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It is brunch time at Halekulani’s House Without A 
Key, and the mood is bustling. Patrons fill the open-
air dining area and conversations start to build. 
Band members from the group Pa‘ahana barely no-
tice: House Without a Key is the home base where 
they perform every Tuesday, Wednesday, and Sun-
day evening at 5:30 p.m. They’re used to a good 
crowd. Even though they have the day off, Pa‘ahana 
can’t help themselves. They break into an acapella 
rendition of “Pua ‘Āhihi,” taught to them by the late 
Kahauanu Lake, a legendary local performer and 
founder of the Kahauanu Lake Trio. Doug Tolenti-
no, Pa‘ahana’s founder and ‘ukulele player, leans 
in close to his cousin and double bass player Pakala 
Fernandes to listen for the tune, while Kaipo Kuka-
hiko, who usually plays steel guitar, croons along. 
 Fellow diners hush and turn to the table that 
has suddenly sprung into a mellifluous three-part 
harmony. It’s a different setting for the trio, as they’re 
usually up on the restaurant stage, but the scenery is 
the same, especially the faces turned to their music. 
The trio’s voices flow into leo ki‘eki‘e, a distinctive 
Hawaiian falsetto. Smiles and smart phone cameras 
appear as the group transforms the Hawaiian lyrics 
into a honey-dipped, hushed lullaby. 
 When they conclude, each band member reminisces 
about learning Hawaiian music. Their recollections 
are complex, and each can name numerous artists 
and family members—whose musical lineages span 
decades—who taught them. Fernandes is a cousin of the 
late “Auntie” Irmgard Farden Aluli, a prolific composer 
of more than 200 Hawaiian songs. Fernandes lived 

ハレクラニのハウス ウィズアウト ア キーは、ブランチタイムの賑わい

をみせている。オープンエアのダイニングエリアは満席で、賑やかな会

話が飛び交う。ハウス ウィズアウト ア キーで毎週火曜と水曜の夕方、

そして日曜の5時30分から演奏しているパアハナのバンドメンバーは、

それを気にとめる様子もない。良い観客に慣れているのだ。休日にもか

かわらず、店内に座っていた彼らは思わず『プア・アヒアヒ』をアカペラ

で歌い出していた。ハワイの伝説のミュージシャンでカハウアヌフ・レイ

ク・トリオの創始者の故カハウアヌ・レイクさんが教えてくれた曲だ。パ

アハナの創設者でウクレレ奏者のダグ・トレンティーノさんは、従兄弟

でダブルベース奏者のパカラ・フェルナンデスさんに寄り添って音程を

合わせている。そこに普段はスチールギター担当のカイポ・クカヒコさ

んが加わり、店内に優しい歌声が響きわたった。

 食事中の客は、彼らのテーブルを一斉に振り返り、突然始まった３

部構成の甘美なハーモニーに静かに聞き入った。レストランのステー

ジで歌っている時とは違う光景だが、彼らの音楽に感銘を受ける観客

の顔は今日も同じだ。トリオの歌声がハワイアン音楽独特のファルセッ

トボイスのレオキエキエに変わり、ハワイ語の子守歌を優しく歌い上げ

ると、彼らの前には沢山の笑顔とスマートフォンが現れた。

 歌い終わると、バンドメンバーたちはハワイアン音楽にまつわる思

い出をそれぞれ語った。何世代にもわたる音楽家の家系を持つ彼ら

は、複数のアーティストや家族から教わっているため、その歴史はいた

って複雑だ。フェルナンデスさんは、200曲以上のハワイアンソングを

作曲した有名な作曲家の故アンティ・イルムガード・ファーデン・アルリ

さんの従兄弟にあたる。若い頃を交響楽団のフレンチホルン奏者とし

て米国本土で過ごしたフェルナンデスさんは、自らの音楽的ルーツを

模索するため1990年代後半にオアフに移り住んだ。
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Members of Hawaiian music trio 
Pa‘ahana channel the music of their 
mentors through multi-influenced 
island melodies. 
師の音楽を受け継ぎ多彩なメロディーを奏でるハワイアンミュージックグループ「パアハナ」

MELE ALL AROUND

音楽のルーツを辿って

C U L T U R E

Pa‘ahana performs  

during sunset at House 

Without a Key.

