6/16~6/22

HISLEA 会員のための HISLEA 会員による 手作り サマージャンボリー

6 月 16 日（月） 初心者向けウクレレ体験教室
[11:30-12:30]
ウクレレ サークルのメンバー
達が、日本の会員の皆様を

６月１８日(水) HISLEA サマー ジャンボリー２０１４
パール・カントリークラブ・パビリオンで開催
HISLEA ウィーク 特別企画 愉しいお祭り 全員集合！

歓迎して「初心者向きのウク
レレ体験教室を開きます。
初めての方 でも楽しく弾けるプログラムですので、お気楽にご参加ください。
参加費：会員/ゲスト：＄１０ ウクレレ・レンタルは＄３（要予約）
開催場所：ワイキキジョイホテル GS スタジオ２階

6 月１６日（月） ウェルカム・サンセット・ディナー

HISLEA 懇親ゴルフ大会 [11:00 – 17:00]
12:00 ⇒ ショットガン・スタート

[17:30 – 19:30] HISLEA ウィークの初日。先ずはワイキキの美しい

参加費：会員/ゲスト＄１0０（プレ-費

サンセットを眺めながら乾杯！ みんなハワイ大好き人間が集う親睦会です。

& ディナー込み ）

参加費：会員＄４０/ ゲスト＄５０ ドリンク１杯付。

ボランティア
募集中

集合場所：TIKI‘ｓ Grill & Bar（2570 Kalakaua Ave）

6 月 1７日（火） メイド・イン・ノースショア探索ツアー

HISLEA バザー・サイレントオークション

[13:00-18:00]

[08:30-16:30] （会員：＄６５ / ゲスト＄7５）
集合場所：ワイキキ DFS 入り口 集合時間：8：15
オアフ島人気エリアのひとつ、ノースショアを中心にオアフ島一周巡りをします。
ハワイの恵みにふれる旅をコンセプトに、コーヒー

HISLEA 懇親ディナーパーティ

[17:00 – 20:00]

会費：会員＄２５/ ゲスト＄３０

時間が変更になりました。

農園や天然素材で作る石けんの工場を訪れる

<ボランティア募集＞ ローカルメンバーも、日本在住

ほか、カフク農園でのランチなども楽しむという、

メンバーも、皆で一緒にパーティを盛り上げましょう！

気の向くままのドライブツアー。 また、ハレイワ

下記のボランティアをして下さる方は、お申し出ください。

では、ハワイ初の芋焼酎「波花」を完成させた平

（１）バザー販売のお手伝い（２）お楽しみ抽選券

田憲さんの焼酎工場を見学します。(昼食は各自負担)

の販売（３）パーティのお手伝い （４）その他

６月１８日(水) ハワイ・プランテーション・ビレッジと聖地ク

＜バザー提供品求む＞ ご自宅に眠っているブランド商品、手芸品、装飾品、

カニロコツアー ＆ サマージャンボリー（ディナーパーティ）

美術工芸品、ハンドバッグ、アクセサリー、電化製品、本、ＤＶＤ、日本の和
洋菓子類などをご寄付して頂ける方は、ご連絡ください。 今回のイベントの収

[13:00-20:00]ハワイの魅力ある文化を理解するには、その移民の歴史

益金は、HISLEA の今後のウェブサイトのアップグレードのファンドにさせて頂

を知ることが不可欠。ハワイ・プランテ－ション・ビレッジには、様々な国の労働

きますので、是非ご協力ください。

者の生活を示す展示物が、各国の住居別に収められています。日系人の語り
部が日本移民の歴史、文化や功績について語ります。次は神聖なパワーが宿
っているとされる聖地 「クカ二ロコ」を訪れパワーアップ。その後、お楽しみディナ
ーパーティに直行！ 参加費:会員＄６５ / ゲスト＄７５(ディナーパーティ込)

連絡先： info@hawaiiseniorlife.org
＊ワイキキ方面からの送迎は手配いたします。往復お一人約２０ドル予定

６月１９日(木）ココナッツ・アイランドへ大人の遠足

6 月２１日（土） 桃源郷 シャングリラ ツアー
[10:30-12:00] シャングリラは

[8:00 – 14:00] カネオヘ湾

タバコで一財産を築いた大富豪デュ

に浮かぶココナッツ・アイランドのハ

ーク家の相続人、故ドリス・デューク

ワイ大学海洋生物研究所を訪問。

が別荘として建てたエキゾチックなイ

そこでは、この美しいハワイの海を

スラム風の豪邸です。生涯をかけて

守るための研究がされています。見

集めたイスラム様式の美術品、装飾

学の後は、のんびりランチピクニック。

品、調度品が、美しい建物とハワイ

参加費：会員 ＄50/ ゲスト ＄60 現地集合は＄20

集合場所：ワイキ

キ T ギャラリア東出口。 集合時間：8：00 （注）お弁当・飲み物をご持参

の美しい自然の中に見事に調和して
いる姿をお楽しみ頂けます。ベテランの日本語ガイドがご案内します。参加費：
会員/ゲスト＄３０、 カマアイナ＄２５ 集合場所：ホノルル美術館玄関前

