
会員の皆さま
アロ～ハ！
こちらハワイでは、州知事からの指令が「Stay at home」から「Safer at home」となり、依

然自宅での生活が推奨されながら、やや緩和傾向となってきました。５月中旬には大型ショッ
ピングセンターが再オープン、５月末には理容室や美容室が再開し、６月５日からはいよいよテ
イクアウトだけだったレストランの「店内飲食」が解禁となります。そんな中、当協会では、初めて
の試みとして、オンライン会議システム「ZOOM」を使用した第１回タウンミーティング「大丈夫
かハワイ」を開催しました。詳細は中面の記事をご覧いただくとして、普段ではなかなか一堂に
会することができない日本とハワイの重鎮が、自宅や職場からのオンライン会議というシステム
だから集うことができ、興味深い内容がたくさん聞けた、とても有意義な会となりました。今後
の世界は「アフター・コロナ」ではなく「ウィズ・コロナ」。こんな時代も前向きに楽しむのが、まさに「アロハライフ」である
と当協会は考えます。オンラインが持つ「便利さ」も痛感し、ウクレレや英会話などオンラインを活用して日本からも参
加可能なイベントも増えてきております。６月から徐々にイベントも再開されますが、新たなシステムを使った新しい楽
しみ方も会員の皆様と一緒に見つけていきたいと思います。もちろん、お体には気をつけて。　マハロ！

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NPOハワイアロハライフ協会
 　会長 坂井 諒三    

２020 年５月 18 日（ハワイ時間）に初めて開催された、第１回 ZOOM タウンミーティング「大丈夫かハワイ」
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てて 初のZOOMタウンミーティングが開催されました！

　コロナ渦で騒 し々い世の中ということで、当ハワイアロハライフ協会も、実際に会うことなく（３密を避け）
何か会員の皆さんに役に立つイベントができないかと模索しました。
　そして、坂井諒三会長呼びかけのもと、初めての試みとなるZOOMを活用したオンライン形式のイベント
「ZOOMタウンミーティングー大丈夫かハワイ」が５月18日（ハワイ時間）に開催されました。
パネラーとして９名のハワイの各業界を代表する皆さまが参加されました。
　　旅行業界を代表してーーーーJTBハワイ社長・北川さま
　　航空業界を代表してーーーー日本航空株式会社ホノルル支店長・黒田さま
　　ホテル業界を代表してーーーヒルトンホテル国際部部長・松田さま
　　不動産業界を代表してーーースターツインターナショナルインク社長・畑さま
　　　　　　　　　　　 ーーータイムシェアを専門にリセール販売をされているクジラクラブの代表・中山さま
　　ウェディング業界を代表して--日本ハワイウェディング協会会長・渡辺さま
　　金融業界を代表してーーーーファーストハワイアンバンク・シニアバイスプレジデント・本江さま
　　　　　　　　　　　　　　 セントラルパシフィックバンク・シニアバイスプレジデ瀬田さま
　　ハワイの弁護士会を代表してークリスティーン久保田さま　　　

以上のパネリストに加え、日本の各支部より代表の皆さまも参加し、２時間以上にわたり、
活発な意見交換がなされました。

「9・11やSARS、大震災などこれまでのどんな災禍より過酷な経済的影響」
「この先がまるで読めない」「ハワイに数十年暮らして、初めての体験」など、
今回のパンデミックの深刻さを伝える意見が多く出ました。パネラーの中には、

「勤務先のホテルがクローズで一時解雇された」「社員を一時帰休し、社長の私は
　　　　　 UberEatsでアルバイトしている」という衝撃的な告白も・・・

詳しくは、YouTubeにアップされております動画をご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?time_continue=316&v=kNvUHJnp0yE&feature=emb_logo
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てて 2020年６月 イベントに関して

ハワイ州の方針に従い、ハワイ現地でのイベントは現時点で６月末まで自粛していますが、
　　　 6月中に再開予定のイベントもございます。詳しくはアロハデスク、またはイベント幹事役に
　　　 お問い合わせください。　アロハデスク ☎(808) 428-5808 