パアハナはハウス・ウィズアウ

ト・ア・キーで夕暮れ時にパフォ

ーマンスを行っている。
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throughout the mainland during his early adulthood 
years, performing in symphonies as a French horn 
player, until the late 1990s, when he moved home to 
O‘ahu and set out to return to his musical roots. 
 “When I was away, I’d listen to Kahauanu Lake 
and get homesick,” Fernandes says. “Doug is his 
protégé, so when I moved back home, [Doug], who 
was a well-established Hawaiian musician, took me 
under his wing, and we started singing together.”
 Soon, Kukahiko, Tolentino’s then-cousin-in-law, 
joined the group. Kukahiko had learned steel guitar 
from famed performer Jerry Byrd, a former member 
of the Hiram Olsen Trio, and a regular performer 
at Halekulani’s House Without A Key. Together, 
they chose the name Pa‘ahana for their band, which 
translates to “hardworking.” Their talents and work 
ethics earned them a permanent timeslot at House 
Without A Key in December 2001.
 While Tolentino’s repertoire of Hawaiian music 
experiences spanned more than 20 years by that point, 
he wanted to delve further into what he had learned 
from Lake. “[Lake] had taught me jazz,” he explains. 
In doing so, he infused Pa‘ahana’s music with Afro-
jazz traits. His fellow members had no qualms about 

 「ハワイを離れている間、カハウアヌ・レイクさんの音楽を聞いては

ホームシックになったものです」とフェルナンデスさんは言う。「ダグは

彼の後輩でした。すでにハワイアンミュージシャンとして活躍していた

ダグは、ハワイに引っ越したばかりの僕に音楽を教えてくれて一緒に歌

い出したんです」。

 まもなくトレンティーノさんの義理の従兄弟だったクカヒコさんがメ

ンバーに加わった。クカヒコさんは、ハイラム・オールセン・トリオの元メ

ンバーでハレクラニのハウス ウィズアウト ア キーにレギュラー出演し

ていた有名なミュージシャンのジェリー・バード氏からスチールギター

を教わった。３人が「働き者」という意味の「パアハナ」と名付けたこの

バンドは、優れた才能と仕事ぶりで認められ、2001年12月以来、ハウ

ス ウィズアウト ア キーでの演奏を続けている。

 20年以上におよぶハワイアン音楽のレパートリーを持つトレンテ

ィーノさんは、レイクさんから学んだ音楽をさらに深く掘り下げたいと

考えていた。「レイクさんは私にジャズを教えてくれました」。その影響

でパアハナの音楽にはアフロジャズのサウンドが取り入れられ、仲間

のメンバーたちがそれに反対することはなかった。フェルナンデスさん

は「僕にとっては、これまで僕たちが出会った音楽の全てがハワイアン

音楽なのです」という。

Pa‘ahana, which translates 

to “hardworking,” has been 

playing at House Without A 

Key since 2001. 

「働き者」という意味のバンド

名を持つパアハナは、2001年

からハウスウィズ アウト ア キ

ーでの演奏を続けている。
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“We would not be here today if 
it wasn’t for our ancestors’ gifts 
of music. And we honor them by 
singing what we’ve learned.”

—Doug Tolentino, member of Pa‘ahana

「先輩から学んだ音楽なしに今の僕たちは存在しません。 

彼らから学んだことを生かして歌うことで彼らを賛美しているのです」と語るのは、 

パアハナのメンバーのダグ・トレンティーノさん。
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how this changed their sound. “To me, Hawaiian 
music is actually everything that we’ve been exposed 
to throughout the years,” Fernandes says.
 The result of Pa‘ahana’s sound is various 
“syncopation of beats,” Tolentino says, and a “fluctuation 
of singing” style. The rich sounds from Fernandes’ double 
bass creates a balanced tune with their falsetto voices. 
Kukahiko’s steel guitar sets the mood for a nostalgic 
island-esque experience, gliding and expanding the notes 
as if there was no end to the song. Tolentino’s ‘ukulele 
completes the ensemble, strumming the same notes 
once taught to him by Lake. The ‘ukulele, once used as a 
supporting role in background music, was reintroduced 
by Lake as the lead instrument in a performance when he 
was a part of the Kahauanu Lake Trio. 
 “We would not be here today if it wasn’t for our 
ancestors’ gifts of music,”  says Tolentino, who notes 
that this year marks the band’s 17th anniversary of 
performing at House Without A Key. “And we honor 
them by singing what we’ve learned.”

Pa‘ahana performs every Tuesday, Wednesday, and 
Sunday at 5:30 p.m. at Halekulani’s House Without A Key. 
Reservations are encouraged. For more information, visit 
halekulani.com or call 808-923-2311.

