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ʻAnoʻai Welina me ke Aloha! 

 

Every Kumu Hula and Hālau has held special classes for individuals who want to learn a deeper sense of 

Hawaiian Culture, Hula, ʻOli, Mele, and more.  I have been for the past two years working with my first ʻŌlapa 

Class.  They have been named Papa ʻŌlapa Kealiʻinohoana, named after two people who mean everything to me; 

they are my dad and my nephew.  At the end of 2015 this class will Puka from ʻŌlapa to Hoʻopaʻa and will begin 

their next journey in 2016.  This will conclude a three-year intense process and begin another three-year process.  

The class currently has over forty students and it will be an amazing accomplishment if all Puka or pass at the end 

of 2015. 

 

In 2015, we are hoping to start our 2
nd

 Papa ʻŌlapa class which has been named Kauohaikekona, in honor 

of my brother.  This will require dedication from the haumāna for the next three-years.  They will go through the 

same process of our current ʻŌlapa haumāna.   

 

The class entails: 

 

~In depth History of hula and Hawaiian Culture 

~ʻOli-Not covered in class 

~Hula Kahiko: Pahu (not allowed to be done or taught outside of class), Noho, Kiʻi (not allowed to be done or 

taught outside of class), Paʻi Umauma ʻŌlapa (TulipaStyle Special) 

~Hula ʻAuana: Representing four major islands 

~Pāʻū Pattern Design and significance 

~You will make your own Pāʻū that you will wear for the remainder of your time in these special classes, culminate 

your Puka from the first level.  

 

I encourage you to take up this class if you want to be more serious about the Hula and Hawaiian Culture.  

This class is geared towards giving you more experience than what our regular Papa Hula can give to you.  This is a 

rare opportunity and is very valuable to your Hula and Hawaiian Culture knowledge.  It is something that can allow 

you to not just dance but to LIVE HULA and HAWAIIAN CULTURE. 

 

I hope to see you in our BRAND NEW CLASS in 2015! 

 

Me ka Paulele Palena ʻOle, 

 

 

 

Kumu Leato S. Savini 
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すべてのクムフラやハラウには、ハワイの文化、オリ、メレなどについてより深い感覚を身に

つけたいひとりひとりのために、特別なクラスを設置しています。私はこれまでの 2 年間、私の初代の
ʻŌlapa クラスを指導してきました。「Papa ʻŌlapa Kealiʻinohoana」というクラス名で、私にとって
すべてと言っていいほどの意味をもつ、父と甥にちなんで名づけました。2015 年の終わりにはこのク
ラスはʻŌlapa を修了し、そして翌 2016 年 1 月には次の課程 Hoʻopaʻa へと進みます。こちらも 3 年間
の集中課程で完結する予定で、また新しい 3 年間が始まります。現在のところ、クラスには 40 人以上
の生徒が学んでいて、全員が修了、合格することになれば、2015 年の終わりにはすばらしい成果を収
めている予定です。 

2015 年には私の弟にちなんで「Kauohaikekona」と名づけた 2 代目の Papa ʻŌlapa クラスを
スタートさせようと考えています。その生徒の皆様にはこれから 3 年間をこのコースに専念していただ
き、現在の「1st ʻŌlapa」の生徒と同じ課程を完了することを予定しています。 
 
クラスの内容： 
~フラとハワイ文化の深い歴史 
~オリ（レギュラークラスでは習得しないもの） 
~フラ カヒコ: Pahu (クラス外では踊ったり教えたりしないもの), Noho, Kiʻi (クラス外では踊ったり
教えたりしないもの), Paʻi Umauma ʻŌlapa (TulipaStyle スペシャル) 
~フラ アウアナ: 各島を代表したもの 
~パウのデザインと象徴するもの 
~各自が自身のパウスカートを最初の過程のクラスを修了の際に作成して、残りのこれらの特別クラス
で着用します。 
 

フラやハワイ文化についてもっと真剣になりたいとするならば、このクラスをあなたにお薦め
します。通常の私たちの「Papa Hula」レギュラーフラクラス以上に、あなたにとって大きな経験にな
るように、このクラスは設定されています。あなたのフラとハワイ文化の知識にとってまたとない機会
で、非常に有益です。ダンスだけではなく、生きたフラとハワイ文化をあなたに与えてくれるものなの
です。 

 
2015 年に真新しい私たちのクラスでお会いできることを楽しみにしています！ 

 

2015 2nd オラパクラス詳細 

Papa Kauohaikekona  

 
＜時間＞  1 回 2 時間  11:45～13:45 
 
＜スケジュール＞   全日曜日   
第１回目  1/25,  第２回目  2/15 ,  第３回目  4/5,  第４回目 4/19,  第５回目  6/28,  
第６回目  7/5 ,  第７回目  8/30,  第８回目  9/6 , 第９回目 10/4,  第 10 回目  10/11 
   ※時間・日程は事情により変更になる場合もあります。 

 
＜受講料＞ フラレギュラークラス受講者 1 回 5,500 円+消費税 

 一般の方              １回 7,500 円＋消費税 

一期分(5 回分) 金額 29,700 円（フラレギュラークラス受講者）・40,500 円（一般） 
                             ※第二期分は消費税率が変更になった場合には金額が変わります。 

 

＜支払期限＞第一期分 1～５回目 12/25(木)迄 ・ 第二期分 6～10 回目  6/5(金)迄 
 
期日までに振込またはクラスにて現金でお支払ください。 
振込先：銀行：三井住友銀行 幡ヶ谷支店（はたがや６６９）口座番号：普通 ６７４４２９８   
名前：ハラウ ナ マモ オ トゥリパ ニホンコウ   （手数料は各自ご負担ください） 
 
＜お申込み/お問い合わせ＞  halaucom@tulipajapan.com     
※Hālau Nā Mamo O Tulipa のレギュラークラスを受講中のフラ指導者は必修のコースです。 

mailto:halaucom@tulipajapan.com