　
毎週月曜日に開催の「ウクレレサークル」および
毎週水曜日開催の「初歩の英会話サロン」は　オンラインでクラス開催
日本からもご参加いただけます。 参加方法など詳しくは下記にお問い合わせください。
ウクレレサークル　＞深田マコ　mako@hawaiiseniorlife.org
英会話サロン　 ＞塚原勉　tsukahara@hawaiiseniorlife.org

気功エクササイズ　（担当：野田省三）
6月6日土曜日からマジックアイランドで再開。午前７時３０分から。
グループ10名以下でそれぞれ6フィート離れて行います。参加者が10名以上になる場合には
2グループ以上にに分けて行います。マスク着用（エクササイズ中は外しても良い）。
終了後の、お茶飲み会・おしゃべり会は、当面開催いたしませんので、ご了承ください。

ラジオ体操　（担当：塚原勉）
6日10日水曜日から再開予定。参加者が10名以上になる場合には2グループ以上にに分けて
行います。『みんなのラジオ体操&ヨガ体操』は『みんなのラジオ体操』と改称します。
体操後の懇親会については状勢をみて検討中。

P. 2

 ご注意

最新情報



【コラム】

新型コロナウイルスの拡散を防ぐため、ハワイでも3月末ごろから自粛要請が続いています。「何もしないで日々を過
ごす」ということを夢見ていたはずなのに、それが現実になってみると、とんでもなく辛いことだと実感します。

認知症予防に役立つ３要素としてよく言われるのが運動、旅行、そして料理。

確かに体を動かして有酸素運動をすればいいと言うのは分かりますが、旅行も料理も？その秘密は「前もっての準
備」が認知症予防に役立つのだそうです。

旅行は、新しい体験をするということで知的刺激を受けるというのも重要でしょうが、それ以上に、事前に調べたり、
プランを練ったりすることが脳をもっと活性化させるようです。

料理もその通りです。メニューを考えて、それらの材料が冷蔵庫に残っているかどうか、なければ買い出しに行かね
ばなりません。時間を見計らいながら、先に作って冷蔵庫で保管していてもいいもの、あるいは直前に料理したほうが
いいものなど頭をフル回転させながら料理を作っていきます。

Stay-Home政策で自宅待機を２か月以上も余儀なくされると、旅行が出来ない分、暇に任せて新しい料理を次々
と作っています。

料理は、段取りが８割、作る作業は２割と言われるように事前に野菜を洗ったり、細かく切ったり、煮物は一度煮た
後少し冷やして味を染み込ませ、出す直前に温めなおす。こうした先の事に対してプラン、計画を立てる作業が認知症
対策としては最も有効だそうです。

少し脱線しますが、ホノルルに30年近く住んでいて「本当に美味しい」と思える日本料理に出くわしたことは片手に
余るほどの記憶しかありません。1980年代は日本がバブル景気で、ハワイにも日本レストランがそれこそ雨後の筍（た
けのこ）のように進出しましたが、バブル崩壊とともに撤退。ここ数年は再び筍傾向が見えてきました。

でも年金暮らしの私には正直言って無理な値段設定。自分で好きな材料を買ってきて、好きな料理を作ったほうが
よほど美味しい、と思うのは負け犬の遠吠えに聞こえるかもしれません。しかしながら、「料理をするのが認知症対策に
有効」と聞けば、これは遠吠えでもなんでも、やるしかないですね。和食は握り寿司まで作るようになりました。今は韓国
料理に挑戦中です。

認知症予防、美味しい、安く上がる--手料理は一石三鳥です。年配者は女性であれ男性であれ、料理に挑戦すること
が一番の健康対策かも知れません。今の時期だからこそ、ゆっくり挑戦できる。暇つぶしにも、認知症予防にも最適な
手料理。頑張りませんか。

