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3333 のののの祝祭日祝祭日祝祭日祝祭日        ＊お店、銀行等の開閉店は個々により異なります。 

 全米   1111７７７７日日日日（（（（火火火火））））  St. Patrick’s Ｄａｙ 

ハワイ   26262626 日日日日（（（（木木木木））））        Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day 

    

イベントイベントイベントイベント申込専用申込専用申込専用申込専用ののののＥＥＥＥメールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレスをををを設定設定設定設定しましたしましたしましたしました。。。。ハワイハワイハワイハワイ以外以外以外以外からのおからのおからのおからのお申申申申しししし込込込込みのみのみのみの際際際際にごにごにごにご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。尚尚尚尚、、、、ごごごご連絡連絡連絡連絡のののの際際際際はははは

おおおお名前名前名前名前（（（（フルネームフルネームフルネームフルネーム））））とととと会員番号会員番号会員番号会員番号（（（（下下下下 4444 けたけたけたけた））））をおをおをおをお忘忘忘忘れないようおれないようおれないようおれないようお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

                               event@hawaiiseniorlife.org 
    

特別企画特別企画特別企画特別企画    

スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル公開講座公開講座公開講座公開講座「「「「春山満講演会春山満講演会春山満講演会春山満講演会」」」」                                                            ハワイシニアライフハワイシニアライフハワイシニアライフハワイシニアライフ協会協会協会協会    アロハストリートアロハストリートアロハストリートアロハストリート    日本日本日本日本クラブクラブクラブクラブ共催共催共催共催    

昨年、たくさんの方に感銘をあたえました春山満さんの講演と公開講座を開催します 

  日時：２００９年３月４日（水）   午後４時〜５時  春山 満講演会「「闇に活路あり」 

                    ・・・ピンチをチャンスに！ 絶望から這い上がった実践編 

                       ハワイを元気にするセミナー 

            午後５時〜５時１５分   休憩 

            午後５時１５分〜午後６時 パネルディズカッション 

                            春山 満さん、坂井 諒三さん、上野 元さん(質疑応答を含む) 

        場 所 ：ハワイコンベンションセンター  エマラニシアター（EMALANI THEATER） 

  入場料 ： 会員 $15.00    一般 $20.00   

  締 切 ： ２００９年２月２５日（水） 

        講演会講演会講演会講演会のあとのあとのあとのあと、、、、同会場同会場同会場同会場でででで１１１１時間程時間程時間程時間程、、、、春山春山春山春山さんさんさんさんをををを囲囲囲囲んでんでんでんで個別個別個別個別のののの懇談懇談懇談懇談（（（（無料無料無料無料））））もももも予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。おおおお気軽気軽気軽気軽にごにごにごにご参加下参加下参加下参加下さいさいさいさい。。。。    

☀春山 満さんプロフィール☀ 

24 歳より進行性筋ジストロフィーを発症。現在、首から下の運動機能を全廃。1988 年、全国初の福祉のデパート「ハンディ・コープ」

を開業。1991 年、ハンディネットワーク インターナショナルを設立、介護・医療のオリジナル商品を開発・販売する。幅広いネットワ

ークと、体験を通した独自の視点と着眼で、大手医療法人の総合経営企画・コンサルティング、企業や自治体のプロジェクトに数多

く参画。「医療をコアとした地域ゾーン開発」「医療と提携した地域複合サービス」をキーワードに医療の生き残り策を具現化する独

自の経営企画手法は、全国の医療関係者から高い評価を得ている。2003 年、米国ビジネスウィーク誌にて『アジアの星』25 人に選

出。2005 年 4 月、オリックス不動産株式会社と共同出資し、オリックス･リビング株式会社を設立。2007 年 12 月、財団法人国家基本

問題研究所 評議員就任。2008 年 2 月、ハワイシニアライフ協会 名誉理事就任。    
    

第第第第 15151515 回回回回ホノルルフェスティバルホノルルフェスティバルホノルルフェスティバルホノルルフェスティバル参加参加参加参加        3333 月月月月 14141414 日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～15151515 日日日日（（（（日日日日））））    

