて開催しました。
兼題：「初明り」と「寒椿」
今月の特選句を下記します。　
　雑念の我が身にさしこむ初明り　　　（智眞子）
　一枝の気迫品格寒椿　　　　　　 　（幸）
　初明り胸に希望の灯をともし　　　　（幸）
　水仙と振り向きし母重なりて　　　　（安佳里）
　言霊の幸ふ国の千代の春　　 　　　（まゆみ）
　空の果て海に溶けゆく冬茜　　　　　（まゆみ）
　初東風にかけ声乗せて舟のゆく  　　（まゆみ）

来月の兼題： 「春」と「うぐいす」

札幌支部

札幌支部交流会（2月)のご報告
2月7日（火)　　　　　　　　　　　　　　　　札幌支部長　長谷川 貴一

札幌支部交流会【アロハ会 in さっぽろ雪まつり】を札幌支部会員とゲ
スト21名にご出席いただき、無事開催致しました。さっぽろテレビ塔の
真横にあるビルの8階、雪まつり大通会場を一望できる和食のお店で
のお食事会でした。今回で２回目となるこの交流会に、道外からは、ハ
ワイをはじめ、関東、関西から5名の方にご出席いただきました。心配
されたお天気も、会の開催中は雪もやみ、雪まつりの夜景を眺めなが
らのお食事、それぞれのハワイの思い出話を交えながらの楽しい会話
で、皆様と楽しく交流させていただきました。例年にない雪の多さと寒
さの札幌ですが、寒さを忘れ、温かなひと時となりました。今後も、皆
様と楽しく交流できるような元気な支部となるよう取り組んでまいりま
す。よろしくお願い致します。 

札幌雪祭り
　　　　　　　　　　　　　　札幌支部会員　五十嵐一雄さん　昭惠さん

札幌雪祭りが2月６日に開幕し、12日に閉会しました。来場者は多くの
海外観光客を含め２６０万人を超たそうです。国際コンクールに出展し
たハワイの方々が制作した雪像は、雪像表面が細部に渡り丁寧に仕上
がり素晴らしい出来栄えでしたが、残念ながら優勝を逃し来年に期待
しています。高さが20ｍ程の大雪像の宮殿や、「パリの凱旋門」も観光
客の目を魅了し続けました。しかし翌朝には2時間ほどで解体され雪
山に変貌しました。大通公園の1㎞に渡る雪像群は安全のため閉会日
の翌日午前中に全て取り壊されます。最近では、ツアー会社のプランで、
「雪像解体ツアー」なども人気があるそうです。
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●3月10日（金)～12日（日) ジャパン・ハワイ・カルチャー・エキスポ（JHCE2017)
 3月10日～12日の期間、ハワイコンベンションセンターにて開催されます第23回ホノルルフェスティバルにおきまし
て、第6回目となる「ジャパン・ハワイ・カルチャー・エキスポ2017」を開催し、当協会の10年にわたる広範な活動、社
会貢献、日米文化交流について、地元や日本からの参加者にご紹介します。10周年を迎えるにあたり、このたびの
JHCE2017では、日本、並びにハワイの文化の紹介から一歩踏み込み、大きく6つのカテゴリーに分けて、出展いたし
ます。皆様お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。

◆時間：11日(土)10時～18時、12日(日)10時～15時
◆場所：ハワイコンベンションセンター1F大ホール 1801 Kalakaua Ave., Honolulu, HI 96815
◆参加費：無料（お申し込みは不要です。)

①ハワイシニアライフ協会・10年の歩み（HISLEAの文化紹介）と「Gohan Club」の紹介
②法人会員ブースの展開（企業文化の紹介）
③Nisei Veterans Legacy Center （NVLC）とのコラボレーション（日系人文化の紹介）
④ナデシコクラブの展開（日本の文化紹介）
⑤写真家 河田雅史氏 写真展（日本の文化紹介）
⑥その他パフォーマンスの実演（各種文化の紹介） 

3月のイベント予定

イベントのお申込み方法　
オンライン： www.hawaiiseniorlife.org にアクセスして
画面右上の「イベントカレンダー」をクリックして下さい。
電話：アロハデスク 808-428-5808 10:00am-3:00pm (ハワイ時間）
土日もOK、参加する方のお名前（ローマ字）、会員番号（下４けた）
ハワイでの連絡先（電話番号）をお知らせください。
＊申込み先の記載のあるものは直接お申し込みください。
締切：特別記載の無い限り72時間前(定員になり次第締切る事があります)
参加費：原則当日会場にて現金でお支払いください。つり銭の要らぬようご協力をお願いします。 
取り消し：必ずご連絡をお願いします。取り消し料がかかる場合もあります。 
＊ご本人様がお申し込みくださいますようお願いいたします。

