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4 の祝祭日  ＊お店、銀行等の開閉店は個々により異なります。 

 全米   10 日（金） Good Friday 

       12 日（日） Easter Sunday 

       22 日（水） Earth Day 

 

特別イベント 

第２回アロハ将棋祭り  ４月１日（水） ３日（金） 

昨年好評を博しましたアロハ将棋祭り。今回は昨年お招きした島朗九段に加えて、将棋ビッグタイトル保持者の佐藤康光棋

王・永世棋聖をお迎えして開催されます。当協会は昨年に続き後援します。 

第２回アロハ将棋大会   ４月１日（水） 正午～午後５時４５分  （参加費無料、ただし昼食会は＄３０） 

場所： ワイキキ･ヨットクラブ（アラモアナ公園の入口を入ってすぐ左側） ☎ （808）955-4405 

イベント： １２:００～１:００ＰＭ 佐藤棋王、島九段を迎えてのキックオフ昼食会  

                     （参加費：＄３０ 当日封筒にいれて持参する） 

       １：００～２：１５ＰＭ 佐藤棋王・島九段による記念講演（対談形式）＆オークション・サイン会・プレゼント抽選会 

       ２：１５～５：３０ＰＭ 佐藤棋王・島九段による指導対局（多面指し） （参加費：無料） 

       ５：３０～５：４５ＰＭ 指導対局受講者への段級位認定状の授与 （無料） 

第 2 回アロハ親子将棋大会   日時：  ４月３日（金） 午後３時～５時３０分   （参加費無料） 

       親と子供が将棋を通してよりよきコミュニケーションをはかる事を目的として開催いたします。 

場所： ハワイ日本文化センター５階（Manoa Grand Ballroom Lounge) (2454 S. Beretania Street, Honolulu  

イベント：３：００～５：００ＰＭ 親子将棋大会（小学４年生以上とその父母） 

                   佐藤棋王と島九段親九段による子供への将棋指導対局（多面指し） 

      ５：００～５：３０ＰＭ プレゼント抽選会と参加証の授与 

申込み期限： ３月２７日（金）正午まで 

 

日野原重明さん講演会 「生き方上手」 －97 歳現役医師。そのいききと輝く生き方に学ぶ－ 

主 催： ハワイ日本語キリスト教会連盟 ラジオ放送「心に光を」実行委員会 

協 賛： ハワイシニアライフ協会 日本クラブ 聖ルカクリニック フジサンケイコミュニケーションインターナショナル 

日野原重明先生（聖路加国際病院理事長、財団法人ライフ・プランニング・センター理事長）の講演会です。 

席に限りがありますので、ご希望の方はお早めにチケットをお求めください。 

日時： 4 月 22 日（水） 6：00ｐｍ会場 6：30 開演 

場所： アラモアナホテル２F ハイビスカスルーム 

チケットのお求めは  「心に光を」実行委員会  ☎ （808）591-8877 

 

サークル 

男の料理教室 

日 時： ４月１２日（日曜日）午後２時−４時半 

場 所：  1221 Victoria St. Honolulu, Hi(Adomiral Thomas Condo.) 

会 費：  ２0 ドル 

先 生：  トモコ ダンシルさん 

料 理：  お楽しみ（もしかすると豆腐料理？？） 

持参する物：エプロン、筆記用具、キッチンタオル、クッキングナイフ（出来れば） 

申し込みはトモコ先生まで（日本語）電話 808−753−6690 
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ウクレレレッスン   3 月に結成しました当協会ウクレレサークル ‘Kupuna Islanders ‘ （クプナアイランダーズ） 

毎月ひとつ新しい曲をマスターするのが目標です。4 月は名曲「アロハ・オエ」習います。 

練習日時： 第 1～第 4 月曜（月 4 回） 正午～午後 1 時（1 時間） 

場 所： ワイキキ・ジョイホテル２階のカラオケ「ＧＳスタジオ」 

インストラクター： Jody Kamisato (ウクレレ教室 「Ukulele Hale」主宰者） 

月 謝： 毎月４回のレッスンで＄４０  （月初めにＪｏｄｙ先生に直接支払う）  

      １回レッスンのみの希望者：＄１５/１回 （その都度、Ｊｏｄｙ先生に直接支払う） 

      初回見学については、会場費＄1。    （会場での飲み物代は各自負担） 

その他： １） 毎月１曲ずつ新曲をマスターします。 

      ２） 時々、様々なイベントに出演します。 

      ３） ウクレレを習いたい方はどなたでも参加できます。初心者大歓迎です。 

問合せ・参加申し込み： 関川さん（７７８－７０４４）または山岡さん（７３４－６００６）まで 

 