ください。歩き易い服装でお越しください。

集合時間：10:00 (注意) 時間が変更になりました！

６月２０日(金） プライベートヨットクラブでお喋り会

6 月２２日（日） 静寂と絶景に癒されるマカプウ岬ハイキング
[10：00 – 13：30] オアフ島最東

[12:00-14:00] 参加費：会員 $25 / ゲスト $30 ワイキキの格調

端に位置するマカプウ岬でのマカプウ灯

高いヨットクラブで素敵なひとときを過ごします。スペシャル・ゲストは平田憲さん

台を目指して、舗装された道を歩く初級

夫妻。ハワイで初めて芋焼酎を完成させたご夫婦の苦労話やエピソードが楽し

コースのハイキング。ゴールのマカプウ灯

みです。 楽しいお喋り会とお食事で、ハワイのローカル会員や理事たちが、日本

台で、新鮮な空気を思いきり吸い込んで、

の会員の皆様を心から歓迎いたします。

真っ青な海と美しい景色を眺めれば、心
がとても癒されます。 参加費: 会員

６月２０日(金） カカアコ・POW! WOW! ハワイ探索
[14:30-16:00] 参加費：会員$15/ ゲスト$20

＄３０ ゲスト＄３５ 現地集合＄１０
集合場所：ワイキキ T ギャラリア東出口。 集合時間：９：４５
(注) お弁当、飲み物、敷物をご持参ください。帽子とスニーカー要。

6 月２２日（日） “A HUI HOU” デイナー
[17:30 - 19:30] HISLEA ウィークの最終日は夕日を眺めながら、
素敵なサンセット・ディナー。ワイキキの喧騒から離れ、ハワイのロコが集うお洒
落なレストランで、お喋りを楽しみながら過ごします。 A HUI HOU (アフイ
ホウ) はハワイ語で See you again の意味 また、来年も HISLEA ウィー
再開発が進むカカアコ地区、その倉庫街に世界中からアーティストが集い、

クで お会いしましょう！会費：会員＄5０/ ゲスト＄6０(お酒類は各自払)

巨大な壁をキャンバスに、創造性を発揮し個性をアピールするアートイベント

集合場所： Kincaid’s （キンケイド・レストランはワードウェアハウスの一番

「POW! WOW! HAWAII」が 2010 年から始まりました。アーティスト／デザ
イナーのジャスパー・ウォング氏によって香港のギャラリーで 2008 年に誕生した
アートムーブメント POW! WOW! が、その後ハワイに飛び火し、毎年行われる
ようになりました。まだ‘殆ど誰も知らないハワイ最新情報を、先取りしませんか？
カメラをお忘れなく！集合場所：アラモアナ S.C.フードコート南出口。

6 月２１日（土） 早朝さわやか気功エクササイズ
[7:30-8:30] 爽やかな海風と朝の眩しい陽光を浴びて気功エクササイズ。
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。
気功の基礎は、呼吸です。
体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。
HISLEA ウィークの気功の後は、アラモアナ S.C.のフードコートでカジュアルに
おしゃべり朝食会。友情の輪が広がります。(朝食は各自負担)

西側の２階) 1050 Ala Moana Blvd. Honolulu（ワイキキクヒオ通り
からバス＃１９、＃２０、＃４２で約２０～３０分。Kamakee(カマケエ)
の次で下車。（注意）ワードウェアハウスは、ワードセンターの西側のビルです。

See you again !
＊＊＊イベントの詳細と、お申し込み＊＊＊ www.hawaiiseniorlife.org
にアクセスして頂き、画面右上の「イベント カレンダー」をクリックしますと全ての
イベントを カレンダー スタイルでご覧いただけます。 ご希望のイベントをクリック
すれば、イベント、の詳細内容がわかり、右側の「申し込みボタン」をクリックして、
案内に従って記入していきますと簡単に申し込みが出来ます。また申し込み受付
け確認のメールも折り返し届きますので確実安心です。 E メールでお申し込み:
info@hawaiiseniorlife.org

又は、インフォメーションセンター

Tel:(808)428-5808)まで。 Fax でお申し込みの方は、 (808)3961140 に、参加する方のお名前（ローマ字）、会員番号、ハワイでの連絡先を
記入して、お申し込みください。お支払いは、すべて現地払いです。
＊＊＊申し込み後の取り消しは、３日前までにお知らせください。
＊＊＊キャンセル料が掛かる場合もあります。
＊＊＊都合により、日程や内容が変更になるなる場合もあります。