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 10:00am～3:00pm (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電話 808-428-5808 または
ホームページ http://www.hawaiiseniorlife.org/ 　

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！
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　● 9日（木） HISLEA懇親ゴルフ
◆時間：12時06分～18時00分（集合 11時30分）
◆場所：ワイケレ・カントリークラブ ☎ 808-676-9000
　92-200 Paioa Place Waipahu 
◆プレー費：各自ゴルフ場にお支払いください。
◆参加費：会員$5、ゲスト$10（ニアピン賞、運営費含む）は当日の幹
事にお支払いください。（現金のみ）
◆ 締 切 り：3月1日（水）5:00pm　◆定員：20名 
◆申し込み：申し込み方法は7ページをご覧ください。
※ゴルフイベントでは、スタートタイムより48時間以内に予約をキャン
セルされた方は、お一人$20のキャンセル料をお支払いいただきます。

　● 11日（土）マウイ支部　ホトトギス会（俳句の会）
ハワイ在住の会員に加え、期間中にハワイに滞在されている会員・
ゲストの皆様の参加をお待ちしています。
◆時間：11:00am-2:00pm
◆場所：カヒリゴルフクラブ内 カヒリ・レストラン 
　2500 Honoapiilani Hwy., Wailuku, Maui, HI 96793 
◆参加費：初回無料、昼食代は個人負担 
◆申し込み：オンラインまたはマウイ支部事務局 
　Ayame Givenselさん☎ 808-249-2544まで

　● 12日（日）マウイ支部　カヌー・パドリングの会
ハワイ在住の会員に加え、期間中にハワイに滞在されている会員・
ゲストの皆様の参加をお待ちしています。
◆時間：9:00am-10:00Am（集合7:45 am）
◆場所：キヘイ・カヌークラブ 
　South Kihei Road, Kihei, Maui, HI 96753 
◆参加費：HISLEA会員＄20、会員のゲスト＄25 
◆申し込み：オンラインまたはマウイ支部事務局 
　Ayame Givenselさん☎ 808-249-2544まで
◆ 締切り：2月7日（ 火 ）5 : 0 0 p m　◆定員：なし
　● 14日（火）寄席鑑賞　
◆時間：17時30分～20時40分（集合 17時00分）
◆場所：上野鈴本演芸場　東京都台東区上野2-7-12
◆参加費：4,500円（入場料、弁当代、飲み物代を含む、現金のみ） 
◆締 切 り：3月13日（月）5:00pm　◆定員：15名
◆申し込み：申し込み方法は7ページをご覧ください。
　● 15日（水）　ゴルフで楽しむ会　　
◆時間：10:02am-3:30pm（集合時間9:30am）
◆場所：パールカントリークラブ 
　98-535 Kaonohi Street Aiea, Honolulu, HI 96701
◆プレー費：各自ゴルフ場にお支払いください。
◆参加費：会員$5、ゲスト $10（ニアピン賞、運営費含む）は当日の

幹事にお支払いください。（現金のみ）
◆締切り：3月12日（日）5 : 0 0 p m　◆定 員：2 8 名 
◆申し込み：申し込み方法は7ページをご覧ください。
※ゴルフイベントでは、スタートタイムより48時間以内に予約をキャン 
セルされた方は、お一人$20のキャンセル料をお支払いいただきます。

　● 18日（土）関西支部年次総会　　　
◆時間：11時30分～15時00分（受付開始11時）
11:30～13:00 「2016年の活動総括と2017年度活動方針報告」
活動の趣旨、活動の推進体制と活動内容・会計報告、各種同好会やイ
ベントその他
13:00～15:00 会食しながら懇親
（バイキングスタイルでの食事とフリードリンク）
会員皆様の自己紹介とお持ちの得々情報、個別活動報告
◆場所：中央電気倶楽部314会議室大阪府大阪市北区堂島浜2-1-15
◆参加費：5,500円 （現金のみ）
◆締 切 り：3月10日（金）5:00pm　◆定員：30名 
◆申し込み：鈴木090-5892-8593 またはオンライン
　● 22日（水）サンセットドリンクを楽しむ会　　　
◆時間：5:00pm-6:30pm
◆場所：ワイキキ・ヨットクラブ, 1599 Ala Moana Blvd., Honolulu
◆集合場所：ワイキキ・ヨットクラブ受付ロビー
◆参加費：会員無料＋実費、ゲスト$15＋実費（現金のみ）
◆締 切 り：3月20日（月）5:00pm　◆定員：16名
◆申し込み：申し込み方法は7ページをご覧ください。
◆備考：席に限りがありますので、必ずご予約ください。遅れて来場さ
れる方は、入り口でレジスターが必要です。