　　　　　　　　　　　　　　州のホームページにはこんなロゴも登場

（筆者プロフィール）
新名 瑛 （しんみょう・あきら）
木曜午餐会会長。元共同通信、ハワイ報知記者。
ハワイ在住30余年。
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手料理は一石三鳥 ハワイ暮らしの智恵
新名 瑛さん Vol.3



【コラム】

　6 月２日時点ですが、ハワイ州の新型コロナウィルスの新規感染者数は「０」となる日が多くなってきまし
た。カウアイ島などは 50 日連続ゼロ。ハワイは全米の各州の中では驚異的にコロナによる死亡者数が少ない
州となりました。外出自粛令と州外からの旅行者への 14 日間の隔離措置が５月 31 日まで延長されることが
発表されたときは正直「え～」という反応もありましたが、島民の努力が実り、早くも５月 15 日には大型ショッ
ピングセンターがオープン、５月末には理髪店や美容室がオープン（２ヵ月ぶりに散髪した～なんて声も多く
聞かれました ^^）、６月５日からは待望のレストランでの店内飲食が解禁！と、ハワイ州のウイルス抑え込み
は着実に成果をあげ、経済の復興は着々と進んでおります。一時は、ハワイ州知事とホノルル市長の方針に若
干の齟齬が生じたり「あれれ」と思うことはありましたが、結果としてハワイはやっぱり神のすむ島、全員の
努力の甲斐もありコロナに打ち勝ったと言えると思います。

　しかし！ ハワイは中だけ回っても経済は潤いません。コ、ロ、ナが引き離した「君」、そうです君主＝天皇
制の国、日本がしっかりと復活し、日本とハワイの間の渡航が自由に活発に行われるようになってこそ、ハワ
イは復活します。この「日本からの観光客の復活」に生殺与奪を握られている業界がとっても多い。ホテル、
旅行会社、ツアー会社、ウェディング会社、リテール・・・。５月１５日に大型ショッピングセンターがぞく
ぞく再開しても、何処吹く風で閉店を決め込んでいる免税店（T ギャラリア by DFS）の姿に、やっぱり観光
客がいないと成り立たないんだなぁと改めて実感させられた次第です。しかし、その日本の現状はというと夏
を前にして何ともお寒い・・・。マスクも給付金もいまだに届かず、そのことがこれまで誰もが信頼していた
日本の行政システムの意外な脆弱さと IT 化の絶望的な遅れを期せずして露呈することになり、学校の９月入
学はいい加減に「検討」され、医療関係者への支援も後手後手。おまけにヘタッピな経済再開で感染者は再増
加傾向（東京アラートって、いったい何だ？？）。私をはじめとして新たにハワイに移住してきた人をハワイ
社会では日系「新一世」と呼んでいますが、日本政府のあまりのダメさに「ほんとに日本を飛び出して良かっ
た」と思っている人が多いと思います。私自身、もう日本に戻ることはないなと確信させられました。とはい
え、そのアメリカも白人警察官への大暴動で大騒ぎになっておりますが・・・はぁ。

　さて、そろそろ明るいニュースを。そんなコロナ騒ぎの中、ハワイではニューオープンするお店が出てお
ります。ほんとにエライ！ こんな元気なお店がハワイ経済を活性化し、社会を元気にしてくれると思います。
皆さん、ぜひお店を訪れてみてください。こんなときでも、みんな頑張ってるんです！
　まず、ずっと工事していてようやくという感じでこんなときにオープンとなった韓国系のスーパーマーケッ
ト「H マート」。豊富な食材などはもちろん、２階にはノースショアで人気のガーリックシュリンプ「ジョバ
ンニ（Giovanni’s）」も出店したフードコートがあります。カカアコにもう１店。夜８時～深夜２時までオー
プンという新趣向のスイーツ店「ミッドナイトハイ」は、その名の通り、深夜のおやつを販売しているお店。
揚げ物やスイーツ、韓国映画「パラサイト」で話題になったチャパグリや、レインボーカラーのチーズがたっ
ぷり入ったグリルドチーズサンドウィッチなどユニークなメニューを楽
しめます。ワイキキ、ハイアットリージェンシーの裏手で営業していた
知る人ぞ知る和食店「花の里」は、キング通り（2671 S. King St.）
に場所を移してリニューアルオープンしました。ほっと一息ついてお腹
にやさしい和食を食べたくなったら、ぜひ。
　ほかにもオープンはぞくぞく。これこそ、ハワイの底力！早く日本か
らいらっしゃる皆さんに味わってほしいです（ほんとに）！

