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   ハワイ便り 
    ローカル発・シニアのための最新情報 

スポーツも人生も後半戦がおもしろい・ハワイで過ごすアクティブライフ！ 

  発行：ハワイシニアライフ協会 

  Hawaii Senior Life Enrichment Association(HISLEA)   

info@hawaiiseniorlife.org  Tel: (808) 428-5808  Fax: (808) 396-1140  P.O. Box 25355, Honolulu, HI 96825-0355 

 
                                  2009 年 11 月号（Vol.25） 

  
10月の前半、地元紙に毎日のように聖ダミアン神父の記事が掲載されていました。聖ダミアン神父は1873年に、当時

ハンセン病にかかりハワイ社会から放逐、隔離されていた人々が住んでいたモロカイ島のカラウパパに赴任、献身的

に病にかかった人々につくし、自身もハンセン病にかかり、1889 年に 49 歳で亡くなりました。 

このたび、ローマカソリック協会より正式に聖人に列せられ、そのお祝いで、ハワイからもたくさんの人々が生地ベルギ

ーやローマを訪問しました。アメリカには 8 人の聖人がいるそうですが、聖ダミアン神父は、ハワイが米国に合併される

前の時代の人で、地元の人は’ハワイの聖人‘として、誇りに思っているようです。 

 

2009 年度会員年次総会開催 

10 月 9 日に 2009 年度会員年次総会が開催されました。 

会員の皆様には、別便で総会報告をお送りさせていただきましたので、ご覧いただいていることと思います。 

ここでは、当日の様子を写真でご紹介したいと思います。 

受付のボランティアの皆さん     役員の皆さん（司会は梨本副会長）  加茂名誉理事（総領事）のご挨拶      総会の様子 

 

  

 

 

 

 

 林博士の講演（すばると宇宙）    梨本副会長より記念品贈呈      総会後の休憩               活躍したボランティアの表彰 

 

 

 

      

 

 

懇親夕食会                皆で乾杯                 Kupuna Islanders の演奏          丹野さん（会員）のフラ 
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たくさんのご寄付をいただきました。ありがとうございました。 

2009 年度年次総会開催に当たり、会員の皆様に会運営のためのご寄付をお願いしましたところ、46 名の会員の方か

ら総額 2735 ドルのご寄付をいただきました。こんなにたくさんの方からご支援いただいたことに、役員、事務局一同大

変勇気づけられました。今後とも会の運営に全力を尽くしたいと思います。ありがとうございました。 

ここに、ご寄付をいただいた方を皆様にご紹介させていただき、感謝気持を表明させていただきます。（順不同） 

（＄500）秋本道子様 （＄200）恒川宮子様 （＄100）Yukie Jorgensen 様、恵本克彦・直子様、柳井定人・靖子様、 

本多孝次様、矢島洋一・弓子様、関根八紘・良子様、五味淳芳・玲子様、島田裕美様、佐藤慶治・育子様、 

野田輝二様、佐野好勇様、加茂佳彦様、Lawrence Misa 様 （＄50）鬼頭照夫・栄子様、吉岡靖之・喜代子様、 

金沢文子様、多田絢子様、遠藤吉映様、たなかようこ様 （＄２５）加藤裕之様、ながたかずこ様、長山勉様、 

菅谷一夫様、石村康士様、関谷純子様、田中えり様、中山京子様、野中篤子様 （その他）徳田裕・雅子様、 

溝尾和子様、玉置真弓様、Joji Seta 様 

その他、お名前の公表をご遠慮された方がいましたことを申し添えさせていただきます。 

 