定例イベント

●当協会が主（共）催、後援、協賛するイベント　●会員有志が行うイベント・サークル　●紹介イベント 
＊イベントの申込方法は7ページをご覧下さい。

ハワイシニアライフ協会のFACEBOOKページでも、写真や情報をアップロードしています。

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
読売クリニック院長・元東京都済生会中央病院副院長
Eメールで気軽にご相談ください。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：rempei.oyama@gmail.com
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　● 25日（土）HISLEA月例ゴルフ会　
◆時間：12:22pm（集合11:50am）
◆場所：パールカントリークラブ 
　98-535 Kaonohi Street Aiea, Honolulu, HI 96701
◆参加費：カマアイナ$80、ビジター$115 (プレー費含む) 
◆ 締切り：3月22日（ 水 ）5 : 0 0 p m　◆定 員：2 8 名 
◆申し込み：申し込み方法は7ページをご覧ください。
◆ 備 考：ゴルフイベントでは、スタートタイム より4 8 時 間 以 内 に
予 約 をキ ャン セ ルさ れ た 方は、お一人$20のキャンセル料をお
支払いいただきます。
　● 毎週水曜日　ラジオ体操の会　　
◆時間：8:30am-9:40am（集合時間8:15am） 
◆場所：アラモアナ公園マジックアイランド (駐車場近く芝生エリア）
◆参加費：1ドルのご寄付 
◆申し込み：申し込み方法は7ページをご覧ください。
　● 毎週水曜日　 初歩の初歩の英会話　　　
◆時間：9:50am-10:50am
◆場所：アラモアナ公園マジックアイランド 
◆参加費: $5（運営費＄2含む）　◆定 員：10名 
◆申し込み：イベントの申し込み方法は7ページをご覧ください。
　● 毎週月曜日（月4回）　ウクレレサークル　　
◆時間：12:00am-1:00pm（集合時間11:45am）
◆ 場 所：カラオケ G S スタジ オ（ワイキキ・ジョイホテル2 階 ） 
　320 Lewers St # 2 Honolulu, HI 96815
◆参加費：4回で$50、1回のみは$15、会場費1回$3（会員）
　$5（ゲスト）（現金またはチェック） 
◆申し込み：深田さん808-428-5044　◆定員：なし 
◆備考：ウクレレのレンタルご希望の方は事前にお知らせ下さい。
　● 27日(月)　毎月第4月曜日　初心者の為のウクレレ教室 　
◆時間：3:00pm-4:00pm（集合時間2:45pm）
◆場 所：ワイキ キ・ショッピ ング プラ ザ 地 下
　トラベルプラザ内 HISLEAアロハデスク 
　2250 Kalakaua Ave., Honolulu, HI 96815
◆参加費：$5（会場費）会員限定 
◆締切り：3月24日（金）5:00pm　◆定 員：6 名
◆申し込み：申し込み方法は7ページをご覧ください。

　● 毎週日曜日　Let’s Study English！
◆時間：2:00pm-3:30pm
◆場所：Universiy of Hawaii at Manoa Campus
　Hamilton Library
◆住所: 2550 McCarthy Mall, Honolulu, Hawaii 96822
◆集合場所：Hamilton Library 前 

◆参加費: 毎回5ドル（教材、運営費込み）
◆申し込み：申し込み方法は7ページをご覧ください。
　● 毎週土曜日　気功エクササイズ 　　
◆時間：7:30am-8:30am
◆場所：アラ モ ア ナ 公 園 マジックアイランド
◆参加費：無料（寄付歓迎）  
◆申し込み：直接会場へご集合ください。　◆定員：なし
◆備考：雨天の場合は中止、小雨の場合は実施します。
　● 茶の湯を楽しむ会 毎週水・金曜日　　
ワイキキのホテルの敷地内にひっそりと佇む閑静な茶室、裏千家の
「汎洋庵」を訪れ茶の湯を楽しみます。
◆時間：10:00am～（第1回）、11:00am～（第2回）
◆場 所：ワイキキ・ブレーカーズホテル・裏千家茶室（汎洋庵） 
　250 Beachwalk, Honolulu, HI 96815
◆参 加 費：$ 5 程 度の寄 付をお願いします。
◆お問い合せ： ☎ 808-922-8068まで

　● ハワイ詩吟同好会 毎週月曜日　
忘れられた日本伝統文化・詩吟をハワイで復活
詩吟は最高の健康法でもあります。気功法と詩吟、腹式呼吸法と詩吟、
活舌と発声法などを習得します。お腹一杯に空気を吸い込み、声を出
しながら肺の中のすべての空気を吐き出します。毎週月曜日午前10時
から午後12時まで、初めての方も大歓迎です。
◆時間：10:00am-12:00pm（集合9:30am）
◆場所：The Art Board 1255 S.Beretania St. Honolulu HI
◆参加費：会員＄6（現金のみ）　◆定員：12名 
◆お問い合せ：江口素臣さん ☎ 808-351-1945まで