 トレンティーノさんは、パアハナのサウンドの特徴は、さまざまなビ

ートのシンコペーションと多様な歌唱スタイルだという。フェルナンデ

スさんの奏でるダブルベースの豊かなサウンドは、ファルセットの歌声

と見事に調和し、クカヒコさんのスチールギターは、ノスタルジックな

アイランド調のムードを演出して曲に奥行きを与える。トレンティーノ

さんのウクレレは、かつてレイクさんに教わったのと同じ音で完璧なア

ンサンブルを作り上げる。かつてバックグランド音楽の脇役であったウ

クレレは、カハウアヌ・レイク・トリオの一員であったレイクさんの手によ

って、リード楽器としての地位を確率したのであった。

 「先輩から受け継いだ音楽なしに今の僕たちは存在しません」とト

レンティーノさんは語る。パアハナがハウス ウィズアウト ア キーでの

演奏を始めて以来、今年で17周年を迎える。「僕たちは彼らから学ん

だことを生かして歌うことによって彼らを讃えているのです」。

パアハナは、毎週火曜と水曜、そして日曜の夕方５時３０分からハレクラニ

のハウス ウィズアウト ア キーで演奏しています。ご予約をお勧めします。

詳細については、halekulani .comまたは電話808-923-2311までお問

い合わせください。

Musician Jeff Au Hoy 

accompanies the band on 

steel guitar.

スチールギターでバンドの伴奏

をするミュージシャンのジェフ・

アウ・ホイさん（左）
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When the founder of KoAloha Ukulele, Alvin Okami, 
wanted to shift the focus of his family business from 
manufacturing plastics to creating miniature wooden 
‘ukulele figurines, Alvin’s son, Alan, wasn’t too thrilled.
 “We didn’t know a thing about making ‘ukulele,” 
says Alan, who is now KoAloha Ukulele’s president. “I 
didn’t think it was a good idea.”
 His father’s notion was based on a tip that he 
had received from Herb Ohta, also known as Ohta-
San, a professional musician and ‘ukulele player in 
Hawai‘i. Ohta had told Alvin that tourists regularly 
requested miniature ‘ukulele at his sister’s souvenir 
shop at Kahala Mall in Honolulu, as mementos of 
their vacations. As the cost of plastic materials had 
been rising, Alvin was on the lookout for another 
production venture for the company. But Alan, who 

コアロハウクレレの創業者のアルヴィン・オカミさんは当時、プラスチ

ック製造から木製のウクレレフィギュアに事業転換したいと考えてい

た。当初、息子のアランさんは抵抗があったという。「ウクレレ作りに

ついて何も知りませんでしたから、いいアイディアとは思えませんでし

た」とコアロハウクレレ社長のアランさんは言う。

 彼の父がそう考えるようになったのは、「オータサン」の愛称で知

られるハワイのミュージシャンで、世界的なウクレレ奏者でもあるハ

ーブ・オオタさんからの助言があってのことだった。オオタさんはアル

ヴィンさんから、ホノルルのカハラモールにある彼の姉の土産物屋で

は、旅行の記念にミニチュアのウクレレを買って帰りたいという観光

客からのリクエストが多いと聞いていた。プラスチックの原料コスト

が高騰していたこともあり、アルヴィンさんは自社で製造できるもう
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STRUM ALONG

アロハな響き

‘Ukulele, the beloved 

Hawaiian instrument, in 

various stages of production.

