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お知らせがたくさんございますので、いくつかに分けて、ご案内が送信されます。

すべてのニュースレター、ご⼀読いただきますようお願いいたします。

We have lots of things we would like to share with you! There will be several
newsletters sending to subscribers in a couple of days. Please read through all
Kaulukoa newsletters to receive the latest updates from us! 

"Wae aku i ka lani"
   Let the selecting be done in heaven..
 
As human beings, we have the cognition awareness to experience the world around. We
can interact with the world around us in a way that other animals of this world cannot.
In the greatest of times we experience love, happiness, kindness, humility, friendship,
etc...
At our lowest of times we go through pain, loss, sadness, loneliness. It is in our nature to
feel the positives and negatives of life.

In all instances we hope surround ourselves with positive energy and vibrations.
However, this can all be fleeting.

This ʻōlelo noʻeau tell us to "take life as it comes." We can never truly control our destiny,
so we must try to be strong and to prepare ourselves. Though happiness can be fleeting,
so can sadness be. We must be strong and to continue during hardships.

My mother always told my siblings and I that life becomes challenging right before
something great is about to happen; so, we must fight through the storm because the
rainbow of heaven (great things) are always around the corner.

E ho'omau ikaika aku kākou,
(Let us continue to carry on with strength)

Kumu Keliʻi Kalaukoa Masao Grothmann

Wae aku i ka lani
  天に任せましょう
 
⼈として、私たちは世界をさまざまに体験する意識を持っています。⼈間だけが、その

他の動物とは異なり、⾃分たちの周りの世界と交流することができます。

最⾼の状態の時には、愛、幸福、優しさ、謙虚さ、友情などを経験し、反対の状況時に
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'Ōlelo Noʻeau by Kumu Keli'i
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は、痛み、喪失、悲しみ、孤独を経験します。⼈⽣のポジティブ、ネガティブ両⽅の側

⾯を経験するのが⼈間の本質です。

 
いずれの場合においても、私たちはポジティブなエネルギーと波動で⾃分⾃⾝を満たし

たいと思うでしょう。しかし、すべて儚い。

このʻōlelo noʻeauは、「⼈⽣を⽣きる」ことを私たちに告げています。私たちは⾃分の
運命を真にコントロールすることは決してできないので、強くなり、⾃分⾃⾝を準備す

るよう努めなければなりません。幸福は⼀瞬かもしれませんが、悲しみもそうです。私

たちは強く、苦難の中でも継続しなければなりません。

私の⺟はいつも私の兄弟に話しました、そして私は何か素晴らしいことが起こりそうに

なる直前に⼈⽣は挑戦的になると⾔いました。ですから、天国の虹（素晴らしいもの）

は常に⾓を曲がったところにあるので、私たちは嵐の中を戦わなければなりません。

 
 

クム ケリイ・カラウコア・マサオ・グロッスマン

STUDIO KAULUKOA
スタジオ開催クラスのご案内

11⽉7⽇に無事、オープニングセレモニーを終え、多くの皆さんのサポート、お⼿伝い
によって、スタジオ・カウルコア、オープンできる状態となりました。

本当にありがとうございます。

年内は、お試しクラスなどを開催しながら、本格的なスタジオレッスンは2022年1⽉か
ら新スタートします。

下記、現在、受付可能な新設クラスです。スタジオ開催のみでZOOMでのご参加はでき
ませんが、遠⽅の⽅も、単発で参加希望される場合には、お試し参加として単発参加で

きますので、東京に⾜を運ばれる際には、是⾮、ご参加ください。

スタジオのご案内

Studio Kaulukoa @ Yoyogi Park is finally open now ! There are several trial -walk in -
lessons available in December and lots of new classes will be starting in January 2022! 
Stay tuned to Kaulukoa website and get the latest information by subscribing our
newsletter :)
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⽇ 程

課題曲【Eia mai 'o Hau'ula】by Waipuna
https://youtu.be/46UHdF5iQbY 
⼤ 阪＞12/12（⽇）13-15時
名古屋＞12/13（⽉）18時半-20時半
東 京＞12/19（⽇）16時半-18時半
 
＊申込み締め切りは、開催⽇の前⽇です。

 

Eia mai 'o Hau'ula
 

⽇ 程

課題曲【E kailua ē】by Justin Young
https://youtu.be/K25GP68e4aI

東京のみ＞12/26（⽇）18時半-20時半
 
＊申込み締め切りは、開催⽇の前⽇です。

 

E Kailua ē
 

12/26開催分は【定期申込】には含まれず、すべての⽅、単発でお申し込みが必要です

12⽉のアウアナ・ワークショップ募集中
December ʻAuana WS 
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2021年6⽉から東京・⼤阪で始まったウルアエ（中級・インストラクター養成コース）
ですが、2022年2⽉から名古屋でも新規にスタートいたします。
中級クラスは18回コースとなり、途中参加はできませんので、是⾮この機会にご検討く
ださい。

2022年2⽉14⽇（⽉）スタート
隔⽉の第２⽉曜⽇に開催（偶数⽉に開催）。奇数⽉は上級クラス(ウルマウアエ名古
屋）がスタートします。

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

アウアナワークショップ申込みページ

Go to ʻAuana WS page
 

2022年ウルアエ名古屋【新クラス】スタート
New Uluaʻe Class@Nagoya in 2022! 

 

 

 

ウルアエ名古屋申込ページ

 

 

 

 

 

 

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
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