　● 木曜午餐会 毎週木曜日　
◆時間：12:30pm-1:30pm 
◆場所：マキキ聖城キリスト教会
　829 Pensacola Street, Honolulu, HI., 96814
◆お問い合わせ：新名（しんみょう）さん ☎ 808-341-3547まで
【3月の講演スケジュール】
2日「365日　一日一訓」玉井宏光氏（エッセイスト）
9日「植物療法フィトセラピーとは」池田明子女史
（フィトセラピスト、梅沢富美男夫人）
16日「懐かしのメロディー、尺八とピアノの共演（青い山脈、高原列車、
早春賦など）」水野修次郎氏（尺八）と春山由美子女史（ピアノ）
23日「あめりか大陸はひろ～い」戸島良三氏（前開教師）
30日「対馬丸事件～学童疎開船の撃沈」松木路子女史（女優）
※年会費は20ドル、非会員の方には会場使用料の一部として２ドルの
寄付をお願いしております

定例イベント

●当協会が主（共）催、後援、協賛するイベント　●会員有志が行うイベント・サークル　●紹介イベント 
＊イベントの申込方法は7ページをご覧下さい。

ハワイシニアライフ協会のFACEBOOKページでも、写真や情報をアップロードしています。
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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 38社 2017年2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
Hawaii Sekitei Corp. dba Waikiki Joy Hotel
http://aqua-oasisajoy.com  
JTBハワイ
http://www.jtb-hawaii.com　  
Lighthouse Hawaii Magazine
http://lighthouse-hawaii.com  
 

NHK Cosmomedia America, Inc.
http://www.nhkcosmomedia.com  
R. Sakai Company  
Sankara Hawaii, LLC
http://www.hoakaleicountryclub.com 
Wincubic. com dba Aloha Street
http://www.wincubic.com

日本 
㈱アクセス
http://www.access-jp.jp/
一般財団法人ロングステイ財団
http://www.longstay.or.jp/
税理士法人　アーク＆パートナーズ
http://www.the-arcist.com/
㈱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/   
㈱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/  
㈱リフレッシュ
http://www.refresh-group.co.jp/   
㈱JTB九州
http://www.jtbcorp.jp/jp/jtb_group/kys/ 
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オアフ島

　ご利用の際は会員証のご提示が必要です。　◆印は当協会会員です。（地域別・業種別にあいうえお/ABC順で表示)会員お得情報

銀行・金融・両替

◆ファースト・ファウンデーション・バンク
日本にいてハワイの銀行口座開設が可能
すべて日本語でお手伝い

【会員特典】
①特別口座を年齢に関係なく開設。特別口
座の普通預金の年利は日本に比べて高く、
当座預金も利息が付きます。
②定期預金口座（＄2500以上）は、公表
されている年利に0.10％加算。もちろん、
ハワイ在住会員にも適用。詳細は
www.hawaiiseniorlife.org/service/
board.cgi?nump=24　
連絡先：担当：ラリー三輪 808-457-3903
日本からのフリーダイヤル00531-13-1215

アクティビティ

◆秘境の大地 クアロア牧場
20％引き

ジュラシックパークやゴジラのロケ地、映画村
ツアー、ジャングルジープツアー、乗馬、その他
魅力がいっぱい。ワイキキから送迎あり。

http://www.kualoa.com　　
☎ 808-237-7321

ゴルフ

◆パールカントリークラブ
グリーンフィー$20ディスカウント

パールハーバーの絶景とチャレンジングなレイ
アウト、パールオープンの開催でも有名なチャン
ピオンシップコースで心行くまでゴルフを満喫く
ださい。ワイキキから約20分の恵まれたロケー
ション。98-535 Kaonohi Street, Aiea, HI 
96701 ☎ 808-487-3802（佐野まで）

銀行・金融・両替

◆パシフィック マネー エクスチェンジ
【日本円両替所】
日本語で親切に応対 

ワイキキ・ロイヤルハワイアン通り、免税店の真
向かいです。

339 Royal Hawaiian Ave. 　
☎ 808-924-9318 

ゴルフ会員権販売

◆㈱宝人（たからびと）
ハワイにあるゴルフ場のご予約をご案内します

日本とハワイのゴルフ会員権お取扱いです。人生100歳
時代を迎え、これからの健康維持に大切な歩くことか
ら始まるゴルフ場のご案内と健康をサポートする「サプ
リメント」のご案内です。考えていますか？貴方のリタ
イヤメントプログラムを！
東京都千代田区一番町6-2-103
☎：03-3238-0053
FAX：03-3238-0377
info@takarabito.com

