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スポーツも人生も後半戦がおもしろい
Hawaii Senior Life Enrichment Association

分かち合おうアロハの心

カイルアのピルボックスよりモクルアを望む

平成最後のお正月、皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか？

今年１月のハワイは、アメリカンフットボールの

大学決勝に、ハワイ出身のクォーターバックがアラバマ大学代表として出場し、多くの人たちを熱狂させました。残
念ながら優勝は逃してしまいましたが、その素晴らしいプレーと人柄で、ハワイのローカルファンに感動をもたらし
ました。アメリカンフットボールは、日本の方にはあまり親しみがないかもしれませんが、テニスの世界では、つい
最近の全豪オープンで、大坂なおみ選手が見事優勝を果たしました。彼女はまだ21歳、力強いプレーと謙虚な人
柄は本当に素晴らしく、今後の活躍が期待されます。彼女は日本人の母親とハイチ人の父親の間に生まれたアメリ
カ育ちで、まさに、現代社会の多様性を象徴する存在です。ハワイにも大坂選手のようなマルチエスニシティの人々
が多くいますが、文化や言語の違いを乗り越えて、その良さを高めているのは、何と言ってもアロハスピリットです。
HISLEAもこのアロハを大切にし、いつまでも若々しく人生に果敢に挑戦し、楽しむことのできる強さと優しさを
持った人たちの集まりでありたいと思います。
NPOハワイシニアライフ協会

広報委員会

発行：ハワイシニアライフ協会 (HISLEA) Hawaii Senior Life Enrichment Association
http://www.hawaiiseniorlife.org

https://www.facebook.com/hawaiiseniorlife/

Eメール：info@hawaiiseniorlife.org Tel: (808)428-5808 Fax: (808)396-1140 住所：P.O. Box 8232, Honolulu, HI 96830
「HISLEA便り」は毎月20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。会員同士の交流は、ウェブサイトの「HISLEA広場」をぜひご活用ください。
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インド病

木曜午餐会会長

新名 瑛さん

私はインドという国が好きです。いきなり、何の話かと驚かれるかもしれませんが、
「年の初め」という気持ちから思い出しま
した。年の初めには、気分一新とかいいますが、要するに過去の残滓を洗い流して、新たな気持ちでこれから始まる1年に取り
かかろう、ということですね。それとインドとどのように関係するのか？ということですが。
思い返せば、1969年に初めてインドを訪れてから、これまでにわずか６度しか訪ねていません。ただ行けば１か月から３～４
か月滞在します。何をするのか？基本的には町中をブラブラするだけです。仏教の四大遺跡などを訪ねる時も、何もない町自体
に1週間ほど滞在し、チャイを飲んだり、人の流れをじっと見つめていたり、そして土産物屋ではケンかをしたりすることが多い
ようです。そこには「カオス」、無秩序しかありません。ニューデリー、ムンバイの繁華街、高級ホテルではそんなことはありませ
んが、一歩はずれるとそこはカオスの世界です。ゴミの山にカラスと犬が、そして人が少しの獲物をさがして争っています。人は
カラスよりも決して強くありません。すべての生き物が対等に争う。ここで私はこれまで持ち続けていた価値の序列を一瞬にし
て失ってしまいます。
町を歩くと安っぽい竹の笛を「50ルピー」で買ってくれと子供が寄ってくる。
「要らない」とはねつけても何度も執拗に迫って
くる。
「じゃあ、幾らなら買ってくれるのか？」 吹っ掛けてきたのを知ってるだけに「５ルピーなら」と冗談に返事すると「仕入
れが10ルピーなのに、冗談じゃない」と膨れた顔をする。立ち去ろうとすると、
「仕方がない、お前は友達だから５ルピーでもい
い。でも人には言うな」と結局は買わされてしまった。後日、その同じ竹の笛が１ルピーでお土産屋で売っていたのを見て、笑って
しまった。
欲しければ自分で値段をつける。不要ならばいくら安くても買わない。自分で自分に問い返してみる。世間的な相場とか、常
識にがんじがらめにされていて、いつの間にか自分のしっかりとした価値観を見失っているのではないか。自分にとって何が大
切で、何が大切ではないのか。世間の常識ではなく、自分自身で再度考えなおす、あるいは自分の中の価値基準を再構築する
必要があるな、と思い始めると「あーまた、インドに行きたいな」という欲望が底から湧いてくるのです。そうです、気分一新に
はインドが相応しいのです。

ハワイ報知 最 新 Town Infomation
◆ハワイ随一、ワイキキの景色と豪華なバレンタインディナー

回転展望レストラン
「トップオブワイキキ」
ワイキキの景色を一望できる、
ハワイ随一の回転展望レストラ
ン「トップオブワイキキ」（ワイ
キキビジネスプラザ 21 階）では、
バレンタインズデーの 2 月 14 日
( 木 )、 レ ギ ュ ラ ー メ ニ ュ ー の 他
にこの日限定の特別メニューを用
意。 予 約 は skywaikiki.com 及 び
topofwaikiki.com より。ダイヤモ
ンドヘッドとワイキキ街、、そして
美しいハワイの海を眺めながら、大切な人とのディナーをどうぞ。