ハワイと太平洋を囲む地域の人々の交流をはかる楽しい春の祭典「ホノルルフェスティバル」（ホノルル・フェスティバル・ファウ

ンデーション主催）に今年も参加します。 

参加は、大きく 3 つ。 

コンベンションセンター会場で「ブース」の出店、同じ場所での「気功パーフォーマンス」のエキシビジョン、そして、マウイ高等

学校の生徒と交代で担ぐ「御輿でワッショイ」カラカウア通りのパレードです。 

◆ブースブースブースブースのののの開設開設開設開設  

2 日間ハワイシニアライフ協会のＰＲを行います。皆様のお立ち寄りをお待ちしています。また、ボラ

ンティアでお手伝いいただける方がいましたら、野田事務局長（５５１－３２５０）までご連絡ください。 

 ３/１３（金）の午後準備をし、１４（土) 午前１０時～午後５時、 １５（日）午前１０時～午後３時まで 

開催します。 

 

 



◆◆◆◆    気功気功気功気功パーフォーマンスパーフォーマンスパーフォーマンスパーフォーマンス       指導： 小林尚子さん（会員・ボランティア）  ハワイコンベンションセンター パフォーマンスゾーン 

   第１回： 3/14（土） 14：00～15:00   第２回： 3/15（日） 11:00～12:00     第３回： 3/15( 日） 14:00～5:00           

◆◆◆◆    御輿御輿御輿御輿ででででワッショイワッショイワッショイワッショイ・・・・パレードパレードパレードパレード参加参加参加参加  参加：ハワイシニアライフ協会、日本クラブ、ラインボー学園ほか 

  日  時 ：２００９年３月１５日（日）１６：３０～２０：３０頃（予定）  

  集合場所：フォート デ ルーシー公園内、カラカウア大通りとサラトガ通り角に近いテニスコート横 

           １６時よりカラカウア大通りが遮断されますので、早めにご集合下さい。    

尚、大人のご参加者にはハッピ、お子様にはＴシャツを差し上げます。 気功パーフォーマンス、御輿で

ワッショイに参加ご希望の方は、3 月 6 日（金）までにインフォメーションセンターまで。両方とも参加費無料です。 

シニアフライデーシニアフライデーシニアフライデーシニアフライデーのののの予定予定予定予定                                                                                                        

6666日日日日((((金金金金))))     ファーストファーストファーストファーストフライデーフライデーフライデーフライデーでででで賑賑賑賑わうわうわうわうダウンタウンダウンタウンダウンタウンダウンタウンでのでのでのでの夕食夕食夕食夕食とととと画廊画廊画廊画廊めぐりめぐりめぐりめぐり        PM5:30~PM8:30PM5:30~PM8:30PM5:30~PM8:30PM5:30~PM8:30 
集合場所： Art Board, 1170 Nuuanu Ave. Suite #104 

  参 加 費 ： 会員：15ドル ゲスト：20ドル  （飲み物代は各自払い） 
      駐 車 場 ： 市営駐車場有り（入口：ベレタ二ア通り）＄３フラット料金      

13131313 日日日日((((金金金金))))  セミナーセミナーセミナーセミナーとととと情報交換情報交換情報交換情報交換    PM2:00    PM2:00    PM2:00    PM2:00～～～～PM4:00PM4:00PM4:00PM4:00    

講 演：    「「「「    社交社交社交社交ダンスダンスダンスダンスをををを楽楽楽楽しみませんかしみませんかしみませんかしみませんか」」」」     

講講講講    師師師師：：：：    ジニージニージニージニー・・・・三千代三千代三千代三千代・・・・フォガティーフォガティーフォガティーフォガティーさんさんさんさん（（（（会員会員会員会員・・・・理事理事理事理事））））    

会員同士の自己紹介と情報交換       

場 所： カラオケ GS スタジオ 320 Lewers Street. 2nd Floor 

         （デューティフリーショップ隣・ワイキキジョイホテル２F） 

  参加費： 会員 ５ドル、ゲスト ６ドル ソフトドリンク１杯付き 

20202020 日日日日((((金金金金))))    プライベートヨットクラブプライベートヨットクラブプライベートヨットクラブプライベートヨットクラブでのおしゃべりでのおしゃべりでのおしゃべりでのおしゃべり会会会会（（（（昼食昼食昼食昼食つきつきつきつき））））         PM12:00 PM12:00 PM12:00 PM12:00～～～～PM:2:00PM:2:00PM:2:00PM:2:00    

            －－－－楽しい昼食とおしゃべりで、会員、ボランティア、理事の皆さんの交流―    

        特別出演特別出演特別出演特別出演    ：：：：    ウクレレウクレレウクレレウクレレ演奏演奏演奏演奏            Kupuna Islanders Kupuna Islanders Kupuna Islanders Kupuna Islanders (ウクレレピクニックを機会に結成された当協会のサークル)    