学校・教室

◆ハワイ・パームスイングリッシュスクール
入学登録料50％オフ　

ワイキキの中心にあるアットホームな英会話ス
クール。短期滞在中に受講できる1日1時間から
のクラスからロングステイの方向けのクラス、ゴ
ルフやフラと英語レッスンなどアクティブシニア
にお勧めのプログラムなどが多数。お気軽に体
験レッスン、スクール見学にお越しください。日
本人スタッフが常勤しています。
住所：ワイキキビジネスプラザ
　　  2270 Kalakaua Ave., #711
☎： 808-780-3375 
FAX： 808-922-3559
Eメール：info@hawaiiryugaku.jp

酒

LIQUOR COLLECTION「リカーコレクション」
10％OFF 

世界中の有名なウィスキー、お酒、ワインを一同
に集めてあります。お酒にうるさい方、ぜひ一度
お立ち寄りください。
WARD WARE HOUSE
1050 Ala Moana Blvd. Suite 1200    
☎ 808-524-8808

食品販売

◆おむすびGABAワイキキ
美味しく健康に！

日本直送のGABA米を毎日精米しています。GABA米
とはGABA（ガンマアミノ酪酸）を多く含んだお米です。
GABAは脳、腎臓、肝臓などの働きを活発にし、特にス
トレスや高血圧に効果があるとされています。当店では
広島の自社工場から直送されたGABA米を毎日精米し
ています。おむすびの具材も美味しさ、安心、安全を基
準に厳選しています。美味しいのはもちろんのこと、健
康にも良いGABA米のおむすびを一度お試しください。
また当店ではGABA米の販売もしております。少々お
時間いただく場合もございますが、お客様のご希望に
合わせて精米いたしますのでご遠慮なくお申し付けく
ださい。 
 
 

住所：438 Hobron Lane, #107, Honolulu, HI 
96815（イートンスクエア1階）
電話：808-946-2515　営業時間：8:00am-6:00pm
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　ご利用の際は、会員証のご提示が必要です。　◆印は、当協会会員です。（地域別・業種別に「あいうえお/ABC順」で表示)

不動産・レンタルコンド

◆スターツインターナショナルハワイインク
ロイヤルクヒオ$100 OFFワイキキ中心のコンド

http://www.startshawaii.com 　
お申込みの際はプロモーション記入欄、お問合
せ内容欄に「HISLEA会員」と明記。
不動産売買・管理、税務申告までご相談は信頼と実績
のスターツへ  ☎ 808-947-2280
info@startshawaii.com

タクシー・交通機関

KEN’S TOUR　会員は料金の10%OFF
ハワイ在住25年、岐阜県出身の井川ケンがホノルル
の旅をお手伝いします。空港送迎：トヨタミニバンで7
人まで乗車可能。空港迎えは車1台につき＄50。空港
送りは車1台につき$40。ゴルフ場送迎：タクシーメー
ター走行で7人まで乗車可能のため1人分がお安くなり
ます。貸切チャーター：1時間$40。3352A Hayden 
St Honolulu HI 96815 ☎ 808-927-3784Eメー
ル：kenikawa52@gmail.com 日本からのお電話は　
IP 050-5539-1952(日本時間2pm-5pm)

トラベル・ツアー

◆ウイトラベル（UI  TRAVEL）
信頼と実績で創業18年

ハワイの日本人旅行会社です。

わがまま貸切チャーター
お好きな所にご案内(日本人ドライバー、
車種はベンツ、4名様乗車可能)1時間$25
(チップ別)ただし4時間以上
こちらは1台の貸切料金で大変お得です!

これ以外、何でもご相談下さい。
(短期のホテル、コンドミニアムを
格安シニア料金にてご紹介出来ます。)
 
http://www.uitravel.com
http://ameblo.jp/uitravel (ブログ)
☎808-371-4554 (ハワイから)
☎050-5534-5097 (日本から)
LINE:uitravel
ウイトラベル代表 宇井英一
(うい えいいち)

オアフ島

不動産・レンタルコンド

◆フォガティ不動産
42年のキャリアにお任せください

ハワイの不動産売買・賃貸物件探しから大切な
ご所有物件の管理まで「売る」「買う」「貸す」
「借りる」を日本語で丁寧に総合サポート致し
ます。住宅物件ほか商業物件やゴルフ場売買も
取り扱います。42年のキャリアにお任せください
☆当社新商品「シーズンシェア90」及び「エクス
クルーシブ6」：2ヵ月～3ヵ月間の所有権
☆無料コンサルティング（1時間）
☆2015年4月2冊目となる著書「満点のハワイ」出版
☆ハワイの不動産情報満載「フォガティ不動産
ニュースレター」も3ヵ月毎に発行。定期購読も
随時受付。年間購読費30ドル（消費税込み）
http://www.fogartyhawaii.com
425Ena Rd. Suite A-1
Honolulu, HI 96815
☎808-955-5100 
携帯 808-753-4131
fogarty@fogartyhawaii.com
ジニ―・三千代・フォガティ(B)
フォガティ不動産社長
全米不動産協会及びホノルル
不動産協会名誉リアルター