◆旧暦の正月を祝うイベント
「ロイヤル・ハワイアン・センター」
中国をはじめアジア圏からの移民が多く住むハワイでは、人種を問わず
地元の大勢の人々が旧暦の正月を祝うお祭りや行事に参加し、獅子舞や中
国伝統の文化や料理を楽しむ習慣があります。ロイヤル・ハワイアン・セ
ンターでは、1 月 25 日から 2 月 5 日までの間、様々なイベントやプロモー
ションを実施します。詳細は jp.RoyalHawaiianCenter.com
◆日本語、中国語、韓国語を話すバイリンガルスタッフが対応
「ドクターズ・オブ・ワイキキ」〜ワイキキのお医者さん〜
２月１日 ( 金 ) からの１ヶ月間ハワイ在住者限定（ハワイ在住証明要）で、糖尿病
のスクリーニング検査と血圧測定を無料で実施します。検査のための予約は不要。ド
クターズ・オブ・ワイキキは最新の技術を駆使し、ワイキキで最も新しく、最も広く、
かつスタッフ数も最も多いアージェント・ケアです。場所はシェラトン・プリンセス・
カイウラニ・ホテル グランドフロア カイウラニ・ウィング。
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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、ミツワ、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)8452255 までご連絡ください。

ハワイ報知本紙とKEIKI HOCHI（子供新聞、月2回刊）

私の愛するハワイ「 アラモアナビーチ」
会員 大槻 悦子さん

私がハワイに移住したのは6年前の３月、サンフランシスコに35年
近く住んでいて、リタイアした後は常夏のハワイをついの住みかにし
ようと１２年前に逝ってしまった夫とよく話をしていた場所である。一
人でホノルルに移住した時、幸いにアラモアナの海に近い場所に居
住を構えることができた。それからは週に３〜４度はアラモアナのマ
ジックアイランドを歩いている。
早朝の散歩は清々しい空気と貿易風がなんとも気持ちがよく、立
ち止まっては胸一杯にハワイのそよ風を吸って又潮の香りをかぐ。黄
昏時に散歩すれば、真っ赤な太陽が沈みゆく様を眺めるだけでも素
晴らしい。これぞ憧れていたハワイの太陽とサンセットだと、見るた
びに思う。ヨットがシルエットとなってドラマテックな風景を醸し出し
言葉には言い尽くせないほど感動的な風景だ。
昼間の波打ち際ではビーチヨガやダイビングの練習風景、遠くにはサーフインを楽しんでいる人達が見え、大小のカラフルな帆を
膨らませて走行しているヨットも見える。
何度見たことだろう、若いカップルのウエデイングドレス姿を。長いドレスの裾をまくり花束を抱えて素足でアラモアのビーチを歩
いては立ち止まり写真を撮っている。そんな彼らに何度エールを送ったことか。幸せのおすそ分けをいただいている気持になれるか
らだ。
ハワイの一番好きな場所はアラモアナビーチ。青い海と白く砕ける波、岩場には黒い岩ガニ 。暑い砂浜。私はここに来るたびに生
きている幸せを感じることができるのだ。
ハワイの自然を楽しむ
イリアヒ。英語名：サンダルウッド。日本語名：白檀。かつてのハワイでは広い
範囲で見られたハワイ原生種です。古代ハワイでは、薬やカパといわれる布の
香料として使われていました。イリアヒは、中国との交易でとても高額で売れた
ことから、当時のアリイ（王族）たちが競って伐採して輸出し、19世紀になって
から乱獲でほぼ姿を消してしまいました。

ボランティア募集！！
ハワイシニア協会では、ボランティアをしてくださる方々を募集しておりま
す。会員による、会員のための楽しいハワイ・アクティブ・ライフを目指し
ています。アロハデスクの窓口をはじめ、イベントの企画・運営など、ご興
味のある方は是非、アロハデスクまでご連絡ください。

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
ハワイ便り
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日系移民１５１年目の今年は、ハワイの空がとっても熱い！！

「 HAWAII Up-To-Date !! 」Vol 14 エース・K・イワセ

去る１月２３日、ワイキキにほど近い会議場施設「ハワイコンベンション
センター」にハワイ州のデービッド・イゲ知事や在ホノルル日本国総領事
をはじめ、ハワイ政財界の有力者、ハワイ観光業界の主要なメンバーが集
いました。その行先は、ANA（全日空）の新型ジャンボ「エアバスA３８０
機」の発表式典。今年５月２４日に就航するのに合わせ、その座席やサー
ビス内容の詳細がハワイコミュニティーに向けて発表される場だったんで
す。
エアバスA３８０は、欧州エアバス社製造で、現状では世界最大の旅客
機。
「世界初」の総２階建て（一部ではなく全てが２階）の客席スペースを
持ち、乗客数はANAの場合で実に５２０人。”ジャンボジェット”の愛称
ANAのエアバスA380発表会の様子

