
"E lauhoe mai nā waʻa; i ke kā, i ka hoe; i ka hoe, i ke kā; pae aku i ka ʻāina."
   Paddle together; bail, paddle; paddle, bail; paddle to land.
 
When paddling in a rough sea, the water would wash into the canoe. Some people will
need to bail, while other crew members will paddle and all would do it in unison. The
canoe paddler would occasionally switch with the bailers and continue to do so until they
returned to land.
 
This past month has been particularly challenging as the Covid-19 cases have been
rising while the Olympics are being held. I encourage you all to be brave and strong, as
well as work together with society so that we can all overcome this challenge. I believe
that good things will happen once we get through this, and that our "land" is on the
horizon.
 
E lauhoe mai nā waʻa
(Let's work together)
 
Kumu Keli'i Kalaukoa Masao Grothmann

パドル、⽔を掻き出す、パドル、⽔を掻き出す、そしてゴールを⽬指す

 
荒れた海原でカヌーを漕ぐとき、カヌーの中にはたくさんの⽔が流れ込んできます。船

に乗るメンバーのうち、⽔を掻き出す⼈、パドルで波を漕ぐ⼈、それぞれに役割があり

ますが、全員、リズムを揃えて⾏わねばなりません。カヌーパドラーと、⽔を掻き出す

メンバーは、順番にその役割を交代しながら陸地を⽬指します。

 
オリンピックが開催されている間、コロナの感染者数は拡⼤を続け、この1ヶ⽉間は
⼈々にとって特に困難な時期でもありました。私たち全員が、直⾯している課題を克服

できるように、勇気と⼒強さを忘れずに、社会と協⼒して、⼀丸となって進んでいかね

ばなりません。この困難を乗り越えた先には、全ての⼈に良い出来事が起こると信じ、

私たちが暮らす「⼤地」は地平線上に美しく存在していることを再び実感できることで

しょう。

 
共に頑張りましょう。

クム ケリイ・カラウコア・マサオ・グロッスマン

使いやすく新機能が満載
 

 

ブラウザでメールを読む
 

 

 

'Ōlelo Noʻeau by Kumu Keli'i
 

 

 

 

⼤事なお知らせ●ホームページがリニューアルします

https://5yjej.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/dNvFII_nxK18i2uOqKoLu54-6hXQZuDHVTmw6iU8MwPDPyxBHr9BvDDCweYcqD3AeQOBmEaWwxzPn8rvAX56u9mdtHzwL2H9Bl7GUT5VaRYrvA


2⽉以降、突貫⼯事で暫定的なホームペー
ジを⽴ち上げ、運営して参りましたが、不

具合や申込みの分かりにくさなど、皆さ

まにはご不便をおかけしてまいりまし

た。

カウルコアとして活動開始して、半年が

経ち、クラス開催、ワークショップなど

のスタイルがやっと確定してきましたの

で、ここで、ホームページのリニューアル

をおこないます。

以下にホームページリニューアルに伴う⼤事なお知らせがございます。

必ずご⼀読ください。

全ての情報、各種お申込み、グッズ購⼊などは https://kaulukoa-hawaii.com に
統合されます。

今までお申込み、グッズご購⼊などでログインいただいておりましたログイン情

報は⼀旦、リセットされるため、リニューアル後、もう⼀度皆さまにはログイン

するためのサインアップのお⼿続きをお願いいたします。（Gmail、Amazon、
Yahoo!などSNSを使ってログインいただくことが可能になります。）
定期フラクラスのお申し込みや、割引クーポンなど継続的に有効なお申し込みを