葛飾北斎・富獄三十六景展 at Honolulu Academy of Arts                ヒックス加津子さん（会員） 

先日は 北斎展のイベントに参加させて頂き いろいろとお世話になりましてありがとう

ございました。参加の皆さんと カフェでのランチを楽しみ 興味深く富獄三十六景を

鑑賞いたしました。  

富士山が見える風景画の美しさは 云うまでもなく美しかったですが 私はそこに登場

する江戸庶民の生き生きとした姿が何より印象的で好きでした。中でも大きなまあるい

桶の中で仕事をしている桶職人 その桶の向こうに見える富士山。三角の足場に大き

な木材を置いて その上でのこぎりを挽く大工さん。その三角の足場の向こうに見える

富士山。構図の面白さでは 浅草本願寺の瓦屋根が絵前面に大きく出て それと同じ位の高さで遠くに見える凧と富

士。深川万年橋の絵は 川に浮かんだ船から見た目線で描いた絵で 下から見上げた大きな橋 橋のむこうに遠近

法で見える富士。次はどんな構図で富士山が描かれているのか わくわくしながら鑑賞しました。江戸時代後期に活

躍した北斎は遠近法を駆使し、ドイツから入ったというブルーの染料を使ったと説明を聞きました。さまざまな手法と 

そして美しい染料が、浮世絵をさらにドラマチックにさせたのでしょうか。そしてまた北斎の描く海や川の波の表情の

違った文様も大変興味深く鑑賞しました。本物の北斎を心ゆくまで間近でみられて幸せなひとときでした。ありがとうご

ざいました。 

葛飾北斎展は 1 月 3 日までですが、好評でしたので 12 月に再度日本語ガイド付ツアーを計画中です。（編集部） 

サークル 

映画鑑賞サークルスタート         関根良子さん（会員） 

１０月に入って、また一つ新しいサークルがスタートしました。 

映画好きが集まって往年の名画を楽しもう、と云う＜映画鑑賞サークル＞です。 

第１回目はアラモアナ ショッピングセンターからも程近い、Moana Pacific Condo の中にあるシアタールームで開かれ

ました。２１名収容のこじんまりとした会場には、大きなスクリーンと劇場のように階段状に椅子が並んでいて、少人数

で映画を楽しむにはもってこいの設備が整っていました。  

そして、この日の為に選ばれたのは１９４４年作、アメリカ映画の ＜ガス燈＞。 

私の大好きなイングリット バーグマンとシャルル ボアイエが主演と聞いて、ロマンティックな物語を想像していたので

すが、大間違いで１９世紀末の霧深いロンドンの街が舞台のサスペンスでした。 叔母の遺産を相続したポーラ（バー

グマン）が、その遺産を狙う夫のグレゴリー（ボアイエ）によって精神的に追いつめられ、発狂寸前にまでいってしまうと

云うちょっと怖いストーリーなのですが、白黒の画面がその怖さをより強調しているように思えました。イングリット バー

グマンは、この映画で初のアカデミー主演女優賞を受賞したそうですが、本当に綺麗で思わずため息が出てしまう程

でした。シャルル ボアイエは名前しか知らなかったのですが、傲慢で冷酷で不気味な感じの役がピッタリで、観てい

た私が一遍で嫌いになりそうな損な役回りを見事に演じていました。次回は、オードリー ヘップバーンが主演のクラ

ッシックの名作＜ローマの休日＞を予定しているとか。 今から楽しみです。 
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ハワイアナ 

コホラー                       浅沼正和さん（ビショップ博物館ボランティアガイド） 

11 月、ハワイは鯨の季節を迎えます。ハワイ諸島まで南下し出産するザトウクジ

ラ、もしくは鯨を総称してハワイ語で「コホラー」と云います。石油が発見され

る以前、1850 年前後のハワイ王国は、ホノルルとマウイ島のラハイナに多くの捕

鯨船が入港し、賑わいをみせていました。メルヴィルの小説「白鯨」に描かれて

いるように、マサチューセッツ南部から多くの捕鯨船が太平洋に展開し、アリュ

ーシャン列島から日本近海で鯨を捕り、鯨油の樽が満杯になるとハワイに寄港し、

そこを中継基地にして米合衆国に油を販売していました。鎖国の日本周辺で多くの米国籍の船が操業してい

た事がペリー提督の開港圧力へとつながり、徳川三百年の歴史が激変していきます。これから３月迄、オア

フ島で鯨の姿を楽しめる最適な場所は、島の最東端マカプウ岬です。片道 30 分程の山登りのハイキングに

は、ワイキキからはザ バスでも行けますが、公園は駐車場完備ですので、車で行くのが便利でしょう。 
◇ ◇ ◇ 

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、初回無料相談、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。    

Bank of Hawaii Bldg. ３階  電話：（808）924-3399   

名医による無料健康相談（E メールによる）  大山廉平ドクター（会員/東京都済生会渋谷診療所所長） 

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アドレ

ス宛お送りください。   oyama@saichu.jp  

◇ ◇ ◇ 

Mahalo                 （編集担当：インフォメーションコミッティ/石毛克祐） 

   「ハワイ便り」「イベント予定」に関するご意見、ご感想、投稿・・kaiho@hawaiiseniorlife.org 
    イベントのお申し込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・event@hawaiiseniorlife.org 
    一般的な事務局へのご連絡・・・・・・・・・・・・・・・・・・info@hawaiiseniorlife.org 

 

インフォメーションセンター  

場  所：  ワイキキビジネスプラザ 11F  (2２70 Kalakua Ave) 

電 話： （８０８）４２８－５８０８ 

電話応対： 毎日 午前 9 時～午後 5 時（日本時間：午後 2 時～午後 10 時） 

事故、病気等緊急の際は、24 時間相談受付。５時以降は緊急のご相談のみの受付 

シニアライフ・カフェ 

場  所： ワイキキ免税店の隣、カプチーノカフェ内  会員ディスカウントあり。 

 毎  日： 09：30～24：00（年中無休）        電  話： 921-3536（担当：鎌田さん） 

 内  容： 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。ソフトドリンク、食事（日本の家庭料理/11：00～23：00）、お酒等もあります。 