で親しまれたボーイング７４７機を抜いて世界最大となったのが、このエ
アバスA380なんです。ここまで書くとかなりマニアックな感じ・・・

多くの人は飛行機乗るときに機体が何かまで注目しませんよね。
ところが、今回はこの機体がポイント。そもそも航空業界にとって機体の大きさはイコール座席の数になるわけで大きなトピック。
振り返れば、
１９７０年代に”ジャンボジェット”が導入されたおかげで座席数が飛躍的に増え、空席が増加したため航空各社が割
引運賃の導入に踏み切って「エコノミークラス」の価格が庶民に手が届く価格になったわけで、機体の変化は市場の変化をもたらし
ます。
その点で言うと、今回のエアバスA３８０はANAの成田＝ホノルル間に（段階的に）３機投入され、週１０往復をするそうですから、
かなりの旅客増加が見込まれます。これはハワイにとってはとっても喜ばしいことですよね。ハワイへの思い入れは機体にも現れてい
て、基本デザインは、ハワイでは神聖な生き物で「ホヌ（＝神様）」と呼ばれている亀がモチーフ。その名も「フライングホヌ」だそう
です。空飛ぶウミガメですね。ハワイ路線では久々のファーストクラスが一機につき８席用意されたり、エコノミークラスには４席を
つなげてベッドのように使える「ANAカウチ」が導入されたりと、その座席にも注目が集まっていました。私が目を留めたのは、
「プレ
ミアムエコノミー」のレッグスペースの広さとテレビ画面の大きさ。１５．６インチのタッチパネルモニターはクラス最大だそうです。
さて、となれば、赤いライバルJALも負けてはいません。話題なのは、ハワイアン航空とのマイル提携。ネイバーアンランドに飛ん
で貯めたハワイアン航空のマイルをJAL便でも使えるようになりました。逆ももちろんOK。成田＝ホノルル便では、エコノミークラ
スのシートピッチを拡大したり、プレミアムエコノミーでミシュラン２つ星シェフとコラボの機内食を提供したりなど新サービスに取
り組んでいます。私が注目したのは、好きなタイミングで食事を頼めるというビジネスクラスの「JALルアナスタイル」。団体行動が
苦手で一斉に始まる食事にいつも違和感を憶えていた私としては、こんなサービスは歓迎です。
また、ANAはダニエルKイノウエ空港に初の自社ラウンジを設置。ラウンジのカレーの美味しさで知られるJALも、このタイミン
グに合わせて第２のラウンジをオープンします。ラウンジのサービス合戦、利用者としては嬉しい戦いですよ
ね。ラウンジ拡大でプレミアムエコノミーの利用客もこのラウンジを使えるようになったそうです。
実はほかのエアラインもサービス合戦には参戦していて、デルタ航空はエコノミークラスにミシュランシェ
フを起用。さらに大韓航空との共同事業でマイル相互利用が可能になりました。ホノルルから仁川経由で沖
縄に旅行する、なんていう使い方もできるようになったそうで、ハワイ在住者に旅の選択肢が増えました。
思えば、今年は日系移民１５１年目の年。船で１か月かけてハワイに渡った移民の時代と、こんな空のサー
ビス合戦を眺めると、ハワイと日本の歴史の変遷を感慨深く実感します。１５１年ですから、空の旅も、ハワイ
での滞在もさらなる「い・こ・い（憩い）」の場になるといいですね。いつもダジャレですみません・・・。

ハワイ便り
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訃報！
1月16日

荒了寛先生のご逝去を悼む
荒良寛先生の訃報に接しました。

私は荒先生と40年近くのお付き合いがあり、その前半のお付き合いは芸術家（画家）としての
荒先生でした。荒先生の芸術（仏画）に対する思いは先生の人生をそのまま表現しているように
思われました。その画法は先生独特の色使い、筆使いによって決して誰もまねの出来ない仏画で
す。描かれた仏様、観音様の御顔は荒先生の自画像の様に私には見え、先生の目は巨像の様な優
しい目、すべてを受け入れる和やかな顔、常に降りそそぐ温かい言葉、先生のお傍にいると自然
に体が温かくなり、心、豊かに幸せ感じる一時を過ごす事が出来ました。
荒先生は常に一本の蝋燭の様に”その一隅を照らしていました。・・
先生にお会いした時から“一隅を照らす”が私の一番好きな言葉になり一本の蝋燭の様に自
分の周りを少しでも照らす事が出来、その事に私自身が幸せを感じ、それが生き甲斐になればこ
れほど嬉しいことはないのですが・・
後半の先生とのお付き合いは先生の想像力と企画力のすばらしさです。
先生はハワイ美術院を設立、ハワイのアーティストたちの為、毎年、25年間継続して美術展示会を開催しました。最後のハワ
イ美術展示会は私が荒先生の代わりに仕切りましたが、その年がハワイ美術展示会の最後の年になりましたが、その後2012年
から2014年まで3年間、荒先生の助言とお勧めでHISLEA ART EXHIBITION をコンベンション・センターで開催し、多くの
ローカルのアーティストから指示を受けましたが、荒先生のようには継続する事が出来ず、私にとっても残念な出来事でした。
私にとっていつも荒良寛先生は私の人生の指針でした。先生との会話に於いて、精神的にも霊的にも私は支えられていました。
有難うございました。ご生前の数々のご功績を偲び、謹んで哀悼の意を表します。
THE ART BOARD INC.
ハワイ国誠流詩吟会
会員 江口 素臣さん

日本地区本部よりのご挨拶

日本地区本部長 迫田健路

新しい一年が始まりました。

老子の言葉があります。

みなさまは今年一年の人生をどう過ごされますか？人生の

常をしれば容（寛容という意味）

楽しみ方にはいろいろあると思いますが、人生とはお金の他に、

貴方の命は

取っても取っても尽きることのない楽しみの宝庫であるはずです。

みんな同じ命だと知れば

ヒスレア日本地区本部は、実は大変にむずかしいことです

大きな自然のひとつ

寛容になる

がーー 友達を大事にして、お金に振り回されないというヒスレ

常を知らざればみだりに作（な）しなり、違った考え方を批判し

アの基本的な理念を大事して今年もやっていこうと思います。

あうから凶をまねく

狭い地球の上で相争い、自分の利益のためだけに限られた人
生の時間を使うことはもったいないとおもいます。
中国のことわざに「蝸牛

荘子の有名な句です。

角上の争い――」という言葉があ

あります。小さな一匹のカタツムリが左右の角同士であい争うこ

夢に胡蝶となる
夢だって見ているときは現実ですからね

とを言いいますが、小さな範囲で争うという料簡の狭さを意味
しています。
心のできた人は広くだれとでも接するが、徳を磨いていない

おい！

そっと

そっと

静かに

人は自分の気に入った人だけと付き合い、世間をせまくします。

梅の匂いだ

そして、自分にとって利益の有無で理解するようになります。

（山村暮鳥）
皆様は良い初夢をごらんになりましたか？
今年もよろしくお願いします。

ハワイ便り
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イベントレポート
江戸に思いを馳せながら、冬の下町の風情と味覚を楽しんだ新年