　　　（写真）「ミッドナイトハイ」のサンドウィッチ「サイケデリックメルト」

こんな時でもニューオープンするのはエライ！ HAWAII Up-To-Date !!
エース・K・イワセ Vol.27
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●ハワイの不動産会社「スターツ・ハワイ」が、ハワイの最新状況と今後の不動産マーケット動向について
　「ビデオ配信型式」にて情報を発信しています。
――――――――――――――――――――――――――――

「スターツ海外現地情報配信」　URL：https://youtu.be/Qu1kQS14iGQ
 
今後、都市別にスターツ海外現地情報を随時配信していくそうです。詳しくは下記をご覧ください。
www.starts-ph.co.jp/docs/pdf/141287wgMmodQ9Y3.pdf

●法人会員のきくち体操の菊池和子先生より
   自宅でできるストレッチ体操のYOUTUBE動画の紹介です。
　以下、菊池和子先生のメッセージ
 「皆様、体は動かし続けなければ、免疫力も、生きる力も育てられません。私どもはこの度そんなわけで外出

自粛で家にこもり運動不足になってしまっている多くの皆さんの手助けになればと、YouTubeで簡単にでき
る体操の動画の配信を始めました。よろしかったらどうぞ参考になさってみてください」

動画URL：www.youtube.com/channel/UCOZrTjMJK0RSYA9cOeHOydw
※パソコンでこの通信をご覧のかたは、上記のリンク（青文字部分）をクリックすると、
　そのページに移動します。

新型コロナウイルス感染症　関連情報 （６月１日現在）　　事務局から　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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 ワイキキ「アロハオフィス」について　　　　　　　　　　　　　　専務理事・事務局長　西村洋志

アロハライフ・リポート　１ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　先日開催されました執行役員会の決定により、会員対応窓口である「アロハデスク」は6月末まで
お休みとさせていただきます。電話、FAXまたはEメールでの対応は受け付けておりますので、
お問い合わせなどがございましたら、お気軽にご連絡ください。

【電話：+1-808-428-5808   FAX：+1-808-396-1140　Eメール：info@hawaiialohalofe.org】

　オアフ島では5月15日より段階的にビジネスのリオープンが認められ、ワイキキでもいくつかの
お店がすでに開いておりますが、まだ観光客がいないため、相変わらず閑散とした状況が続いて
います。
　アロハオフィスのあるワイキキ・ショッピングプラザも1階にあるお店以外は、ほとんど閉鎖した
まま。ただ、いつもお世話になっている2階の郵便局が開いており、うれしくなってしまいました。

閑散としているワイキキショッピングプラザ まだ閉鎖中のDFS

リオープンしたワイキキのルイ・ヴィトン
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ゴダイゴの名ギタリスト浅野孝己さんを悼む　　　　　　　　　　　　　　
副会長・日本地区本部長  迫田 健路

　　　　

　

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　1975年に結成されたロックバンド「ゴダイゴ」のオリジナルメンバーで、浅野さんはリードギ
　　　　　　　　　　ターを担当、ヒット曲を連発したことで知られています。浅野さんとのご縁は、協会・福岡支部
　　　　　　　　　　長の青山さんの紹介で知己を得て、アロハ会にご出演していただいたのが最初のお付き合い
　　　　　　　　　　でした。