シニア・サテライトサロン（会員証提示で１０％割引） 

      場  所： ワイキキショッピングプラザ １F 「MaHaLo Ocean Cafe」内 

       営業時間： 午前 9 時 30 分～午後 9 時 30 分      電  話： 926-5696 

       内  容： 100％コナコーヒー、静岡産緑茶・玉露、その他 18 種類のお茶（紅茶、ジャスミン、ウーロン他）を 60種類のアンティ

ークカップでお楽しみ。 

   毎月第４月曜日２時より「アフターヌーン・ティーの集い」を開催。おいしいデザートと飲み物とおしゃべりをお楽しみいただきます。 

                

当協会の概要、入会案内： www.hawaiiseniorlife.org をご覧になるか、カタログをご請求ください。 
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会員便り / 伝言板 
当協会は、個人情報保護の観点から、ご本人様の了解なく、電話番号、住所、E メールアドレス等を他の方に開示すること

はしていませんので、ご理解とご協力をお願いします。 

 

* * * * * 

関西地区１１月の例会は次のとおりです。 

●日時： 2009 年 11 月 13 日（金）１８時より●場所： 魚料理「松留」  (Tel: 06-6358-3350) 天神橋商店街２丁目（繁

昌亭の商店街本通り）●会費： お 1 人 ４０００円 （飲み物、お食事含み）●申込期限: 11 月 6 日（木） 

●申 込： 鈴木さんまで  携帯： 090-5892-8593   Ｅメール： asagiri0suzuki@ace.odn.ne.jp 
 
◆29th KZOO KARAOKE FESTIVAL に参加して       Pualani Sayoko さん（会員）        

異国情緒豊かなカラオケフェスティバルでした。 
スーパーシニア部門のロイ・ナガミネさん、”故郷の四季を歌う“を唄われ（多分二世の方と思われます）、

実感のこもった歌いっぷりに涙が出てきました。皆さん選出された方々だけに、本当にお上手でした。最優

秀の”愛の賛歌“を唄われた エミー・カツモトさんの素晴らしい歌唱力に感動いたしました。 
私は、ファッションデザイナーゆえ、皆さんの衣裳にとても興味があり、たっぷりと胸にかけられた生花の

レイは美しい存在でした。HAWAII ゆえの HAWAII らしいカラオケフェスティバル、初めて参加いたしまし

たが、全てがとても胸に響く歌声でした。 
二世、三世の方々が日本語の歌を唄われると、純日本人が唄うのと、また別の違った情緒があり、人間の生

きざまの表現も出てきて胸に深く感動を覚えました。 
やはり、歌は生きることに欠かせない大切なものです。 
そして唄うことによって、心と人生観が表現できるのは何と幸せなことでしょう！プロの歌手の河奈さちこ

さん、林蔵之介さん、大川あけみさん、HAWAII で活躍中の花園直光さん、方々のボリュームたっぷりな演

技とジャッジのお一人、HAWAIIAN の KAIMANAHILA も最高のボリュームでした。 
私たちは一日を目いっぱい楽しませていただきました。  MAHALO! 
 
◆室内ゲームを楽しむ会      野田省三さん（会員/専務理事） 
１０月より、新しいサークルの一つとして、毎月第３水曜日に開催することになった、「室内ゲームを楽しむ会」の第１回

「囲碁・将棋を楽しもう」の集まりが、１０月１６日(水）午後２時より、ワイキキヨットクラブのラウンジにて開催されました。

ワイキキヨットハーバーの素敵な眺めを楽しみながらの、囲碁・将棋を楽しむのも一興です。 

この日は、残念ながら、将棋を指したいメンバーはおりませんでしたが、囲碁を習いたいという女性の方が一名参加さ

れました。 囲碁五段の当協会のメンバーである田牧宏一さんが、丁寧に手ほどきをしてくださいました。囲碁は最初

はなかなか入りにくいゲームですが、やさしく解説してくださったので、初心者の女性メンバーも、とても楽しかったよう

です。 女性の囲碁ファンがこれから増えてくれるとうれしいです。 

次回は１１月１８日(水)午後２時から、ワイキキヨットクラブで開催されます。囲碁も将棋も初心者大歓迎です。 

また、マージャンも楽しみたいという方もいらっしゃいますので、１１月はマージャン好きにも集まってもらいたいと思っ

ています。  興味のある方は、幹事 野田（５５１－３２５０）までお電話ください 

◆ 映画“White on Rice”  主演・渡辺広さんからのメッセージ 
アメリカンテイストの寅さんのような映画です。日本人に親しみを感じ、友達になりたいと思うように

出来ています。HISLEA の皆さんに観て頂ければ大変に光栄です。 渡辺広 
   尚、日本総領事館よりも、お勧めのご案内をいただきました。 

   10 月 30 日より Regal Dole Cannery 18 で公開 
* * * * * 