首都圏支部

最初のイベントの初詣と新年会の雰囲気は、HISLEA首都圏支部の

首都圏支部初詣と新年会参加記
1月18日

首都圏支部長

穐山 幹夫

活動が今年も順調にそして活発に行なわれるのではとの予感を存分
に伝えてくれるものとなりました。
マウイ支部
第100回記念HISLEAマウイ支部ゴルフ会
マウイ支部副支部長 小笠原 康人

今回のゴルフ会が 100 回記念という事は、毎月行っている会なの
で、8年と4ヶ月の歳月が過ぎたことになる。長いようで短 い感じがす
るのは、楽しかったからに違いない。
さて今回は 100 回記念という事で、
マウイ支部の裏方兼事務関
係を手伝ってくれているあやめさんがいつものゴルフ会より豪華な商
品を多数取り揃えてくれた。加えて HISLEA の会長である坂井氏に
亀戸大根の実物

も遥々オアフ島より早朝お越し頂いた。坂井氏より、来月行われる

撮影：坂正夫氏

2019 ソニーオープンの観覧フリーパス (二組)と、酒好きにはたまら
ない日本の銘酒獺祭を賞品として頂いた。それからこの会の最多優
勝記録を持つ玉置かなこさんからも沢山の賞品を頂いた。ここに会員
一同御礼申し上げます。
今回エントリーは総勢 17 名で HISLEA マウイ支部長神崎氏の本
拠地であるキングカメハメハ GC で行われた。当日は天気は良いが
肌寒く、
マウイらしいクラシカルなトレードウインドが強い日だった。
プライベートコースと言う事もあって、フェアーウェイの整備もグリー
ンも完璧な状態だった。今回は特別にベストグロス賞も設け、久々に
エントリーした赤尾コウノスケがグロススコア80で獲得した。映え
ある 100回記念の優勝はグロ ス 86 HC16 ネット70で平賀ヒデミ
さん、ニアピンも2つ取りまさしくゾーンに入ったプレイを見せてくれ

亀戸大根あさり鍋での新年会

た。

撮影：坂正夫氏

首都圏支部の本年度の活動は、21名の参加者を得て、冷たい北風
が時折吹くものの、快晴の天候のもと、1月18日の恒例の初詣を兼ね
た新年会によりスタートをしました。
今年の初詣は、梅、藤、菊などに境内が季節ごとに彩られ、別名花
の寺とも称され、学問の神様菅原道真を祀つる亀戸天神を訪れまし
た。受験シーズンを目前に控え、受験生たちの切なる願いを伝える多
くの絵馬が掲げられた境内では既に紅梅が綻びはじめる候となって
いました。遠い昔に学び舎を後にした会員の方々にとっては、悲喜こ

プレーの後、クラブハウス内で表彰式と 100 回記念パーティーも
行われ、沢山のプレゼントをくじ引き抽選で参加者全員に賞品が行
き渡り盛り上がりを見せた。サプライズでマウイ支部長の神崎さんが
LINE VIDEO 電話での参入と言う一幕もあり、久しぶりに神崎さんの
顔が見られて会員の人達も喜んでいた。パーティーの最後に会長の坂
井氏より挨拶があり、本体も10周年と言う事で体制の建て直し、若い
人達にも参加し易い様に新しい名称に変更するなど来年度は色々変
革すると述べておられた。

もごもの受験生時代の懐かしい想い出が蘇ったのではと思います。
そんな光景を眺めながら、参加者一同は本殿に昇殿をし、HISLEA
首都圏支部と会員の方々の除災招福を祈念してのお祓いを受けた
後、迫田日本地区本部長が代表して玉串奉納を済ませ、無事亀戸天
神での初詣は終了しました。
祈願を済ませた後は、亀戸大根の専門料理店の「升本」で新年会
が行われました。亀戸大根はかって江戸野菜として栽培され、今では
幻の大根といわれています。その寸法は30センチ、重さ200グラムほ
どの、日本一小さな大根です。
「升本」では厳しい寒さを吹き飛ばすべ
く、真冬には格好の熱々の亀戸大根アサリ鍋の味覚を堪能しながら
の楽しい語らいのひと時を過ごすことができました。
ハワイ便り
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イベントレポート
100回記念を機に2019年からマウイ支部は体制新たにスタートす
る事になった。毎月行なっていたゴルフ会 を年間6回に変更して、よ
り中味の濃い充実したものにしたいと思っている。とりあえず1月、2
月の開催は決定している。6 月ごろには支部長の神崎さんが帰って
くると言う噂があり、その辺りの開催もあるかと思う。今後の日程
は詳細が決まり次 第、会員の皆さんに御連 絡します。

マハロ

第267回マウイホトトギス会
HISLEA会員並びにゲストの方でご興味のある方は初めての方も大歓
迎ですので、幹事(ゆきさんyukionmaui@yahoo.co.jp または、ふき
さん fukikanmaui236@yahoo.co.jp)までご連絡下さい。
日時:2018年12月15日(土)11時〜16時
場所:Zen Island Kitchen (ハイク)*忘年会を兼ねて
12 月の兼題: くじら、花ククイ、
マンゴ紅葉、穂きび、冬みどり （マウ
イ） 短日、着膨れ （ワシントン）
★特選句
竹林の横に広がる冬の海 (千恵子)
短日や人生も又つかの間に (千恵子)
鯨鳴く調べ友へと幾千里 (まゆみ)
泣き生れ笑ひ去りたし白木槿 (まゆみ)