ヘアサロン

日本人アーチスト

ホノルル在住の方や、ロングスティの日本人
のお客さまにも大好評！（男性の方もOK）
完全予約制（日曜休日）
住所：449 Kapahulu Ave.,#204
Honolulu, HI 96815
TEL： 808-255-4966

NORIKO HAIR&MAKE-UP
ハワイで20数年の実績を誇る店

レンタカーその他

◆㈱アクセス（ダラーレンタカー）
ダラーレンタカー現地払いを約10％割引など

ダラーレンタカー総販売代理店㈱アクセスでは
ハワイシニアライフ協会会員向け優待料金や特
典をご用意。ハワイでのレンタカー、コンドミニ
アム、ハワイクルーズプライド・オブ・アメリカ、タ
イムシェア説明会等お気軽にお問合せください。
【会員特典】
・ダラーレンタカー：ハワイらくらくプラン現地
　払いを約10％割引
・クラシック・リゾーツ：マウイ＆ハワイ島の
　コンドミニアム7泊以上連泊で10％割引
・プライド・オブ・アメリカ（クルーズ）：
　オンボードクレジットお一人様＄100進呈
・クラブ・ウインダム：タイムシェア説明会参加
　で＄100商品券＆1,000円分のグルメ券進呈
〒103-0023東京都中央区日本橋本町1-5-11 
KDC日本橋ビル6階
☎：03-3242-1055（ダラーレンタカー）
　  03-3242-1060（アクセスホテルズ）
営業時間：月～金　9:30am-5:30pm

不動産

◆リゾートハワイ不動産
ヒルトン・グランド・バケーションクラブタイムシェア 

【リセール超お得情報】ホクラニ1ベッド6200
ポイント偶数年利用$3,900（T-1764）ラグーン
2ベッド7000ポイント奇数年利用$4,000（T-
1843）グランドワイキキアン1ベッド7200ポイン
ト毎年$7,000（T-1590）
【お問合せ先】リゾートハワイ不動産 
Eメール：info@resorthawaii.us
代表 野田省三 ☎ 808-551-3250

会員お得情報

ツアー

カハラツアーズ
チャーターに限り1時間につき$30割引! 

「太陽の男」ジョーと行くVIPプライベートツアー!ハワ
イを熟知したジョーが送迎、ガイド、通訳、フットゴルフ、
ヨガ、マッサージツアー等なんでもお手伝いします。
ローカルレストランや穴場スポットもご案内。一生の思
い出になるツアーをお約束します。
【お問い合わせ先】
☎ 808-520-1777(ハワイ)
    050-3136-5545(日本)
Eメール:takahashitours@gmail.com

レンタカー

ワンズレンタカー ワイキキサンドビラ店
レンタカー基本料金20％割引 

日本で300店舗以上展開しているレンタ
カーFCのハワイ1号店です。会員の皆様に
は、すべてのクラスでレンタカー基本料金
を20％割引いたします。料金には追加補
償を含む保険代・税金等が含まれます。コ
ンパクトクラス一般価格＄82が＄65、さら
に長期ご利用は割引制度がございます。ま
た、追加保険が必要で無い場合も、特別
料金でお貸出しいたします。詳しくは、お
電話でお気軽にお問合せ下さい。 
 
住所：2375 Ala Wai Blvd., Honolulu, 
　　Hawaii 96815 Waikiki sandvilla 
http://www.ones-rent.com/ 
電話：（808）745-3670 
担当：宮田 一也
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レストラン

つくね家
お食事10％引き

自慢のつくねとつくね家ならではの料理とおも
てなしを是非ご堪能ください。

1442 University Ave. 
Honolulu, HI 96822  
☎808-943-0390

レストラン

義経（和食）本物の職人が生み出すこだわりの和食。
１０％割引(ランチスペシャルを除く)

ワイキキにありながらローカル、リピーターで賑
わう暖かい雰囲気が常連客をひきつけます。　
2586 Kalakaua Ave. 
Honolulu, HI 96815  
パーク・ショア・ワイキキ１階　　
☎ 808-926-5616

レストラン

がぜんホノルル店
10％割引

手造り豆腐と創作料理の居酒屋。個室もあり。
ハワイ産の素材を使ったメニューも豊富でロー
カルにも大人気。ワイキキから車で10分。　　

☎ 808-737-0230　　
http://www.e-k-c.co.jp/tenpo/honolulu/

レストラン

レストラン サントリー・ホノルル店
ディナー料金10％Off
ランチ：アイスクリーム進呈
スペシャルメニュー、飲み物を除く　(注文時に会員証提示) 