お持ちの⽅は、個別にデータを移⾏する予定です。

データ移⾏時、ホームページへのアクセス、お申し込み、ご購⼊を⼀時停⽌させ

ていただきます。（8⽉末〜9⽉上旬にかけて、2−3⽇間の停⽌を予定していま
す。別途、⽇程につきましてはご案内いたします。）

メンバーフォーラムの新設（現在、フラクラス参加者に利⽤をお願いしている

BANDアプリを廃⽌し、全てホームページ内のメンバーフォーラムにてクラスの
連絡、配布資料などを管理いたします。）合わせて、フラクラス以外のワークシ

ョップやカルチャー講座などの連絡事項もメンバーフォーラムにて統合します。

アーカイブ動画の配信＞メンバーフォーラム内での配信を予定しています。

クム本⼈によるカウルコアブログ（不定期更新）＞クムの要望で、インスタの写

真投稿だけよりも、何か⽂章を書いて発信する⽅が⾃分には合っている、とのこ

とで、スタッフブログとクムブログを合わせて「カウルコアブログ」として不定

期更新していきます。

 
さらに、今後は、ハワイ⽂化に関する資料、おすすめの本のリスト、ハワイの写真ダウ

ンロードなど、ホームページ上で様々なコンテンツを追加してゆく予定です。

 
ここまでくるのに、時間がかかりまして恐縮ですが、スタッフ⼀同、より使いやすいホ

ームページ、クムと繋がれる場所としてのホームページを⽬指して、頑張っております

ので、もう少し、皆様にはご⾟抱いただければ、と思います。ご理解、ご協⼒の程、よ

ろしくお願いいたします。

 

 

 

 

ホームページに追加される新機能
 

 



兼ねてから、クムが⽇本で実現したいことの⽬標の⼀つとして掲げていた、神社とのコ

ラボレーションが実現します。

歴史が古く、⽒神様として慕われている江東天祖神社の例⼤祭にて⾏われる、雅楽パフ

ォーマンスの後半、雅楽とフラの共演というコンセプトで、パフォーマンスを披露いた

します。

⾜を運べる距離にお住まいの⽅は、ぜひ、ご予定おきください。

遠く離れた場所に住んでいる⽅のために、現在、You TUBEによるライブ配信ができな
いかどうか、神社と協議をしている最中です。

詳細決まり次第、ご案内いたします。

 
9⽉16⽇（⽊）例⼤祭（江東天祖神社にて）雅楽は⼣刻からの予定 

2020−2021年は我慢の年。クムも2019年以降、ハワイに帰省しておりません。しかし、
⼀度、帰省してしまうと、⽇本への⼊国ができなくなってしまう、と⾔う⽔際対策があ

るため、何よりも、そんなことになってしまったら、クラスの開催すらできなくなって

しまう、ということで、クムは前向きに気分を切り替えて、⽇本での⽣活を満喫してい

ます。（秋から念願の抜⼑術・剣術の学びもスタート、能楽の学びも再開していま

す。）

何より、クラス、ワークショップで皆さんにオンライン・対⾯どのようなスタイルであ

れ、繋がっていられる、ということに感謝の気持ちを⽇々、捧げています。

 
近い将来、コロナと共に⽣きていく新しいライフスタイル（ワクチン、治療薬、マス

ク）＆ニューノーマルがもっと確率され、コロナ、という⽬に⾒えない脅威に怯えるこ

となく、しかし、慢⼼することなく、⾃由な⽣活が戻ってくる⽇を待ち望んでいます。

 
その⽇に備えて、カウルコアでは、2022年以降のイベントをすでに企画し始めました！
詳細などは、リニューアルするホームページ上にてご案内予定ですが、ざっくり⾔う

と、

●2022年6⽉＞⽩樺湖でのカウルコア・ハキハキ・トレーニング開催決定！
⽇本初のフラ・ミュージカルを開催した思い出の地、⽩樺湖で思いっきりフラトレーニ

ングに没頭しませんか？ご家族、ご友⼈と⼀緒に楽しめる企画を計画中です。

●2022年11⽉＞カウアイ島ツアー（2020年予定していたハワイ島ツアーから計画を変更
して、癒しの島＝カウアイ島をクムが案内いたします）。

●2024年2⽉＞ニュージーランド版メリーモナークとして知られるTe Matatiniツアー。

イベント告知・雅楽とフラのコラボ
 

 

イベント告知・たいぶ先のツアーのお話

 

https://5yjej.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/pjBd3_Ny-Ja12bL8WtAtFS5RQlBoqyuP3BsiLC1oc8yUiQPbAKjaK45JJI30U40BwH46aaQQRXuBrGDNBHvDrDxJQVbCT4Ua_-4wEE5j-2QtoFyqpwAq-6XJdmgmUm8UZ_Z_yy6tcof2VR9V5LkSfDu1I3dUiOnoQuZo


2年に⼀回開催されるこのフェスティバルはニュージーランド、国をあげての⼀⼤ビッ
グイベント！HAKA⽂化を知ることで、フラをより深く理解できる。ポリネシア諸島⼀
体の⽂化を学ぶ重要性を、このツアーで改めて再認識しましょう！

（全てのイベント、ツアーはあくまでもコロナによる影響を受けず、旅⾏ができる環境

が整っている、という前提ですので、状況により、延期・中⽌になる場合もあります

が、興味ある⽅は、ぜひカレンダーにチェックマーク⼊れてご予定おきください🌟）

 

