Papa Moʻomeheu Hawaiʻi
Culture Class 2015
Lāʻieikawai
Hālau Nā Mamo O Tulipa-Iāpana has been hosting Culture Classes for the past eight years. Kumu
Leato offers lectures, ʻoli, mele and hula on a specific subject throughout the year, ten times. The
subjects we have already covered range from; Nā Aliʻi-The Chiefs of Hawaiʻi, Nā Pua-The Flowers
of Hawaiʻi, Nā Moku-The Islands, Pele & Hiʻiaka, and more.
The PURPOSE of these classes is to give the haumāna a better and deeper look and understanding
into the Hawaiian Culture that they cannot get from regular classes offered at hālau. The specific
subject or theme selected by Kumu is covered in details by stories given through lectures, hands on
group activities, and of course they learn mele, ʻoli, and hula relating to the specific theme or subject.
The 2015 Subject/Theme is LĀʻIEIKAWAI.
Lāʻieikawai is a story that is considered as an old Hawaiian Romance. Lāʻieikawai was a lovely
woman that worked her way to deification. Deification means that she became a deity or became a
goddess or even an object of worship and admiration. Lāʻieikawai was born as a twin and was
separated from her sister. The story is somehow tragic and beautiful all at the same time. From a
father who wanted her dead at birth, to many men wanting her attention and love because of her
beauty. The story has mysticism, reality, and fantasy rolled into one. We can take lessons from
this story and make it relatable to our reality today.
Want to learn more?
Want to be closer to the Hawaiian Culture?
Want to understand the mind of Hawaiians and our sense of storytelling?
If you answered yes to any of the questions above, we HIGHLY recommend you sign up for this
class. It will bring you closer to the Hawaiian Culture and you will be MORE than just a HULA
DANCER you will be living the life of a HAWAIIAN even more!
Come take the journey with us in:
PAPA MOʻOMEHEU HAWAIʻI 2015
LĀʻIEIKAWAI=

=
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Papa Moʻomeheu Hawaiʻi
Culture Class 2015
Lāʻieikawai
ハラウ ナ マモ オ トゥリパ日本校では過去８年間カルチャークラスを実施してきました。クム レ
アトは１年間に１０回のクラスで特定の題材に沿ったオリ、メレ、そしてフラをレクチャーしてい
きます。今まで実施してきた題材は、Nā Aliʻi-(ハワイのチーフ達), Nā Pua-（ハワイの花々）, Nā
Moku-（島々）, Pele & Hiʻiaka-（ペレとヒイイアカ）など、など。
このクラスの目的は、生徒たちにハラウのレギュラークラスだけではカバーしきれない部分のハワ
イ文化をより良くそして深く理解していっていただくためです。具体的な題材、テーマはクムが選
び、物語の詳細をレクチャー、グループアクティビティを通じてカバーしていきます。もちろん、
その個々のテーマ、題材に関係するメレ、オリ、フラも学びます。
2015 年題材・テーマ LĀʻIEIKAWAI
Lāʻieikawai は古きハワイのロマンスと考えられている物語です。Lāʻieikawai は愛らしい女性で彼女自
身の方法で神格化しました。神格化は神、女神になったこと、崇拝や称賛される対象ですらあることを
意味します。Lāʻieikawai は双子として生まれ、そして姉妹は離れ離れになりました。物語はどうゆうわ
けか不幸と喜びが全て同時期に起こります。彼女の死産を希望した父親、また彼女の美しさにより、沢
山の男性たちが彼女の気を引こうとし、そして愛していきます。物語は神秘的ですが、現実的でもあり、
幻想的です。この物語を通し学び、現実の生活と関連付けることができます。
もっと知りたいですか？
ハワイの文化に近づきたいですか？
ハワイの人々の心と口承文学を理解したいですか？
もし上記の質問に“はい”が一つでもあれば、このクラスにお申込みになることをお薦めします。あなたを
ハワイの文化へ近づけ、ただのフラダンサーではなく、よりハワイアンとして生きていくことができる
ことでしょう。
私達と共に旅にでましょう。

PAPA MOʻOMEHEU HAWAIʻI 2015

2015 カルチャークラス
＜時間＞

1 回 1 時間 30 分

=LĀʻIEIKAWAI=

詳細

14:00～15 :30

＜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 3,500 円+消費税
一般の方
１回 5,500 円＋消費税
一期分(5 回分) 金額 18,900 円（フラレギュラークラス受講者）・29,700 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： （手数料は各自ご負担ください）
銀行：三井住友銀行
支店：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
＜お申込み/お問い合わせ＞

halaucom@tulipajapan.com

