
"Aʻohe lokomaikaʻi i nele i ka pānaʻi."
   No kind deed has ever lacked its reward.
 
One of the defining aspects of Hawaiian culture is our unique and authentic hospitality,
and the commitment to improving the lives of our fellow community members. We firmly
believe that by being kind to others, that kindness will spread around. That in itself is its
own reward.
 
However, when one does kind deeds that positive energy will make its way back and
your generosity will be reciprocated.
Be kind to others, and uplift them in the way you would like them to uplift you. During
times like these make it hard, but we must keep a positive attitude and spread it around.
Live like Hawaiian. Live with aloha.
 
Naʻu iho me ka haʻahaʻa
(With great humility)
 
Kumu Keliʻi Kalaukoa Masao Grothmann

Aʻohe lokomaikaʻi i nele i ka pānaʻi.
  全ての⾏動は、必ず報われる
 
ハワイ⽂化の特徴的な側⾯の⼀つに、ハワイの⼈々が、独特で本格的なおもてなしの⼼

を持って、コミュニティ全体の⽣活を向上させることに熱⼼に取り組む姿勢、というも

のがあります。他⼈に優しくすることで、その優しさが⼤きく広がってゆくと確信して

いるのです。そして、そのような⾏動そのものが本来、すでに報われた状態なのです。

 
誰かが親切な⾏動をとるとき、相⼿に与えたポジティブエネルギーはあらゆる形でやが

て⾃分に戻ってきて、与えた⾏動と同じ、寛⼤なお返しを受け取ります。⾃分から発信

したもの（⾔葉、⾏動全て）は、やがて全て⾃分に戻ってくる、という法則です。

ですから、全ての⼈に親切な⼼を持ち、あなたが思う⽅法で相⼿にポジティブエネルギ

ーを提供してください。 社会全体が困難な時を経験しているこのような時代にこそ、前
向きな気持ちで、ポジティブな⾏動を⼼がけ、そのエネルギーを周囲にも広めてゆきま

しょう。

ハワイアンのように⽣きる、ALOHAと共に⽣きる。
 
常に謙虚に。

 
 

クム ケリイ・カラウコア・マサオ・グロッスマン

 

ブラウザでメールを読む
 

 

 

'Ōlelo Noʻeau by Kumu Keli'i
 

 

 

 

 

https://5yjej.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/BAOC55TyGopiPWSwuq7EQBEGPpbKeddntJeJgBC5bylU4jEWftyaRvnx-PauMZ4SNYJ-JZeUInq7vI53-BVUAOooxJY4ZGRp7MxhhlVuOFGWOlVhzFZbr8KuakgXykMdo6Qn


STUDIO KAULUKOA
オープンします

代々⽊公園を⽬の前に望む、⾃然豊かなエリアに、スタジオ・カウルコアがオープンし

ます。

道路を渡れば、代々⽊公園。お天気の良い⽇や気持ちの良い季節には、代々⽊公園でレ

ッスンをすることもできます！徒歩圏内には乗⾺倶楽部やポニー公園もありますし、明

治神宮、歴史のある⼋幡神社なども徒歩圏内。東京都⼼の中でも、⾃然が豊かなエリア

です。

スタジオからは、代々⽊公園の緑を感じながら、レッスンに励むことができます。

⾃然と⼀つになる、⾃然と共に⽣きる、⾃然に感謝を捧げ、⼤地を⼤切に思う気持ち、

グラウンディングをして⽣きる、それがフラ、ハワイ⽂化の深い理解につながる、

クムはいつもクラスで繰り返し皆さんに伝えています。

 
ですから、スタジオ・カウルコアをオープンするのであれば、⾃然の息吹を感じられる

場所じゃ無いと、意味がない、そう思っていました。

 
カウルコアスタッフとクムは、神々、アウマークア、先祖たちに⽇々、祈りを捧げ、そ

の時を待っておりました。

すると、代々⽊公園前の物件が⾒つかり、トントン拍⼦でオープンすることになったの

です。

 
この場所から、平⽇も盛りだくさんの趣向を凝らしたクラスを新設し、皆さんに本格的

なハワイ⽂化の知識をたっぷりと提供してゆきます。同時に、レンタルスタジオとして

 

 

 

 