シニアフライデーの予定                          

3 日(金)  ファーストフライデーで賑わうダウンタウンでの夕食と画廊めぐり  PM5:30~PM8:00 
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   

10 日(金)  セミナーと情報交換    PM2:00～PM4:00 

            講 演： 「陶芸体験教室を終えて」  講師： ダグラス英津子さん 

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 

17 日(金) プライベートヨットクラブでのおしゃべり会（昼食つき）   PM12:00～PM: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― 

       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、会費はお名前を書いた封筒につり銭の要らぬよう入れてご持参ください。 

23 日(木)  ゴルフで楽しむ会  3 組（１６名）    AM11:30 集合（12:04 スタート） *金曜日ではありません。 

  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 

その他のゴルフ（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。）  

   26 日（日） マカハイーストゴルフクラブ（静岡倶楽部主催コンペ参加）   AM10:45 集合（11：30 スタート） 

 参加費:  ＄50    締め切り： 4 月 22 日（水） 

4 月以降のイベント予定 

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。 

  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 

 

イベントのお申込：インフォメーションセンター （808）428-5808 午前９時～午後５時 土日も OK 

             Ｅメールでの受付を開始しました。  event@hawaiiseniorlife.org  
           参加する方のお名前（漢字とひらがな）、会員番号（下 4 けた）、ハワイでの連絡先（電話）を必ずお書きください。      

     申込み締切： 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 ：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。 

     サークル活動は直接ボランティアの方へ、又、申込み先の記載のあるものは直接お申し込みください。 
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                  ☀☀☀会員お得情報☀☀☀ 

     当協会の趣旨に賛同して、色々な企業様から特典等のご提案をいただくようになりました。 

            まだまだ少ないですが、今月号より皆様にご紹介をいたします。 

                  ご利用の際は、会員証をご提示ください。 
 

☀印は、当協会会員です。 （あいうえお順で表示） 
アート 
アートボード☀  アートボード額装の店と画廊  額装３０％引き(額材のみ)  絵画１０％引き 

ハワイの老舗(４０年) 額装とアートに関して、会員の方へ特別サービス、日本語でモトさんにお任せ 

ホノルル・ダウンタウン ヌアヌ街(ハワイ・シアター近く) ☎ 536-0121 / 351-1945  E メール： info@tab-hawaii.com 

医療 

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   会員証を提示すると初回無料診察 

血圧測定、滞在中のアドバイス、専門医の紹介等を受けられます。バンクオブハワイ・ビル３階３０８号室、 

診察時間：月～金 ８：３０am～７：００ｐｍ、土・日・祝 ８：３０am～５：００ｐｍ  ☎ （８０８）９２４－３３９９、 

ツアー 

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。  

www.kualoa.com  ☎ 808-237-7321 

不動産 
スターツインターナショナルハワイインク☀  バケーションレンタルロイヤルクヒオ $100 off・ビーチヴィラズアット

コオリナ宿泊料金 5%off   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 
1953 S.Bretania St. Suite PH-C  ☎ 808-947-2280 
フォガティ不動産☀ バケーションに最適な月単位のバケーションレンタル、(333 Hobron Ln)  インターネット回線、ケーブルＴＶ、

水道代（温水）込み。フルキッチン、家具つき。セキュリティー優良。不動産売買・管理、長期賃貸物件取り扱いあり。36 年の実績。

日本語でお問い合わせください。電話 808-955-5100 Ｅメール fogarty@fogartyhawaii.com 

リゾートハワイ不動産☀  「タイムシェア・リゾートで暮らすハワイ」（野田・梨本共著）をプレゼント 
タイムシェアの売買は、エキスパートの当社にお任せください。 
1888 Kalakaua Ave. Suite 312 ☎ 808-791-2921 （日本事務所）東京都中央区銀座 1-15-7 ☎ 03-4590-2805 
ブライダル 
株式会社ワールドブライダル☀  お部屋にシャンパンとフルーツバスケットご用意（直接お申し込みの場合） 
ハワイと日本の専属プランナーが挙式から旅行までダブルサポート 
2155 Kalakaua Ave. Suite 608 カラカウアビジネスセンター６階  ☎ 808-923-7788 
レストラン・コーヒーショップ 