医療相談

キビ穂先歴史秘めしか永遠の声 (喜代子)
翔が如く馬駆け巡る冬みどり (喜代子)

名医による無料健康相談

サンダルの跡消えぬまま年の暮れ (幸)
草原の光の波間穂きび揺れ (幸)
★今月の4点句 翔が如く馬駆け巡る冬みどり (喜代子)

大山廉平ドクター

★今月の3点句 サンダルの跡消えぬまま年の暮れ (幸)

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.oyama1124@gmail.com

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。

General

T Sponsor

$1000 Tanida, Seiko
Honolulu Mahjong Club

$200 Ringer Hut

$330 Denda, Nobuyuki
$100

Deguchi, Wesley
Hoakalei
Ishikawa, Hisako

$70

Kondo, Toshio			
Suzuki, Hirohsi

$50

Matsuoka, Joji

$100

Hoakalei
Sekine, Yatsuhiro
Bell Management
Kiko Circle
Idesaki, Kiyohito
Nonbei Club
Nishimura, Hiroshi
Hara, Yuji
Majan Club
Hone, Shigeo

ハワイ便り
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Yamaguchi Int'L
Sakai, Ryozo
Hawkins, Ed
Noda, Shozo
Hebisawa, Toshiro
Saimaru, Yuzo
Miki, Nobuyuki
Yonehama, Shoji
Starts International Hawaii Inc.

2018年12月

2月のイベント予定
●13日（水) 首都圏支部ランチタイム講演会

●18日（月) グレートアロハラン・ヒスレアチーム

首都圏支部では下記の要領でランチタイム講演会を開
催致することになりましたの、ご案申し上げます。今回は、
学習院大学ゴルフ部総監督を34年間にわたり勤めてこ
られた生田憲一氏をお迎えして、
「プロゴルファー裏話」
と題して、
マスコミ報道等では到底知りえないプロゴル
ファーのありのままの姿をお話頂くことになりました。ゴ
ルフ好きの方には必聴の講演会と存じます。お忙しい折
とは存じますが、是非のご参加をお待ちして入ります。

皆でグレート・アロハ・ランに参加しませんか? 終わった
あとは、チャイナタウンで飲茶を食べながら、反省会をし
ます。

◆時間：12:00〜15:00
◆場所：麹町「ビアンカーネ」(イタリアンレストラン)
住所: 東京都千代田区一番町10-15
◆ 締 切 り：2月10日（日）17:00
◆申し込み：下記または担当幹事穐山

◆時間：7:00〜12:00（集合：6:30）
◆場所：アロハタワーからアロハスタジアム
住所: 198 Ala Moana Blvd.,Honolulu, HI 96813
◆集合場所：アラモアナBlvd.とアラケアSt.角
住所: Alakea St & Ala Moana Blvd
◆参加費：各自払い（現金のみ）
◆定員：なし
◆締切り：2月16日（土）17:00
◆登録先: グレート・アロハ・ラン公式サイト
https://www.greataloharun.com/registration/
◆申し込み：下記または関根八紘808-593-1629
HISLEAアロハオフィス オープン！

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。

アロハデスクが、9月中旬から同じワイキキ
ショッピングプラザ5階に移転し、HISLEA
アロハオフィスに変わりました。従来通りボ
ランティアが常駐し、入会・更新・変更など
の受け付け、イベントの申し込み、ハワイの
お役立ち情報の提供、仮会員証発行などを
行います。詳細は下記をご覧ください。さら
に会員の皆様が交流できるスペース「サロ
ンdeヒスレア」も併設予定です。

HISLEA アロハオフィス
場

所： ワイキキショッピングプラザ5階512号室 EXPEDIAの左隣り
2250 Kalakaua Ave., Honolulu, HI 96815
電 話： 808-428-5808
FAX： 808-396-1140
時 間： 月・火・金曜 午前10時～午後3時、土曜 午前10時～正午
1、2、7、8月は木曜も開館、詳細はお問合せください。
テレフォンサービス(無料) 毎日午前9時～午後5時
ホームページ http://www.hawaiiseniorlife.org/
アロハデスクでは特別寄付金を募集しております。詳細はお問合せください。

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。
ハワイ便り
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HISLEAウィーク
ハワイの会員が日本の会員のために手作りで企画する「HISLEAウィーク」の概要をお知らせいたします。各イベントの内
容は変更する場合がありますので、最新の情報は各イベントの詳細ページをご確認ください。
◆締切り：1月31日（木）17:00

● 2月2日（土） 気功と朝食おしゃべり会
爽やかな海風と朝の眩しい陽光を浴びながら、気功エクササイズ。少
し早起きして、
マジックアイランドの先端で集まります。ダイヤモンド
ヘッドを真横に、朝日にキラキラ光る波を前に、モンキーポッドの木陰
で輪になって癒しの時を皆で共有します。気功の基礎は呼吸です。体

◆申し込み：申し込み方法は8ページをご覧ください。
◆備考：集合場所からカープール、もしくはタクシーで行きます。カー
ニバル会場からはカープール、もしくは自由解散となります。
● 2月3日（日）ビショップ博物館スペシャル・ツアー

の中の邪気を全部はき捨てて、フレッシュな空気を思いっきり吸い
込めば、良い「気」が身体にみなぎります。気功の後はアラモアナ・
ショッピング・センターのフードコートで朝食お喋り会。友情の輪が広
まります。
◆時間：7:30〜10:00
◆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）