アロハ会で浅野さんが演奏を始めると、みんながおしゃべりをやめ、ヒット曲の演奏ではみんなが総立ちで聞き入っ
たものでした。さらに演奏だけでなく、浅野さんは協会の慈善事業のために、多大なる貢献をしていただいており、その
奉仕の精神はまさに“無償の愛”そのものであらゆる協力を惜しまず、協会の多くのイベントにご尽力いただきました。

浅野さんは金銭的なことには無頓着で、飾ったりもせず、饒舌ではありませんでしたが誠実さだけは、誰よりもありま
した。しかしながら神様は、一番好きな人物を天に連れ去ってしまいました。本当になぜお別れもできないこんな時に、
何の前触れもなく神様は連れて行ったのでしょうか？

神のもとに行くにはあまりにも早すぎましたが、浅野さんは幸せな人生を過ごされたと思います。世界の富豪のリスト
はありますが、世界で一番満ち足りた人生を送っている人のリストはありません。それは神のもとにだけあり、そのリス
トには浅野さんのお名前がきっとあるに違いありません。

浅野さん、これからも我々を見守ってください、そして安らかにお眠りください。長い間、協会を支えていただき、心か
ら御礼申し上げます。

～この哀悼の文は福岡支部の青山支部長のお気持ちになり代わり書きました～

2017年６月、浅野さん（左）に当協会から感謝状が
進呈された

アロハライフ・リポート　２ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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 ジョディ先生のウクレレ・オンライン・クラス　　　　　　　　　　　　　常務理事　深田マコ

アロハライフ・リポート　３ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新コロナウィルスが引き起こしたパンデミックは、私たちの生活スタイルをすっかり変えてしまいました。１２年間
も継続してきたウクレレクラスも集会が禁じられたため、オンライン・クラスに切り替えることを余儀なくされてしま
いました。そのウクレレ・オンラインクラスも開催から既に２カ月が経過しました。今ではスクリーン上で日本とハワ
イのメンバーたちが毎週再会できることを、何よりも楽しみにしています。しかしながら、ウクレレ・オンラインクラス
だと、生徒たちにスクリーン上だけで技術やテクニックを習得させるには幾つかの問題点があります。１対１のレッス
ンならともかく、グループを対象とするレッスンは、一方的なレクチャーになってしまうこと、また視覚と聴覚だけで
学び取る才覚には限度があります。そういった問題点をカバーするためには、指導者と生徒間で自由に意見を伝達
しあう手段を得ることが肝心だと感じました。

そこで私達は始めにLINEアプリのグループアカウントを立ち上げ、先生と生徒たちが自由に対話できる環境を
整えました。レッスン後に先生からメッセージ、或いはビデオメッセージがライングループアカウントに届くと、メン
バーたちは各々メッセージを投稿し思いを伝えます。また、生徒がレッスン中に撮ったビデオをラインでシェアした
り、ウクレレのピッキングを表示するTABシートや、楽譜を作成してシェアしたり、みんながお互いに協力し合ってい
ます。現在はブルースの基本的なコーディングや旋律の習得に挑戦中ですが、オンラインクラスを通して、ジョディ
先生と生徒たちの絆が日に日に深まっていくのを感じます。６月末まではオンラインクラスを続行する予定ですが、
７月以降は目下未定です。折角始めた日米合同のオンラインクラスなので、今後もハイテクを利用して新たな挑戦
ができないものか模索していきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              　　　　　　　　　　　　　　　　　　←タブ譜面の例

 

kokokoう

ZOOMでのオンラインレッスン画面
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ワイキキに新オフィスなど拠点をご検討の皆さまへ

「アロハオフィス」シェアパートナー募集のお知らせ　　　　　　　　　　　　

ハワイアロハライフ協会からのお知らせ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　NPOハワイアロハライフ協会では、ワイキキにオフィスもしくは支店など新たな拠点の設置をお考えの法人の皆
さまを対象に、当協会「アロハオフィス」のシェアパートナー企業の募集を開始しました。