当店は厳選された食材を美味しく調理、安
心してお召し上がりいただける料理を提供
いたします。「和食」「鉄板」「すしカウン
ター」の３つのダイニングからお選びいただ
けます。
ランチ　月～金11:30AM～1:30PM
　　　　土、日12:00PM～2:00PM
ディナー　毎日5:30PM～9:30PM
場所：ロイヤルハワイアンセンター３階　
連絡先：☎ 808-922-5511　
http://www.restaurantsuntory.com

掲載ご希望は
Eメール yoko@hawaiiseniorlife.org  
又は☎808-428-5808（下吉）まで

(A) １５０字程度：　＄１0/月　　
(B）３００字程度：　＄20/月　

1年単位でお申し込み下さい。
途中、原稿の変更はＯＫです。
「ハワイ便り」「イベント予定」に会員
様の事業広告を添付してお送りします。
詳細は yoko@hawaiiseniorlife.org
までお問合わせください。

レストラン

◆カヒリ・レストランⓇ(アメリカ・ローカル料理)
15％割引（ビュッフェ除く）

マウイ島中心、カフルイ空港から10分のカヒリ・
ゴルフコース内。地元新聞読者投票「マウイの
ベスト賞」数々受賞。金曜夜のビュッフェ、サン
デーブランチは大好評！ハレアカラ火山と南北
両岸に広がる海の展望。
毎日営業　昼食11:00am～
www.KahiliRestaurant.com
☎ 808-242-6000

レストラン

Antonio’s  (イタリア料理) 
10％割引

Longs Center, 
1215 South Kihei Road　
☎ 808-835-8800　　 

マウイ島

レストラン

踊子 居酒屋風海鮮日本料理
創業42年、味の信頼を守り続けたワイキキの老
舗。100種以上の居酒屋メニューと和定食、寿
司、刺身、鍋料理。めん類、丼もあり。ランチは
11:00amから、夜中24時まで通じて営業
1680 Kapiolani Blvd. #F8
☎808-955-6555 
www.odorikohawaii.com

レストラン

一力鍋レストラン
4名様まで10％割引（ランチを除く） 

ハワイ初の鍋専門店。ランチは10.95ドル、夜は
20.95ドルから鍋をご用意、10種類以上の鍋か
らお選びいただけます。アラモアナショッピング
センター、ロングス・ドラック側から徒歩5分。

510 Piikoi St. #102  
☎ 808-589-2299

レストラン

ALOHA KITCHEN
噂の隠れ家レストラン！ 

新鮮なフルーツをふんだんに使ったスフレパンケーキ、
新食覚！ふわふわもちもち感がたまらない美味しさ！
シェフの創作料理も多数。ハワイ産の素材を使った美
味しいメニューを是非お試しください。
【営業時間】
火～土：8:00am-1:00pm & 6:00pm-10:00pm
日＆月：8:00am-1:00pm
住所：432 Ena Road, Honolulu, HI 96815
☎：808-943-6105



精進料理と

祈りの夕べ

ともしびキャンドルで集う

The night of prayer with Shojin Ryori and TOMOSHIBI candles

We will pray for our peaceful future and hope the spirit of Tsunami victims is at peace.
We are gathering the day that many people became victims in 2011 at the Honolulu Myohoji Mission.
Reverend Takamasa Yamamura and we will give a prayer vigil for the victims of the earthquake disaster 
and have Shojin Ryori dishes under the light of tender scented TOMOSHIBI candles.    
We hope that you enjoy meeting in a friendly and calming atmosphere while having food
and some of you might even slip into meditation.  
Delicious and healthy vegan dishes will be prepared by Megumi(Plant-Based Heaven/SATORI HAWAII).
TOMOSHIBI candles were made by Tsunami survivors in the disaster area.
We hope you can attend this exciting event.

未来が安堵に満ちたものになりますように、魂が安らかになりますように、2011年にたくさんの人々が犠牲になったこの日に、
ホノルル妙法寺の山村住職の震災犠牲者への追悼のお祈り後、優しく灯るキャンドルに囲まれて、
精進料理のお食事をいただきませんか？
かの未曾有の震災を「忘れないこと」を形にする「ともしびプロジェクト」は今や全世界で行われています。
Plant-Based Heaven/SATORI HAWAIIのめぐみさんの用意するヴィーガンの精進料理を
キャンドルの中でいただき、日々の生活に灯があり、お食事がいただけることに感謝すると共に、
今も辛い現状の中生きる、被災地の人々のことについて一緒に考えましょう。

Registration：  Please send us an e-mail to nadeshiko@hawaiiseniorlife.org 
with your name, phone number, numbers of people. 
Subject: The night of prayer
Registration deadline date and time： March 5th 5:00pm
*We will close the registration before the deadline if we get 60 people.