朝食は各自

◆定員：なし
◆申し込み：直接会場へご集合ください。
◆備考：雨天の場合は中止、小雨の場合は実施します。
● 2月2日（土） プナホウスクール・カーニバル
オバマ元大領領が少年時代を過ごした名門プナホウスクールで開催
されるビッグイベント、プナホウ・カーニバルに皆で遊びにいきません
か？有名なマラサダ、
マンゴチャツネ、エンターテイメントやゲームコー
ナー、アートギャラリー、オークション、大バーゲン市、バザール等々、
１００パーセント童心に帰って楽しめます。

「イースター島」という名でおなじみの魅惑の島「ラパ・ヌイ」に焦点を
あてたビショップ・ミュージアムオリジナルの展示や、日系移民１５０周
年の元年者の特別展示などを中心に、日本語ドーセントにガイドして

◆時間：11:00〜13:00（集合 10:30）

頂きます。

◆場所：Punahou School

◆時間：11:30〜14:30（集合 10:30）

1601 Punahou St.Honolulu. HI
◆集合場所：アラモアナSCフードコート内ハーゲンダッツ・アイスク
リーム店前

ビショップミュージアムの膨大な、文化・自然史のコレクションから

1450 Ala Moana Blvd., Honolulu, HI

◆場所：ビショップ・ミュージアム, 1525 Bernice Street, Honolulu
◆集合場所：アラモアナホテルロビー
410 Atkinson Dr, Honolulu, HI 96814

◆参加費：会員・ゲスト $15(交通費・運営費)

◆参加費：会員$30

◆定員：20名

ゲスト$35(入場料・交通費含む)（現金のみ）

◆定員：20名
◆締切り：2月1日（金）17:00
◆申し込み：申し込み方法は8ページをご覧ください。
◆備考：歩きやすいシューズをご用意ください。昼食は各自お支払い下
さい。

速報！
当協会会員で往年の宝塚スター、有明淳さんのブルーノー
トハワイでの公演が開催されます。お見逃しなく！
日時：4月16日（火）18:00＆21:00
場所：Blue Note Hawaii
住所：2335 Kalakaua Ave
●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8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。
ハワイ便り
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HISLEAウィーク
● 2月4日（月）楽しいウクレレ体験教室

● 2月6日（水）珈琲通にお勧め！ラテアート

ハワイ滞在中にハワイアンソングの１曲も歌ってみたい。折角だから、
ウクレレ片手に格好良く決めてみたい・・・！有名なジョディ・カミサト
先生に楽しく指導していただきます。緊張ゼロのウクレレ体験教室を
是非お試し下さい。
◆時間：12:00〜13:00（集合 11:50）
◆場所：ワイキキショッピングプラザ5階512号室
住所: 2270 Kalakaua Ave., #512, Honolulu, HI 96815
◆集合場所：Salon de HISLEA ( アロハオフィス）
◆参加費：会員$18

ゲスト$20（現金のみ）

◆定員：6名
◆締切り：2月2日（土）17:00
◆申し込み：申し込み方法は8ページ、もしくは深田マコ
◆備考：必ず予約をお取りください。ウクレレのレンタルをなさりたい

ホノルル・コーヒ・エキスペリエンス・センターでは、
「コーヒー豆の焙

方は、数に限りがありますので、事前にお知らせ下さい。

煎ツアー」を提供しています。珈琲通の貴方にお勧め！

● 2月5日（火）

約40分の

コーヒー・ロースティング・ツアーの後は、特選コナコーヒーの試飲や、

ハワイ王朝歴史探索ツアー

プロのバリスタがクリエイトするラテ・アートを楽しみます。
◆時間：10:00〜11:00
◆場所：Honolulu Coffee Co. Experience Center
1800 Kalakaua Ave, Honolulu
◆集合場所：ホノルルコーヒー・エクスペリエンス・センター（ハワイコ
ンベンションセンターの北向かい）
◆参加費：会員/ゲスト$15（ツアー代とLATEArt代込・現金のみ）
◆定員：15名
◆締切り：2月4日（月）17:00
◆申し込み：申し込み方法は8ページをご覧ください。
◆備考：ペイストリーやスナックは各自払い
● 2月8日（金）地上40階で楽しむBBQパーティ

米国の中でかつて王国だったのはハワイ州だけです。たった１００年弱

ヒスレア・ウィークの最終日を、みんなで楽しく過ごしませんか？ライ

で衰退したハワイ王朝の歴史を掻い摘んで見つめ直すことは、ハワイ

ブミュージックを聴きながら、唄って、踊って～～地上４０階のスカイ

を知る上で大切なことだと感じます。王国の栄華と悲しい結末の舞台

テラスから見下ろすヒルトンホテルの花火も一見の価値あり！ ヒスレ

となったイオラニ宮殿を日本語解説を聞きながら見学します。ツアー

ア恒例の、食べ放題、飲み放題のＢＢＱパーティをお楽しみ下さい。

後は、有名な女性建築家ジュリア・モーガンが設計した歴史建造物ラ

◆時間：17:30〜20:30

ニアケア内にあるカフェ・ジュリアでランチをします。

◆場所：ウィンザー（WINDSOR）コンドミニアムの屋上

◆時間：10:00〜14:00（集合 11:50）

住所: 343 Hobron Lane, Honollulu, HI

◆場所：イオラニ宮殿

◆参加費：会員$45、ゲスト$55（現金またはチェック）

364 S. King St., Honolulu HI

◆定員：50名

◆参加費：会員$25

◆締切り：2月5日（火）17:00

ゲスト$30(入場料、税チップ込み)ランチ各自

払い（現金またはチェック）

◆申し込み：申し込み方法は8ページをご覧ください。

◆定員：20名

◆備考：・ウィンザー（WINDSOR）は、ディスカバリーベイ・コンドの

◆締切り：2月2日（土）17:00

北２軒目。セキュリティ・ゲートでダイヤル０００を押すと、ガードマン

◆申し込み：申し込み方法は8ページをご覧ください。

が応答します。バーベキューパーティのゲストだと伝えて下さい。ドア

◆備考：ウォーキングシューズをご用意下さい。ザ・バスではワイキキ

を開き、エレベーターに案内してくれます。

のKUHIO通りから#2、#13に乗車。ステートキャピタルビルで下車。

セキュリティゲート前でヒスレアの担当者がお手伝い致しますが、遅れ

バスのルートについてはアロハオフィスまでお問い合わせください。

た場合は上記の方法でお入り下さい。
パーキングは限りがありますので、なるべく、バスかタクシーをご利用
下さい。

ハワイ便り
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定例イベント
● 7日（木）HISLEA懇親ゴルフ