　「アロハオフィス」はワイキキの中心、観光客の皆さまにもローカルの皆さまにも良く知られる「ワイキキショッピ
ングプラザ」５階にあり、30人ほどのセミナーが開けるほどの広さを有しております。

　そのうちのオフィス部分を、このほど、シェアオフィスとして提供させていただくことになりました。
「ワイキキにお客様を応対するサロンがほしい」「本社と別にサテライトオフィスを作りたい」「オフィス契約を無く

し、シェアオフィスにしたい」などのオフィス展開をお考えの皆さまに、ワイキキ中心という大変利便性の高いオフィス
を提供させていただきます。

　詳細は下記となります。

場所：NPOハワイアロハライフ協会「アロハオフィス」
　　　ワイキキショッピングプラザ５階５１２号室
　　　（2250 Kalakaua Ave. Suite 512 Honolulu HI 96815）
広さ： 748.50 Sqft. （ 約70㎡ ）

シェア形態・費用：
週１日使用（曜日指定）　＄４００／月
週２日使用（曜日指定）　＄８００／月

※オフィス費用の支払い先および契約先は「NPOハワイアロハライフ協会」となります。
※上記の他、コピー・ファックスなどの備品メンテナンス費用がかかります。（各テナントで分割負担となります）
※会社登記などに住所を使っていただけます。（郵便物管理も可能）

以上となります。
ご興味のあるかたは、ハワイアロハライフ協会事務局までご連絡ください。
早いもの勝ちですよ～この機会をお見逃しなく！！

 

k o k o ワイキキに新オフィスなど拠点をご検討の皆さまへ　　　　　　　　　　　　
ワイキキに新オフィスなど拠点をご検討の皆さまへ　　　　　　　　　　　　
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“ハレの会”を支える特別サポート会員の皆さま
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“ハレの会”を支える法人会員の皆さま

【米国】
R. Sakai Company
Resort Hawaii Realty, LLC
　(http://www.resorthawaii.us)
Nashimoto & Associates
　(https://www.nashimoto.com/)
First Hawaiian Bank
　(https://www.fhb.com/en/)
Honda Kaihatsu Kogyo Co., Ltd
　(https://pearlcc.com/)
Japan Airlines Corporation, Ltd.
　(https://www.jal.com/en/)
Halekulani Corporation
　(https://www.halekulani.com/)
Ocean Wind Realty, LLC
　(http://oceanwind-hawaii.com/)
First Foundation Bank
　(https://firstfoundationinc.com/)
Wincubic.com, Inc. dba Aloha Street
　(http://www.wincubic.com/en/)
Starts International Hawaii, Inc.
　(https://startshawaii.com/)
JTB Hawaii Travel, LLC
　(https://www.jtb-hawaii.com/jtb-hawaii-travel/)
Hawaii Sekitei Corp dba Waikiki Joy Hotel
　(https://www.aquaaston.com/)
Kualoa Ranch Hawaii, Inc.
　(https://www.kualoa.com/
Nikkan San/Japan Press Service, Inc.
　(https://www.nikkansan.net/)
Tachibana Enterprises, LLC
　(https://www.tachibana.com/)
Sachi Hawaii-Pacific Century Properties, LLC
　(https://www.sachihawaii.com/)
Know's i-land international, Inc.
　(https://www.knowsi-land.co.jp/)
Pacific Coral of Hawaii dba Restaurant Yoshiya
Lighthouse Hawaii
　(https://lighthouse-hawaii.com/)
NHK Cosmomedia America, Inc.
　(https://www.nhkcosmomedia.com/)
TMS HAWAII, LLC dba HAWAII-ROAD
　(http://hawaii-road.com/)

DOKYU USA, Inc.
　(http://tamafuji.do-kyu.com/)
Kintetsu International Express (U.S.A.), Inc.
　(http://www.kintetsu-hawaii.com/index.php/corporate-en/)
Central Pacific Bank
　(https://www.cpb.bank/)
Liberty Mutual Insurance
　(https://www.libertymutual.com/)
EOS Accountants LLP
　(https://www.eosllp.com/)
Valley of the Temples
　(https://www.valley-of-the-temples.com/)
Gateway Estates
　(https://askagateway.com/)
RIZAP USA Inc.
　(https://sg.rizap-global.com/)

