
 
Aloha Breeze

に がりました。これからも心地 いお き合いをしながら、 に 実した
2008
皆に
けないくらいの な だったことを います。
 

今 のハイライトは32フィートのＲＶ（ ャンピングカー）でア リカ大 を し
た家族旅 。 ャンピングカー、ユーコン＆アラスカの地、 が満 の旅でした。
走 なんと ００マイル（7200Km
です。静岡のジージを含めて６人での旅、大自然の中をＲＶで過ごした３週間の想い出
は一生の宝物です。 
 
 
アイオワ州出発⇒サウスダコタ州（バッドランド、マウントラッシュモア、クレージーホース）⇒ワイオミング州
（イエローストーン）⇒モンタナ州（グレーシャーパーク）⇒カナダ（ブリティッシュコロンビア、アルバータ、
ユーコン）⇒アラスカ州（フェアバンクス、デナリ）⇒最終地点のアンカレッジ
 

  
 

  

 

Aloha Breezeの さんに しいお友達も わり望月 Ｈ （家族）の は
に がりました。これからも心地 いお き合いをしながら、 に 実した

2008を迎えたいです。望月家とAloha Breezeをサポートしてくれた親族、友達
皆にMahalo Nui Loa（心からありがとう）!!そして皆さんの
けないくらいの な だったことを います。 

フィートのＲＶ（ ャンピングカー）でア リカ大 を し
た家族旅 。 ャンピングカー、ユーコン＆アラスカの地、 が満 の旅でした。

7200Km）。ちなみに、日本 ハワイが ００
です。静岡のジージを含めて６人での旅、大自然の中をＲＶで過ごした３週間の想い出

アイオワ州出発⇒サウスダコタ州（バッドランド、マウントラッシュモア、クレージーホース）⇒ワイオミング州
エローストーン）⇒モンタナ州（グレーシャーパーク）⇒カナダ（ブリティッシュコロンビア、アルバータ、

ユーコン）⇒アラスカ州（フェアバンクス、デナリ）⇒最終地点のアンカレッジ  

    

    

 

の さんに しいお友達も わり望月 Ｈ （家族）の は
に がりました。これからも心地 いお き合いをしながら、 に 実した

をサポートしてくれた親族、友達
そして皆さんの2007も、望月家に負

アイオワ州出発⇒サウスダコタ州（バッドランド、マウントラッシュモア、クレージーホース）⇒ワイオミング州
エローストーン）⇒モンタナ州（グレーシャーパーク）⇒カナダ（ブリティッシュコロンビア、アルバータ、 

 

 



KAISEI（海生

になり、一気に色々な事が出来るようになった 坊。 りに が多い事もありお りも達

者なこと。わけの分からない英語も少しずつ出始めてます。まだ別れ際に泣くけれど（今朝もまだ涙

目になってました、、、。）８月にプリスクールデビューして８時からお昼まで通っています。父子

２人だけの ャンプ、 なしでの自 乗り、 にビーズを入れてしまい Ｒ（ ）に

くハプニングも。乗り物系が好きかと思いきいや、最近はスーパーヒーロー系に興味を持ち始め、ウ

ルトラマンやスパイダーマンになりきってはマミーや姉妹を相手に戦

めて嬉しい反面、もう赤ちゃんでは無くなり始めているのは、正直言って結構さみしいです。

 
SHIONE（汐音）
こちらも相変わらマイペースながらに色々な事に忙しくしていた様子です。Ｈｕｌａはお姉ちゃん
に負けないように頑張っており、ショーにも少しずつ出させてもらえるようになりました。３シー
ズン目のサッカーもなかなか上達してきました。今シーズンは
アノが大好きで、中古のピアノに向かい一生懸命練習しています。この夏は日本の小学校で待望の
一 生に！クラスには直 んでお友達も一 出来ました。 までは親 きで日本に くのは
いやだと言っていたのに、今 は自分から きたい！ と言い、両親無しでジージとバーバとの
２ヶ月間の滞在をいとも簡単にクリヤー！まだたまに赤ちゃんみたいな甘えん坊にもなる時もある
けれど、しっかりした さんに してきました。

 
LINA（莉生）
今 の８月からミドルスクール（６ 生）、 の がかなり増
てきた模様。その中、相変わらずフラを愛し練習とショーに明け暮れています。今のところはちゃ
んと両 しており、ミドルスクールに入って最 の学期の通 はオール“ （
Student） ！今 の夏もハワイの学校が みの間、日本 りして
学校生活はもちろん、習い事のオカリナも週末のイベント＆お出かけも満喫してきました。うるさ
い両親がいなかったので羽を伸ばしすぎ？の感はあったものの、何かにつけ妹のことを気にかけて、
しっかりお姉ちゃん役をして

旅 でマウイ 日の旅。これ 上の夏は無いという の、 な夏だったようです。
 
 
 

  
  