● 24日（日）マウイ支部

第102回ゴルフ会

◆時間：11:45～16:45（集合 11:15）

◆時間：9:02〜14:30（8:30集合）

◆場所：ワイケレ・カントリークラブ ☎ 808-676-9000

◆場所：カヒリ･ゴルフコース 電話 (808) 242-4653
住所: 2500 Honoapiilani Highway, Wailuku

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：HISLEA会員＄80、会員のゲスト $95 (賞品代、並びにプ

◆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

レー終了後の懇親会でのソフトドリンク・軽食代を含みます）

事にお支払いください。
（現金のみ）

◆ 締 切 り：2月18日（月）17:00

◆定員：20名

◆申し込み：マウイ支部事務局 Ayame Givenselさん☎ 808-249-

◆ 締 切 り：2月4日（月）17:00

2544またはayame_g@kamehamehagolf.comまで

◆申し込み：申し込み方法は8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。
● 9日（土）マウイ支部

ホトトギス会（俳句の会）

● 27日（水）サンセットドリンクを楽しむ会
◆時間：17:00-18:30
◆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

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

◆参加費：会員無料＋実費、ゲスト$15＋実費（現金のみ）

ストの皆様の参加をお待ちしています。

◆定員：16名

◆時間：11:00-14:00

◆ 締 切 り：2月25日（月）17:00

◆場所：カヒリゴルフクラブ内 カヒリ・レストラン

◆申し込み：申し込み方法は8ページをご覧ください。

2500 Honoapiilani Hwy., Wailuku, Maui, HI 96793

◆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

◆参加費：初回無料、昼食代は個人負担

れる方は、入り口でレジスターが必要です。

◆定 員：なし

● 毎週水曜日

◆申し込み：オンラインまたはマウイ支部事務局

みんなのラジオ体操＆楽ちんヨガ体操

◆時間：8:30am-10:00am（集合時間8:20am）

Ayame Givenselさん☎ 808-249-2544まで

◆場所：アラモアナ公園マジックアイランド

◆ 締切り：2月9日（土）

（駐車場に近い芝生エリア）

● 21日（木） ゴルフで楽しむ会

◆参加費：1ドルのご寄付

◆時間：11:33～18:00（集合 11:00）

◆定員：なし

◆場所：パールカントリークラブ

◆申し込み：直接会場にご集合下さい。雨天でも幹事は来ております。

98-535 Kaonohi Street Aiea

終了後は、アラモアナセンターのフードコートでお茶会をします。

◆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）

● 毎週月曜日（月4回）ウクレレサークル
◆時間：12:00〜13:00（集合時間11:45）
◆場所：サロンde HISLEA

◆定員：28名

住所: 2270 Kalakaua Ave., ワイキキショッピングプラザ#512

◆ 締 切 り：2月18日（月）17:00

◆参加費：4回で$50、1回のみは$15、会場費1回$3（会員）

◆申し込み：申し込み方法は8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。

$5（ゲスト）
（現金またはチェック）
◆定員：なし
◆申し込み：深田さん808-428-5044
◆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。

●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8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。
ハワイ便り
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定例イベント
● 毎週土曜日