（米国全30社）

【日本】
社会福祉法人八生会
　(http://www.hashoukai.or.jp/)
株式会社 十勝毎日新聞社
　(https://kachimai.jp/)
一般財団法人 ロングステイ財団
　(http://www.longstay.or.jp/)
株式会社 きくち体操
　(http://kikuchi-taisou.com/)
昭和飛行機工業 株式会社
　(https://www.showa-aircraft.co.jp/)
医療法人 社団ケーイー
　(https://www.furuta-clinic.jp/)
医療法人 北海道整形外科記念病院
　(http://www.hokkaido-seikei-kinen.jp/)
株式会社 クイックレスポンス
　(http://www.t-k-p.co.jp/quickresponse/)
株式会社 コスモファーマ
　(http://www.cosmo-ph.co.jp/)
シーエムシー 株式会社
　(http://cmc-bus.com/)
大井建設 株式会社
　(http://www.ooiks.co.jp/)
株式会社 医学研修協会
株式会社 マル五

（日本全14社） 　　　　　　　2020年４月現在

ハワイアロハライフ協会では、ボランティアをしてくださる方を募集しております。会員による、
会員のための楽しく充実したハワイライフを目指しています。アロハオフィスの窓口をはじめ、
イベントの企画・運営などご興味のある方は、アロハオフィスまでご連絡ください。

ボランティア募集
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ハワイに
ご旅行の際は

海外旅行
保険に！

無料
健康相談 名医に相談できます

大山廉平ドクター
元読売クリニック院長、
元東京都済生会中央病院副院長

楽しいハワイ滞在中、怪我や病気で病院に行かなけ
ればならない事例もしばしば散見します。

特にシニアの方の旅には海外旅行保険の加入が不
可欠です。アメリカでは数日の入院や処置で数千万円
単位で、日本では考えられない高額な医療費を請求さ
れます。

安心してハワイご滞在をお楽しみになるためにも、必
ず海外旅行保険（疾病特約付き）にご加入されることを
強くお勧めします。

Eメールでお気軽にご相談ください。ご希望の方は
①氏名　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
を下記メールアドレスにお送りください。
ご本人のみならず、ご家族お知り合いの方、病気と断定
できない場合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

（※）アロハオフィスはレンタルオフィス、レンタルセミナールームとしてご利用いただけます。詳しくはアロハオフィスまでご連絡くだ
さい。（担当：事務局・西村）

（※）当協会は米国内のチャリティ団体としてIRS（アメリカ合衆国内国歳入庁）から正式に501(c)(3)の認可を受けておりますの
で、米国の納税者が支払う年会費、および寄付金は非課税扱いとなります。（FEIN: 39-2057525)

“ハレの会”基本情報
NPOハワイアロハライフ協会

（ハレの会）
Hawaii Aloha Life Enrichment 
Association (HALE)

【郵送】 P.O. Box 8232, Honolulu, HI 96830
【電話】 (808) 428-5808 
【FAX】 (808) 396-1140
【Eメール】 info@hawaiiseniorlife.org
【ウェブ】 http://www.hawaiiseniorlife.org

HALE日本地区本部
【電話】 (03) 3407-1390 
【FAX】 (03) 6893-7544
【Eメール】 hisleajapan@kjass.netHALEアロハオフィス

（アロハデスク&サロンde HALE）
【住所】 2250 Kalakaua Ave., Honolulu, HI 96815
          Waikiki Shopping Plaza 5th Floor, #512

【営業】 月・火・水・金・土 （10:00am～3:00pm）
木曜、日曜、アメリカ合衆国並びにハワイ州の祝日はお休みです。ご注意ください。

ハワイ州及びホノ
ルル市の命令によ
り閉鎖中です。



お友達を
ご紹介ください！