多くの人に愛されているハワイ

の楽器、ウクレレの製造過程

The harmonious sound of an ‘ukulele is 
the result of the company’s dedication 
to craftsmanship. 
匠の技にこだわるコアロハウクレレの美しい音色
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was in charge of the business’s finances, worried 
that selling miniature ‘ukulele would only get them 
deeper in debt. Eventually, he realized it was his 
father’s decision to make, and he helped his family 
launch KoAloha Ukulele in 1995.    
 Today, KoAloha Ukulele has grown from making 
miniature ‘ukulele figurines for tourists to crafting 
renowned ‘ukulele instruments. Its ‘ukulele are 
sold in nearly 100 stores throughout the world. “It’s 
amazing how far we’ve come,” Alan says. “I never 
thought I’d say this, but I love my job, and can’t 
imagine doing anything else.”
 Lloyd Manamtam, KoAloha Ukulele’s consumer 
relations and showroom manager, credits the 
success of KoAloha Ukulele to its unique sound, 
shape, and craftsmanship. Customers rave about the 
instruments’ bright tone, and are intrigued by the 
shape of its sound hole, which resembles a Japanese 
rice ball, or “musubi.” 
 “Everything about our ‘ukulele is carefully 
handcrafted,” Manamtam says as he points to the 
‘ukulele styles mounted on the wall in the Kaka‘ako 
factory’s showroom. Over the years, he says, the 
company’s ‘ukulele has evolved to include an internal 
core structure, an invention specially made by Alan 
Okami. The result is a masterpiece that is both light 
and durable. 
 This core structure of KoAloha’s instruments 
starts with a unibrace skeleton, which strengthens 
each ‘ukulele. Shaped like a mini windowpane, it is 
inserted between the sides, below the sound hole, 
where the ‘ukulele starts to curve into a pear shape. 
Two wooden pieces, the length and width of a tongue 
depressor, are then crossed right below, followed 
by a thin wooden brace that helps hold the shape of 
the body. Once its sturdy bones are set, the ‘ukulele 
is squeezed into a corset of metal clamps, then 
fitted with the final backing of wood, such as koa, 
mahogany, or rosewood. 
 Other steps include shaping the ‘ukulele’s 
signature five-pointed crown headstock, creating the 
fretboard, and buffing its edges. It’s a long process, 
says Manamtam, but worth the result. In a single day, 
20 ‘ukulele are completed. Each is handcrafted by 
aspiring luthiers, who must perfect each step of the 
process for up to a year at a time.

一つの何かを探していた。事業の財務を担当していたアランさんは、

ミニチュアウクレレの販売によってより負債が増すことを懸念した

が、最終的には父親の決断に従い、1995年に家族揃ってコアロハウ

クレレの立ち上げを手伝うことにした。

 その後、コアロハウクレレは、観光客向けのミニチュアウクレレか

ら、一流のウクレレメーカーに成長した。コアロハのウクレレは現在、

世界中におよぶ100店舗で販売されている。タイにはもう一つの製

造工場といくつかのショップもある。「私たちがここまでこれたことは

本当に有難いことです。以前は考えられなかったことですが、私は今

の自分の仕事が大好きです。これほどまでに夢中になれる仕事は他

にはありません」とアラン氏は語る。 

 コアロハウクレレのショールームマネージャーでカスタマーサービ

スのロイド・マナムタムさんは、コアロハウクレレの成功はその特徴的

なサウンドと形、職人技によるものだという。コアロハ楽器の明るい

音色は客からも高い評価を得ており、日本のおむすびに似た形をし

たサウンドホールがトレードマークになっているという。

　マナムタム氏は、カカアコ工場のショールームの壁に貼られたウク

レレのポスターを指差しながら、「コアロハのウクレレは全て手作業

で一つ一つ丁寧に作られています。長年かけて進化を遂げたウクレレ

は、アラン・オカミさんが発明した内部コア構造を採用したことで、よ

り軽く丈夫になりました」。

  一本の木片から切り出したユニブレースと呼ばれるブレーシング

を内部につけたことでウクレレの強度が増した。小さな窓枠のような

形をしたこのユニブレースをサウンドホールより下のくびれた部分に

はめ込み、そのすぐ下に2本の木片を交差させ、次にウクレレの形状

を保つための細い木製のブレースをつける。丈夫な枠組みが完成し

たところで、金属の締め具でウクレレ本体をしっかりと押さえ、最後に

コアやマホガニー、ローズウッドなどの裏板が取り付けられる。

 他にもヘッドストックを独自のデザインの王冠の形に削り、フレッ

トボードを作り、尖った部分を研磨するといった工程がある。一本の

ウクレレが仕上がるのに長時間を要するが、こだわるだけのことはあ

るとマナムタム氏は教えてくれた。一日あたり20個のウクレレができ

る。一つ一つの楽器が弦楽器職人を志すスタッフによって手作業で

作られている。彼らは各工程を一年間ほどかけて習得する。質の高い

ウクレレで定評のあるコアロハウクレレは、従業員や顧客を家族のよ

うに温かく迎えるホスピタリティでも知られ、それが成功の秘訣でも

KoAloha Ukulele offers 

daily tours at its Honolulu 

facilities.

コアロハウクレレはホノルル

の工場で毎日ツアーを実施

している。
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“Our customers can sense 
that quality and pride in our 
‘ukulele. You can hear it in the 
sound that it makes too. That’s 
the sound of aloha.”