踊子（居酒屋風 海鮮日本料理）  １０％引き（食事代のみ） 

ワイキキの中心で早朝時から深夜１２時まで通しで営業の老舗レストラン 

2400 Koa Ave. キングス・ビレッジ１階、ハイアット・リージェンシー・ホテル真裏  ☎ 923-7368 

カプチーノカフェ（喫茶・食事）☀  10％引き 

国際電話（10 分 1 ドル）、インターネット（30 分 3 ドル）、日経、朝日、スポーツ新聞、週刊誌等用意 

320 Lewers St.  ワイキキ免税店隣  ☎ 921-3534 

MaHaLo(喫茶)   海洋深層水ボトル「MaHaLo」プレゼント   

100％コナコーヒー、静岡産緑茶・玉露、他１８種類のお茶を６０種類のアンティークカップでお楽しみ。 

2250 Kalakaua Ave. ワイキキショッピングプラザ１階  ☎ 926-5696 

めんちゃんこ亭（ラーメン居酒屋） ☀ １０％引き 

人気メニュー： ◆得選ヒレかつセット◆ハーフヒレかつセット◆黒豚ロースかつセット◆海老かつ（3 本）セット、外居酒屋メニュー  

2250 Kuhio Ave. ワイキキ・トレード・センター1 階  ☎ 924-8366 

義経（和食）  10％引き 

職人シェフが創るこだわりの和食を憩いの空間で 

2586 Kalakaua Ave. パーク・ショア・ワイキキ１階  ☎ 926-5616 
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    第 2 回日本支部 ALOHA 会 開催のご案内 

日本在住の会員の皆様 

 

まだまだ厳しい寒さが続く今日この頃でございます。如何お過ごしでしょうか。ハワイシニアライフ協会は、会員皆様のご協力

ご支援により、会員数内容等充実してまいりました。心より感謝申し上げます。 

昨年１０月３１日に銀座日航ホテルで実施いたしました「第 1 回日本支部アロハ会」は、全国から１００名近くの会員の皆様のご

参加で大盛況でございました。ありがとうございました。 

坂井会長の活動状況説明、昼食会、参加者自己紹介、惑星探索家、木内鶴彦さんのお話、会長提供によるアメリカ男子プロ

ゴルフ・ソニーオープンの帽子２０ヶ。（ジャンケン大会勝者に）等々。 

 

さて、４月１０日（金）に、「第 2 回日本支部アロハ会」を開催いたします。奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。

坂井会長、野田専務理事もハワイより参加いたします。 

皆様のご参加を会長以下心よりお待ち申し上げております。 

      

      記 
 
日 時： ４月１０日（金） 受付：午前 11 時半より  開演：12 時～午後３時頃までを予定しています。 

会 場： 「バードランド」  http://www.birdland-tokyo.jp/ 

住 所： 〒１０７－００５２ 港区赤坂 ３－１６－７  赤坂 KT ビル５F（一ツ木通リ） 

       地下鉄銀座線・丸の内線 赤坂見附駅下車 徒歩４分 

       千代田線 赤坂駅下車 徒歩１分 

電 話： ０３－３５８３－３４５６ 

会 費： お 1 人 ７，０００円（食事、飲み物、他） 当日、会場にてお支払ください。 

内 容： 坂井会長挨拶、食事会、元宝塚大スター出演（？）、ヒロタッキー氏の腹話術（ハワイでも大好評）、 

       バックグランドミュージックとしてハワイアンバンドの演奏。 

       会長提供アメリカ男子プロゴルフソニーオープンキャップ（１５ヶ）等々。 

申し込み： お名前、会員番号（下 4 けた）、連絡電話番号、住所、参加人数（ゲストの方のお名前も）を添えて 

          お申し込みください。 

締 切： ３月２5 日（水） 

申込先： 日本支部長 馬場弘人 宛て。 

        E メール： DQG10037@nifty.ne.jp 

       電 話： ０８０－１０６６－７５７３>        

  FAX:   ０３－３７４８－４３９５ 

       郵送（葉書）：〒１５８－００８３ 世田谷区奥沢１－４３－８ 

 

その他   オーナー（女性）グループのハワイアン演奏はテレビでもお馴染み。 

尚、会員のご友人方のご参加も歓迎いたします、又、ハワイ等日本以外にお住まいの会員の方で 4 月 10 日に東京におられ

ます方もお時間の都合のつく方はぜひご参加ください。 

今後は小規模の各種イベントも２，３ヶ月に１度は開催予定でございます。 

  

NPO ハワイシニアライフ協会  

日本支部長  馬場 弘人 

 