（海生） 

になり、一気に色々な事が出来るようになった 坊。 りに が多い事もありお りも達

者なこと。わけの分からない英語も少しずつ出始めてます。まだ別れ際に泣くけれど（今朝もまだ涙

目になってました、、、。）８月にプリスクールデビューして８時からお昼まで通っています。父子

２人だけの ャンプ、 なしでの自 乗り、 にビーズを入れてしまい Ｒ（ ）に

くハプニングも。乗り物系が好きかと思いきいや、最近はスーパーヒーロー系に興味を持ち始め、ウ

ルトラマンやスパイダーマンになりきってはマミーや姉妹を相手に戦っています。色々な事が出来始

めて嬉しい反面、もう赤ちゃんでは無くなり始めているのは、正直言って結構さみしいです。

（汐音） 
こちらも相変わらマイペースながらに色々な事に忙しくしていた様子です。Ｈｕｌａはお姉ちゃん
に負けないように頑張っており、ショーにも少しずつ出させてもらえるようになりました。３シー
ズン目のサッカーもなかなか上達してきました。今シーズンは5 ール！習い始めて一 になるピ
アノが大好きで、中古のピアノに向かい一生懸命練習しています。この夏は日本の小学校で待望の
一 生に！クラスには直 んでお友達も一 出来ました。 までは親 きで日本に くのは
いやだと言っていたのに、今 は自分から きたい！ と言い、両親無しでジージとバーバとの
２ヶ月間の滞在をいとも簡単にクリヤー！まだたまに赤ちゃんみたいな甘えん坊にもなる時もある
けれど、しっかりした さんに してきました。 

（莉生） 
今 の８月からミドルスクール（６ 生）、 の がかなり増えてきて内容もかなり難しくなっ
てきた模様。その中、相変わらずフラを愛し練習とショーに明け暮れています。今のところはちゃ
んと両 しており、ミドルスクールに入って最 の学期の通 はオール“ （

） ！今 の夏もハワイの学校が みの間、日本 りして
学校生活はもちろん、習い事のオカリナも週末のイベント＆お出かけも満喫してきました。うるさ
い両親がいなかったので羽を伸ばしすぎ？の感はあったものの、何かにつけ妹のことを気にかけて、
しっかりお姉ちゃん役をしてくれていたようです。ハワイに戻ってきた翌日にはフラの教室からの

旅 でマウイ 日の旅。これ 上の夏は無いという の、 な夏だったようです。

    
 

になり、一気に色々な事が出来るようになった 坊。 りに が多い事もありお りも達

者なこと。わけの分からない英語も少しずつ出始めてます。まだ別れ際に泣くけれど（今朝もまだ涙

目になってました、、、。）８月にプリスクールデビューして８時からお昼まで通っています。父子

２人だけの ャンプ、 なしでの自 乗り、 にビーズを入れてしまい Ｒ（ ）に

くハプニングも。乗り物系が好きかと思いきいや、最近はスーパーヒーロー系に興味を持ち始め、ウ

っています。色々な事が出来始

めて嬉しい反面、もう赤ちゃんでは無くなり始めているのは、正直言って結構さみしいです。 

こちらも相変わらマイペースながらに色々な事に忙しくしていた様子です。Ｈｕｌａはお姉ちゃん
に負けないように頑張っており、ショーにも少しずつ出させてもらえるようになりました。３シー

ール！習い始めて一 になるピ
アノが大好きで、中古のピアノに向かい一生懸命練習しています。この夏は日本の小学校で待望の
一 生に！クラスには直 んでお友達も一 出来ました。 までは親 きで日本に くのは
いやだと言っていたのに、今 は自分から きたい！ と言い、両親無しでジージとバーバとの
２ヶ月間の滞在をいとも簡単にクリヤー！まだたまに赤ちゃんみたいな甘えん坊にもなる時もある

えてきて内容もかなり難しくなっ
てきた模様。その中、相変わらずフラを愛し練習とショーに明け暮れています。今のところはちゃ
んと両 しており、ミドルスクールに入って最 の学期の通 はオール“ （Honor Roll 

） ！今 の夏もハワイの学校が みの間、日本 りして 日本の小学 生に変 。
学校生活はもちろん、習い事のオカリナも週末のイベント＆お出かけも満喫してきました。うるさ
い両親がいなかったので羽を伸ばしすぎ？の感はあったものの、何かにつけ妹のことを気にかけて、

くれていたようです。ハワイに戻ってきた翌日にはフラの教室からの
旅 でマウイ 日の旅。これ 上の夏は無いという の、 な夏だったようです。 

 



SHIHO 
海生が８月からプリスクールに通うようになり、少しは時間が出来たもののお昼１２時にはお迎えなので、期待して
いたほど生活に変化は無くちょっとがっかり
なった！涙）。お姉ちゃんたちのお迎えと合わせられるよう、午後２時まで時間を延ばそうかとそろそろ考えはじめ
ています。 は結構通っていた週一の クラスも、今 はそれほど通えず 全なる 。これまで全くして
いなかったアンチエイジング対策をそろそろまじめに考えなければと思う今日この頃。汐音がピアノを習い始めた頃
から、一緒に練習し始めたピアノ。全くの独学で家事の合間の一日３分の練習ではあるけれど、少しずつ上手く引け
るようになるのを実感できるのは喜び
ノ 様マイペースではじめてみよう思います。来 のこの時期に できたら嬉しいです 。
 