       場  所： ワイキキヨットクラブ（アラモアナパーク内、ワイキキ寄り） 

  参加費： 会員：1７ドル ゲスト：2２ドル （アルコール飲料別） 
          ※ワイキキヨットクラブの要望により、会費はおおおお名前名前名前名前をををを書書書書いたいたいたいた封筒封筒封筒封筒につり銭の要らぬよう入れてご持参ください。 

22226666 日日日日((((金金金金))))        ゴルフゴルフゴルフゴルフでででで楽楽楽楽しむしむしむしむ会会会会        3333 組組組組（（（（１６１６１６１６名名名名））））             AM11:30 AM11:30 AM11:30 AM11:30 集合集合集合集合（（（（12:012:012:012:04444 スタートスタートスタートスタート））））    

        パールカントリークラブでゴルフを楽しみましょう。 

  場 所： パールカントリークラブ 

        参加費： 日本からの会員 ＄90  ゲスト ＄100   カマアイナ ＄45 

そのそのそのその他他他他ののののゴルフゴルフゴルフゴルフ（ゴルフ好きの方のために、ディスカウント料金でアレンジしました。）  

11115555 日日日日（（（（日日日日）））） カポレイカポレイカポレイカポレイゴルフコースゴルフコースゴルフコースゴルフコース（（（（平和会主催平和会主催平和会主催平和会主催コンペコンペコンペコンペ））））    AM11:AM11:AM11:AM11:22220000 集合集合集合集合（（（（12121212：：：：00000000 スタートスタートスタートスタート）））） 

集合時間に遅れますと＄10 のペナルティがかかりますのでご注意。 

参加費： カマアイナ＄6２ ゲスト ＄155 （ニアピン賞代を含む）  締め切り： 3 月 8 日（日） 

   22229999 日日日日（（（（日日日日）））） マカハイーストゴルフクラブマカハイーストゴルフクラブマカハイーストゴルフクラブマカハイーストゴルフクラブ（（（（静岡倶楽部主催静岡倶楽部主催静岡倶楽部主催静岡倶楽部主催コンペコンペコンペコンペ参加参加参加参加））））   AM11:30AM11:30AM11:30AM11:30 集合集合集合集合（（（（12121212：：：：00000000 スタートスタートスタートスタート）））） 

 参加費:  ＄50    締め切り： 3 月 22 日（日） 

 

4444 月以降月以降月以降月以降ののののイベントイベントイベントイベント予定予定予定予定    

皆様からよくお問い合わせがありますので、今後のイベント予定をわかる範囲でご案内いたします。 

諸般の事情で変更の出ることがありますのでご了承ください。尚、シニアフライデーのイベントは、原則毎月同じです。 

  4 月 1 日（水）～2 日（木）  第 2 回アロハ将棋祭り  島九段、佐藤棋王が来布 

  4 月 22 日（水）  日野原重明聖路加病院長の講演会 

  5 月 29 日（金）  秘境の大地 クアロア ツアー（ジャングルジープツアー、乗馬、クルージング、映画村バスツアーほか） 

  6 月 6 日（土）～13 日（土）  第 4 回アロハ国際ピアノフェスティバル 

  6 月（日時未定）  第 1 回チャリティゴルフ大会 

 

イベントイベントイベントイベントのおのおのおのお申込申込申込申込：インフォメーションセンターインフォメーションセンターインフォメーションセンターインフォメーションセンター （（（（808808808808））））428428428428----5808580858085808    午前午前午前午前９９９９時時時時～～～～午後午後午後午後５５５５時時時時    土日土日土日土日もももも OKOKOKOK    

                                                                            ＥＥＥＥメールメールメールメールでのでのでのでの受付受付受付受付をををを開始開始開始開始しましたしましたしましたしました。。。。        event@hawaiiseniorlife.org     
                                                    サークルサークルサークルサークル活動活動活動活動はははは直接直接直接直接ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの方方方方におにおにおにお申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください。。。。    
     申込締切申込締切申込締切申込締切：：：：    特別記載の無いものは 2 日前（定員になりましたら事前に締切る場合があります） 

     参 加 費参 加 費参 加 費参 加 費 ：：：：原則当日会場にて現金でお支払いください。つりつりつりつり銭銭銭銭のののの要要要要らぬようごらぬようごらぬようごらぬようご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    