— Alan Okami, president of KoAloha Ukulele

「私たちの作るウクレレを手にとってもらえば、その品質と誇りが伝わるはずです。 

それはアロハに満ちた音色にも表れています」とコアロハ・ウクレレの社長、 

アラン・オカミさん。
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 While dedication to craftsmanship is what the 
company is known for, KoAloha Ukulele’s sense of 
family, among its workers and its customers, is also 
part of its identity and success.
 “Our customers can sense that quality and pride 
in our ‘ukulele,” Alan says. “You can hear it in the 
sound that it makes too. That’s the sound of aloha.”

KoAloha Ukulele is located at 1234 Kona St. in Honolulu. 
Free tours of its factory are offered Monday through 
Friday at 1 p.m. Reservations are not required. For more 
information, visit koaloha.com or call 808-847-4911.

ある。アランさんは「私たちの作るウクレレを手にとってもらえば、そ

の品質と誇りが伝わるはずです。それはアロハに満ちた音色にも表れ

ています」と語る。

コアロハウクレレの工場見学の無料ツアーは、毎週月曜から金曜の午後1時か

ら実施されています。事前予約は不要。詳細は、koaloha.comまたは電話808-

847-4911までお問い合わせください。住所：1234 Kona St. Honolulu

KoAloha’s instruments start 

with a unibrace skeleton, 

which strengthens each 

‘ukulele. Shaped like a mini 

windowpane, it is inserted 

between the sides, below 

the sound hole, where the 

‘ukulele starts to curve into a 

pear shape.

コアロハのウクレレ作りは、強度

を増すユニブレースと呼ばれる

ブレーシングをつけることから

始まる。小さな窓枠のような形

をしたこのユニブレースをサウン

ドホールの下にはめ込む。

C U L T U R E



For the Very Best, Look for the Pineapple Shape®

Discover our elegantly packaged premium shortbread cookies.  
Indulge in Aloha with island-inspired flavors like Pineapple, Mango, Kona Coffee, and much more!

Outrigger Waikiki Beach Resort
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Sand Island Retail Store
Waikiki Beach Marriott
Waikiki Beach Walk®
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Hilton Hawaiian Village
Hyatt Regency Waikiki
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The Shops at Wailea
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GUAM
Micronesia Mall
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Born and raised in South Africa, Kamala Skipper 
moved to O‘ahu for a bodyboarding sponsorship when 
she was 16 years old. As a professional athlete, her per-
formance relied heavily upon her health. This meant 
keeping physically fit, but also involved trying to solve 
her chronic migraines and fluctuating weight. “Yo-yo 
diets” and medicine to help with her migraines didn’t 
work, especially after she was diagnosed with polycystic 
ovarian syndrome and placed on thyroid medication. 
Her symptoms worsened after she moved home and 
became a lawyer for a human rights organization. 
 But when she returned to O‘ahu in her late 20s 
to marry her long-time boyfriend, she chose not to 
study for the Hawai‘i bar exam. Instead, she focused 
on her health issues with a functional medicine doctor. 
Meditation, yoga, and a gluten-free diet became her 
medicine. Within a three-month period, her decade-
long health problems disappeared. This revelation in 
mindful living inspired her to become a certified yoga 
instructor and integrative medicine coach. Now, she is 
SpaHalekulani’s Living-Well Program lifestyle coach. 
Because of her own experience, Skipper believes each 
person can pave their way toward a healthier and better 
self. Here are five “living well” essentials that she 
recommends:

南アフリカで生まれ育ったカマラスキッパーさんは、１６歳の時にボデ

ィボードのスポンサーシップを得てオアフ島に移住した。プロの運動選

手としての彼女の成績は、健康状態に大きく左右された。スキッパーさ

んは肉体を鍛えることにも興味を持っていたが、何より慢性的な偏頭痛

と体重の変動を解消したいと考えていた。様々なダイエットを試したも

のの効果がなく、まもなく帰国して人権団体の弁護士として働くように

なると、スキッパーさんの体調はさらに悪化した。20代後半になり、長

年付き合っていた恋人と結婚するためにオアフ島へ戻った彼女は、ハワ

イの弁護士になる資格勉強はせず、生活習慣病や慢性疾患の治療法を

研究する機能性医学医のもとで学び、自らの健康回復に注力した。する

と３ヶ月も経たないうちに１０年以上にわたって悩まされていた症状が

消えた。この体験が彼女が意識的な生活に目覚め、認定ヨガインストラ

クターと統合医療のコーチになろうと思ったきっかけである。現在、彼

女はスパ ハレクラニの「リビングウェル」プログラムのライフスタイルコ

ーチを務める。スキッパーさんは自らの体験をもとに、誰もがより健やか

で、より良い自分になることができると信じている。スキッパーさんの提

唱する「リビングウェル」のための５つのヒント：
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Kamala Skipper, Halekulani’s 

lifestyle coach, stretches at 

Ala Moana Beach Park.