Seats are 
only available 

for first 60 
applicants!

Date： March 10 (Fri.) , 2017 
Time：  5:30pm Memorial Service starts 
                    (5:00pm doors open)
 (The 5th anniversary of the Great East Japan Earthquake Memorial)

Place：  Honolulu Myohoji
　             　　(2003 Nuuanu Avenue, Honolulu, HI 96817)

Admission： $35 donation 
           including Shojin Ryori buffet and Candles
*Part of your meal cost and a candle cost will be donation to the disaster area.

Image of Shojin Ryori



おかげさまでHISLEAは設立10周年！

　ハワイNPO法人「ハワイシニアライフ協会（HISLEA）」は、2017年9月に設立10周年を迎えることとなります。

2007年9月の設立総会を経て11月より活動を開始して以来、今日までに、個人会員900名、法人会員35社の

会員規模の協会に発展してまいりました。

　「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」をモットーとして、日本とハワイの会員相互の心

豊かな交流を基本としながら、東日本大震災復興支援やハワイの学校・病院などへの寄付を行うなど、日米の地

域社会への貢献に努めてまいりました。

　2017年9月に10周年を迎えるHISLEAは、これからも数多くの方々の支援と協力を得ながら、「心豊かなアク

ティブシニアライフの実現」を支援する協会として、次なる20周年にむけての更なる一歩を踏み出したいと願っ

ております。

　具体的には、「更に魅力あるHISLEA」となるよう、楽しいイベントの企画、日本から来られる会員の皆様のオア

シスとなる「アロハデスク」の持続的な運営、「ジャパン・ハワイ・カルチャーエクスポ（JHCE）2017」への出展支

援、HISLEAウェブサイトの充実、東日本大震災支援につながる「ハワイー東北レインボープロジェクト」の推進

とナデシコクラブの活動支援などなど、これからも地道な活動を続けて行きたいと思います。つきましては、そのた

めに必要となる運営資金（ファンド）を充実するために、「HISLEA設立10周年記念寄付金募集」を今月よりスタ

ートさせていただくことにいたしました。

　尚、$500以上の寄付をしてくださった方につきましては、「HISLEA 10th Anniversary Club」のメンバー

として、そのお名前を、アロハデスクに掲示させていただき、永くそのご厚意に対する謝意を公表させていただく

ことといたします。

　なにとぞ、その趣旨にご賛同いただき、HISLEA設立10周年記念寄付金募集にご協力をお願いする

次第でございます。

2016年11月吉日

ハワイシニアライフ協会　会長 坂井 諒三

寄付金募集金額の目標： ＄50,000

募集期間： 2016年11月より2017年8月まで（10ヶ月間）

寄付者氏名の公表： 2017年1月から8月までの「HISLEA便り」に毎月発表させていただきます。

（ただし、公表を望まない寄附者を除く）

HISLEA設立10周年記念寄付金募集のお願い



【ＨＩＳＬＥＡ設立１０周年記念寄付金申込書】

私（私達）は、ＨＩＳＬＥＡ設立１０周年記念寄付金募集の趣旨に賛同して、下記の金額をヒスレアに寄付いたします。

寄付金額： □$25　 □$50　 □$100　 □$250　 □$500　 □$1,000　 □その他 ＄

お名前：

会員番号：

ご住所：

Eメールアドレス：

お支払方法：

□クレジットカード： 　□VISA　 □MasterCard　 □Amex　 □JCB

カードホルダー名（ローマ字）：

クレジットカード番号：

有効期限（Exp.）： 月（M）/ 年（Y） 　　/　　　　   セキュリティ・コード：

ご署名：

□小切手：

このフォームと小切手（Payable to HISLEA）を同封の上、当協会宛にご郵送ください。

郵送先： HISLEA P.O.Box 8232, Honolulu, HI 96830 （FAX: 808-396-1140）

（※カード裏面の下3桁、Amexはカード表面の4桁の数字です。）

※尚、ＨＩＳＬＥＡ設立１０周年記念寄付金はHISLEAウェブサイト http://www.HawaiiSeniorLife.orgよりお申し込みができます。

※ご注意：セキュリティ上の問題からクレジットカード情報を通常のEメールでお送りするのはお避けください。

当協会は米国内のチャリティ団体としてIRSから正式に501(C)(3)の許可を受けておりますので、米国の納税者が支払う寄付金は非課税扱いとなります。
　（FEIN：39-2057525）

ハワイシニアライフ協会 （Hawaii Senior Life Enrichment Association）

P.O. Box 8232, Honolulu, HI 96830 　　Tel: (808) 428-5808 　　Fax: (808) 396-1140

www.HawaiiSeniorLife.org　　 info@HawaiiSeniorLife.org