⽇ 程（１）

課題曲【U’ILANI】by Lukela Keala (アルバム： Lukela
Keala)
https://youtu.be/JsXSkXCutMk
福 岡9/11（⼟）13-15時
⼤ 阪9/12（⽇）13-15時
名古屋9/13（⽉）18時半-20時半
東 京9/19（⽇）16時半-18時半
 
⽇ 程（２）

課題曲【MOLOKAʻI JAM】by Kekuhi and Kaumakaiwa
(アルバム： Aloha Heaven/Molokaʻi Jam Single)
https://youtu.be/3t5YA2Rm3WY
東 京 9/26（⽇）18時半-20時半
（対⾯は東京のみですが、ZOOM参加はお住まい地域関
係なくご参加いただけます）。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

9⽉アウアナWS募集開始は、8⽉23⽇頃を予定していま
す。

9⽉と12⽉は課題曲が2曲あります。
 

Hula Le'a 7⽉号より、クム・ケリイによる新連載コーナーがスタートしています！
毎回、４ページフルカラーで写真たっぷり、お楽しみいただける役⽴つ情報コーナーで

す。フラレア誌⾯でお会いしましょう！ フラレアホームページ

Kaulukoa Hawai'i
Lokahi Creations LLC.
3-5-1-1F Kichijoji-Minamicho,
Musashino, Tokyo 1800003
PH. 050.3558.7878

 

9⽉のアウアナ・ワークショップ

 

 

 

 

 

このメールは class@kaulukoa-hawaii.comに送信されました。
過去にお問合せがあった⽅、クラスに参加されている⽅にお送りしております。

今後、カウルコアからのご案内メールが不要の⽅は、下記より購読解除ができます。

 
購読解除する

 

https://5yjej.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gHLQDtk7shRvbor622RBLezgu2_4p1Pc00V8E6AioMZBZeuGKJ1TtJKN-ik5IihXGD-EJjrMBCQsHaOS0Nc5PsuK6qkt2lvQto_T5c1olVr-cDrKUvtsLO2WelhAnYNmOzDWJEP_aLosoGSh1e1bUTgIpPTpLmyrHQ-mLK3SBmUFJ32kHxtS7egjg8Z3LS5d07QitfCf0P5XnmiSuss3bD-daF-k
https://5yjej.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/fzAlWf7FZLWCTIZkpHnQ5PmDA9bzw_2i5nJ_pWPefYK2q5aoI5J7yZ1qhaDf6v-uv8_nz_bF-FhRmm_9HgYff0NmXcPl1pozhP6dgTbmMAT5M6AnPD0JizC8G1AVws5woiakSJhrJG2snRxVRzk-Ty0
https://5yjej.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/t3L6QhLOV0QubzOwmNIrCxHHvKSOmZhZS2CR35yVZi5ki8HWSQSfg-OFY_ZkTwJKeTlAVOktcUUJ209joutAm1dVo5oEdewx41c6OR36XAt-4yxjidWUBtfc_lGZ4YgxWkTu-Rz_GeqGLAc3QL4tBraKbD25XPjWd7lsWBADgzbwZ74HFWCx-A
https://5yjej.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/NlG6B1UgpZVKPSoe4H44QCquHs5eLQDrvEP4klHvHdOWYF3-M-2xLixrxiNY4sflcYyIGpbjJv9fvhrtFh16vTN0eJlpnxdaUqewiAToAy09xNRq0HSecr2hW-B8JGcX4-g-V_j8zgU9XBsYL-IllXrtfWm7Kf8thxJAHV-kcXYfk2RwcNU3JbAaL9Q
https://5yjej.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_uxAjLmTh1OkZ3xKAgV10971yPSNTBjU8ZuE-RSqHhY4dMACVW1TXEBQ-3H86YBCjaqpumbKE7uA0L3ewppeExBJS2L7FEqTjLVJTE7QGqzJgMQ8644c717sl8Jh77D68dNveZEtukeU6lK0vZyxvRB5WSoiJimJfV9KlwYLHj6YFzmcubZ3Fz7pHDBCorzQHmfdbBS_LgLzGyk
https://5yjej.r.ag.d.sendibm3.com/mk/un/9TtaY03pdD2qeQDzKgxOdgs9kzv6MtTGb0sUJwwdeImd_dw6E1uIzeCK_aX6AFh25OD4CkhRqUHdU-neFsGTP9H9fqSmQBnb1Z8xXwHhdMwghbhtz-Uo7JxRwrWv7fqel-yfcam2GDVudapull_fpw