気功エクササイズ

● 毎週木曜日

◆時間：7:30am-8:30am

木曜午餐会

◆場所：アラモアナ公園マジックアイランド

◆時間：12:30pm-13:30

◆参加費：会員：無料（寄付歓迎）

◆場所：マキキ聖城キリスト教会
829 Pensacola Street, Honolulu, HI., 96814

一般 初回のみ無料、2回目以降は1回$1
◆定員：なし

◆お問い合わせ：新名（しんみょう）さん ☎ 808-341-3547まで

◆申し込み：直接会場へご集合ください。

【2月の講演スケジュール】

◆備考：雨天の場合は中止、小雨の場合は実施します。

7日「気仙沼から希望のともしびを」
杉浦恵一氏（ともしびプロジェクト代表）

● 5日（火）19日（火）麻雀倶楽部

14日「伊波普猷（いはふゆう）と比嘉静観（ひがせいかん）について」

◆時間10:30 ～16:30

比屋根照夫氏（琉球大名誉教授）

◆場所：レストラン吉家（シェラトン・ワイキキ2F）

21日「民俗学ってなーに？」

2255 Kalakaua Ave., Honolulu, HI 96815
◆参加費：経験者向けAコース
けBコース

$20（賞品代$15含む）

初心者向

$5 （現金のみ）

◆定 員：Aコース：5名

Bコース

刀根卓代（とねたくよ）女史（民俗学研究家）
28日「曲水宴から雛祭りへ」
亀井和子女史（ハワイパシフィック大教授）

12名

※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

◆ 締切り：各2月4日（月）、18日（月）17:00

寄付をお願いしております

◆申し込み：申し込み方法は8ページをご覧ください。
◆備考：当協会会員限定のサークルです。昼食は各自お支払いくださ

● 若葉ネットワーク2月の勉強会「心臓病の最新情報」
日本人の死因の第２位は心臓病の疾患です。参加者の質問に答えなが

い
● 毎週水・金曜日

ら、日ごろの注意、早期発見の予防・症状・最新の治療方法を学びま

茶の湯を楽しむ会

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：第1回10：00～

◆講師：寺久保
◆日時：2月12日

第2回11：00～

篤志医学博士
午後２時から3時45分まで。

◆場所：マクアアリイ・シニアセンター内講堂（1541 Kalakaua

◆場所：ワイキキ・ブレイカーズホテル裏千家茶室（汎洋庵）

Avenue #3 Honolulu, HI 96826）

◆参加費：$5の寄付をいただいています。

入場は無料。問い合わせは若葉ネットワーク（808）352-2631まで日

◆申し込み：☎：808-922-8068まで
● 毎週月曜日

す。

本語でどうぞ。

ハワイ詩吟同好会

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

●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8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。
ハワイ便り
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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

米国/ハワイ
オーシャンウィンド不動産
http://www.oceanwind-hawaii.com
ギャリーシィン弁護士事務所
クアロアランチ・ハワイ
http://www.kualoa.com
サタケ ホノルル
http://www.satake-japan.co.jp/ja/about/omusubi.html
サチハワイ総合不動産会社
http://www.sachihawaii.jp
スターツインターナショナルハワイインク
http://startshawaii.com
セントラルパシフィックバンク
https://www.cpb-jp.com/
㈱どうきゅうとんかつ玉藤
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/		
本田開発興業㈱ パールカントリークラブ
http://pearlcc.com/
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
EOS会計事務所 EOS Accountants LLP
http://www.eosllp.com
Hawaii Sekitei Corp. dba Waikiki Joy Hotel
http://aqua-oasisajoy.com		
JTBハワイ
http://www.jtb-hawaii.com
Kintetsu International Express (USA), Inc.
http://www.kintetsu-hawaii.com		
Lighthouse Hawaii Magazine
http://lighthouse-hawaii.com
NHK Cosmomedia America, Inc.
http://www.nhkcosmomedia.com		
R. Sakai Company
Sankara Hawaii, LLC
ハワイ便り

(地域別・五十音/ABC順 47社 2019年1月)

http://www.hoakaleicountryclub.com
TMS HAWAII LLC dba Hawaii Road
http://hawaii-road.com
Wincubic. com dba Aloha Street
http://www.wincubic.com

日本
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/
㈱きくち体操
http://kikuchi-taisou.com
医療法人社団 ケーイー
http://medical-brunch.jp
株式会社コスモファーマ
http://www.cosmo-ph.co.jp
医療法人北海道整形外科記念病院
http://www.hokkaido-seikei-kinen.jp/
昭和飛行機工業株式会社
http://www.showa-aircraft.co.jp/
㈱株式会社シーアールイー
http://cre-nagoya.com/
シーエムシー株式会社
http://cmc-bus.com
㈱ジェイティービー
ttp://www.jtbcorp.jp/
㈱十勝毎日新聞社
http://www.tokachi.co.jp/
日本KAIGOサポートセンター
http://japan-kaigo.jp			
社会福祉法人 八生会
http://www.hashoukai.or.jp/
㈱フクダコーポレーション
http://www.fukudacorp.jp
株式会社クイックレスポンス
Quick Response Co., Ltd.
株式会社ベルマネージメントワイズ
http://www.belle.co.jp
㈱リフレッシュ
http://www.refresh-group.co.jp/
Faith Group
http://www.faith.co.jp
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会員お得情報

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)
オアフ島

アクティビティ

銀行・金融・両替

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。

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。

http://www.kualoa.com
☎ 808-237-7321

339 Royal Hawaiian Ave.
☎ 808-924-9318

学校・教室

銀行・金融・両替

◆秘境の大地 クアロア牧場
20％引き

◆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

◆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

◆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

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

ハワイ便り
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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）

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

会員お得情報

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)

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)

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
荷物預かり

◆ワイキキで荷物預かり
荷物預かり2ヶ月無料！(1年契約)

●長期預かりサービス：ゴルフクラブ・スーツ
ケース1個$200/年、2個目から半額。毎年ハワ
イに来られる方、ゴルフ、サーフィンをされる方に。
●短期預かりサービス：年に数回ハワイに来ら
れる方、他島にご旅行に行かれる方に。
タイムシェアは系列会社のくじら倶楽部へ。ヒ
ルトン、
マリオット、ディズニー、ウィンダムなど
幅広く600件以上を取り扱っています。
ワイキキロッカー/くじら倶楽部
2155 Kalakaua Ave. Suite 420
808-792-5147 代表 中山孝志 (B)
www.waikikilocker.com
www.kujiraclub.com
info@waikikilocker.com
営業時間：月～金 9:00am-6:00pm

ヘアサロン

日本人アーチスト

N ORIKO HAIR&MAKE-UP

ハワイで20数年の実績を誇る店
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

オアフ島
トラベル・ツアー

不動産

ハワイの日本人旅行会社です。

【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（T1843）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

◆ウイトラベル（UI TRAVEL）
信頼と実績で創業18年

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)

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

不動産・レンタルコンド

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

レンタカー

◆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

ハワイ便り

◆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
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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

会員お得情報
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

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)
オアフ島

マウイ島

レストラン

レストラン

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。

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

Antonio’s (イタリア料理)
10％割引

つくね家
お食事10％引き

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

レストラン

レストラン

レストラン

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。

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。

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

一力鍋レストラン
4名様まで10％割引（ランチを除く）

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)

510 Piikoi St. #102
☎ 808-589-2299

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

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

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/

◆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）

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。

ハワイ便り
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