も利⽤できますので、フラクラスに限らず、ヨガ、ヒップホップダンス、ピアノレッス

ン、勉強会、ボードゲーム⼤会などなど、ジャンルを問わず、空いている時間、スタジ

オを貸出いたします。

 
・・・・・・・・・・

 
 正式オープンは、11⽉以降を予定しておりますが、最低限必要な「鏡」の準備が間に
合えば、10⽉17⽇のクプアエクラス、ウルアエクラス、アウアナWS（東京）は、スタ
ジオ・カウルコアでの開催を予定しております。

スタジオの場所、詳細、新クラスのご案内など、改めてメールマガジンでご案内すると

ともに、10⽉の東京クラス開催が可能になった場合には、BANDアプリを通じて受講⽣
に⼀⻫連絡、アウアナWS参加者にはメールにて⼀⻫連絡いたします。
 

Volunteers Wanted ! For preparation to open studio.
 
スタジオ準備期間中（10⽉）、簡単な⼤⼯仕事、荷物の⽚付け、掃除などの雑⽤をボラ
ンティアいただけるスタッフ、募集します。できる時、できるだけでOKですが、興味本
位＆クムの顔⾒たさ（笑）のお⼿伝いは丁重にお断りさせていただく場合があります。

DIY得意！⼒持ち！即戦⼒になります！という頼もしい⽅ぜひお⼿伝いお願いいたしま
す。特に下記について対応可能な⽅がおりましたら、薄謝進呈にてお願いしたいです。

●設置されたスピーカーとアンプの配線→天井内を配線することができる⽅
皆様のご家族やお友達で、上記、配線⼯事できる⽅いましたら、ぜひご紹介ください。

ボランティア＆お知り合いご紹介は、下記までメールください。

admin@kaulukoa-hawaii.com （件名：スタジオカウルコア・ボランティア＆配線⼯
事）

⽇ 程

課題曲【I miss you my Hawai'i】by Nā Leo
Pimehana(アルバム: I miss you my Hawaiʻi)
https://youtu.be/KC8D5epRhNo 
⼤ 阪10/10（⽇）13-15時
名古屋10/11（⽉）18時半-20時半
東 京10/17（⽇）16時半-18時半
 
＊申込み締め切りは、開催⽇の前⽇です。

 

I miss you my Hawai'i
 

ウェブサイトのリニューアルに伴い、以前ご利⽤になられていたパスワードは無効とな

っておりますので、下記それぞれのページをご覧になりまして、パスワード再設定後、

 

 

 

10⽉のアウアナ・ワークショップ募集中

 

アウアナワークショップ申込みページ

 

 

https://5yjej.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/dy9E4Dt6iMKUMywrX4A2x88INfdLZ4pqCM2qn0n0WK18z5JrhaGxR232t-RTctoWTtg1M9Ob3lmTlxExjYNlk79tX6i71c3cqpnR8pTKRA6Q0Uy2T-gsZhGAsIFQUulqgiTWfV40jNaULvjL7ML_ikX9fFK_9ssXypL3JDdRw7Nz2zOU1AccLMN7mE-4z4sVe5ph2RcC-vcSHQjV9M9Y5JqMew
https://5yjej.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Vgryr00SWoVu_ChhH_g8306Q2_n6qYJtcsaq1YHinxeopQDHRcIWENCsk7HmSah-7E3y3-rPTuTP7kqIDydUigOZ4Px3VX8ECNSStQKoWIt51Q77PrFJTXUgeZV6NpS-lhAHj1pamAx0UKUYP1QgKYmF31lW3I7FKECowczPpCHDqmPvjZ_LcqlDwnU


ログインをしてお申込みください。

 
パスワード再設定⽅法 https://kaulukoa-hawaii.com/archives/4903
パスワード再設定できない場合 https://kaulukoa-hawaii.com/archives/5163
ご利⽤案内 https://kaulukoa-hawaii.com/guide
よくある質問 https://kaulukoa-hawaii.com/guide/faq

 

会場まで⾜を運んでくださった皆さま、You TUBEでご覧いただいた皆さま、ありがと
うございました。都合が合わず、ご覧になれなかった⽅にも、ハイライトビデオ公開中

です。ぜひご覧ください。全編フルビデオは、メールマガジン登録されている⽅（この

メールをお受け取りの⽅）に限定公開予定です。お楽しみに！

https://youtu.be/s0eJWVhBO-A 

今回もカウルコア・ニュースレターお読みいただきありがとうございました。

Mahalo nui loa for reading Kaulukoa Newsletter! 
 

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

 

雅楽xHULA ハイライトビデオ公開中
 

 

 

 

 

 

 

 

 

このメールは kaulukoahawaii@gmail.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
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