TOSHI 
今 も  Ｈ のいんちきパイロットとしてハワイ を びまくりました。お 様で大忙しの
で１０００時間ほどフライトしました。家族と一緒にいる時間がもっと欲しく（本当は自分の遊ぶ時間が欲しくて）
パイロット スーパーバイ ーのポジションから り、今はただのパイロット。バイク（スズ Ｒ
マッた2007。 い間 っていた“風をきって走る
ドの50ccも購入(志保に相談もせずに買ってしまい、大目玉を食らいました、、、
乗って ーリングに きたいな。でも今 のハイライトはやっ り、アラスカまでの
はまた った何かを せ けられた感じでした。自分を く っている友人達から アラスカは旅の最後の目 地と
してとっておいた がいいよ。 とよく言われてましたが、それがよ く 出来た旅でした。近いうちにアラスカ
（またはカナダのユーコン）に 気して、数 間だけ んでみたくなりました。
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海生が８月からプリスクールに通うようになり、少しは時間が出来たもののお昼１２時にはお迎えなので、期待して
いたほど生活に変化は無くちょっとがっかり(逆に送迎の回数が増えたのと、お昼寝のタイミングを逃すことが多く
なった！涙）。お姉ちゃんたちのお迎えと合わせられるよう、午後２時まで時間を延ばそうかとそろそろ考えはじめ
ています。 は結構通っていた週一の クラスも、今 はそれほど通えず 全なる 。これまで全くして
いなかったアンチエイジング対策をそろそろまじめに考えなければと思う今日この頃。汐音がピアノを習い始めた頃
から、一緒に練習し始めたピアノ。全くの独学で家事の合間の一日３分の練習ではあるけれど、少しずつ上手く引け
るようになるのを実感できるのは喜びと みです。まだ内緒ですが、来 はトライしてみたいことがあるので、ピア
ノ 様マイペースではじめてみよう思います。来 のこの時期に できたら嬉しいです 。

Ｈ のいんちきパイロットとしてハワイ を びまくりました。お 様で大忙しの
で１０００時間ほどフライトしました。家族と一緒にいる時間がもっと欲しく（本当は自分の遊ぶ時間が欲しくて）
パイロット スーパーバイ ーのポジションから り、今はただのパイロット。バイク（スズ Ｒ

いた“風をきって走る"快感がよみがえり高校生に戻った気分。子供＆志保用にオフロー
志保に相談もせずに買ってしまい、大目玉を食らいました、、、)。いつか家族みんなでバイクに

乗って ーリングに きたいな。でも今 のハイライトはやっ り、アラスカまでのRV旅 。ハワイ の大自然と
はまた った何かを せ けられた感じでした。自分を く っている友人達から アラスカは旅の最後の目 地と
してとっておいた がいいよ。 とよく言われてましたが、それがよ く 出来た旅でした。近いうちにアラスカ

ダのユーコン）に 気して、数 間だけ んでみたくなりました。 

 

海生が８月からプリスクールに通うようになり、少しは時間が出来たもののお昼１２時にはお迎えなので、期待して
逆に送迎の回数が増えたのと、お昼寝のタイミングを逃すことが多く

なった！涙）。お姉ちゃんたちのお迎えと合わせられるよう、午後２時まで時間を延ばそうかとそろそろ考えはじめ
ています。 は結構通っていた週一の クラスも、今 はそれほど通えず 全なる 。これまで全くして
いなかったアンチエイジング対策をそろそろまじめに考えなければと思う今日この頃。汐音がピアノを習い始めた頃
から、一緒に練習し始めたピアノ。全くの独学で家事の合間の一日３分の練習ではあるけれど、少しずつ上手く引け

と みです。まだ内緒ですが、来 はトライしてみたいことがあるので、ピア
ノ 様マイペースではじめてみよう思います。来 のこの時期に できたら嬉しいです 。 

Ｈ のいんちきパイロットとしてハワイ を びまくりました。お 様で大忙しの
で１０００時間ほどフライトしました。家族と一緒にいる時間がもっと欲しく（本当は自分の遊ぶ時間が欲しくて）
パイロット スーパーバイ ーのポジションから り、今はただのパイロット。バイク（スズ Ｒ 400Ｓ）にハ

快感がよみがえり高校生に戻った気分。子供＆志保用にオフロー
。いつか家族みんなでバイクに

旅 。ハワイ の大自然と
はまた った何かを せ けられた感じでした。自分を く っている友人達から アラスカは旅の最後の目 地と
してとっておいた がいいよ。 とよく言われてましたが、それがよ く 出来た旅でした。近いうちにアラスカ

 