アラモアナビーチパークでスト

レッチするハレクラニのライフ

スタイルコーチ、カラマ・スキッ

パーさん。

SEEKING SERENITY

安らぎを求めて

Mind these tips for the best ways to unwind in some of O‘ahu’s most lovely retreats.

より健やかな自分へ、リビングウェルのための５つのヒント
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Be Mindful
“Before you start your day, sit still for a moment, listen 
to your breath, and think of one or two words that you’d 
like to feel for the day. One of my favorite meditations 
is one that sets the intention of love and kindness. I’ve 
found that if you set out your day with an intention, it’s 
a lot easier to create space for that intention to grow 
and possibly carry on to the next day.”

Get Grounded
“I’m a huge fan of being surrounded by nature. Just 
feeling the earth below our feet can be so powerful. 
While here in Hawai‘i, I recommend going to the beach 
and feeling the sand between your toes. … Wherever 
you are, I suggest going to where there’s nature, and 
you’ll instantly feel better.”

Unplug
“Whether you’re on vacation or not, I highly recommend 
a digital detox. If you’re living online, then you’re not 
truly living in the present moment. Too much screen 
time just means less time experiencing the world 
around you.”

Five More Minutes
“If you want to change any habits, whether it’s your 
diet or exercise, I found that giving yourself a little bit 
of time throughout the day to do those things can make 
a huge difference. If you give yourself an extra five 
minutes of sleep, five minutes to make a salad, or five 
more minutes of walking, it can really add up.” 

The Right to Pamper
“If I could, I would spend an entire day at SpaHalekulani. 
It’s absolutely amazing. There’s everything from 
massages and facials to hair and nail care. And all the 
products that they use are environmentally friendly, 
locally sourced, and non-toxic. It’s extremely rare to 
find a spa that has all of those components. Plus, I 
think everyone deserves a day of indulgence, especially 
on vacation.”

Since January 2015, SpaHalekulani’s Living-Well Program 
has presented an ongoing series of wellness initiatives 
that provide guests with health-conscious opportunities 
that expand beyond hotel stays. For more information, 
visit halekulani.com/living-well-lecture-series.

毎日を意識的に過ごす

「一日を始める前に静かに座って、自分の呼吸に耳を傾けてみてくだ

さい。その日に自分が味わいたい気分を言葉にしてみます。私はよく愛

情や優しさを持てるようにと念じます。明確な意図を持って1日を始め

ることで、 1日を通して目的意識が生まれ、次の日も続けることができ

るのです」。

地に足をつける

「私は自然に身を置くことが大好きです。足元に地面を感じるだけで大

きなパワーをもらえるはずです。ここハワイでは、ビーチへ行き、足の指

の間に砂を感じるといいですね。地球のどこにいても、自然のある場所

に行けば心が落ち着き、気分が良くなるものです」。

息抜きをする 

「休暇中の人もそうでない人も、できるだけ電子機器を生活から取り

除くことが大切です。インターネットに依存している人は、本当の意味

で“今”を生きているとは言えません。画面に向かっている時間が長い

分、あなたを取り囲む素晴らしい世界を実際に体験する時間が減って

しまうからです」。

   

あと5分

「食生活や運動など生活習慣を変えるには、一日を通して自分のため

の時間を少しだけ 作ってあげればいいのです。睡眠時間を5分だけ増

やしたり、５分でサラダを作ったり、5分間の散歩でも、積み重ねれば大

きな変化を生むはずです」。

癒される権利

「スパ ハレクラニで心身ともに癒される1日を過ごせたら、どれほど素

晴らしいでしょう。マッサージやフェイシャル、髪や爪のケアまで幅広い

サービスを提供しているスパでは、全てのトリートメントに地元ハワイで

環境に配慮して作られた製品を使用しています。あらゆる面でこれほど

までに配慮の行き届いたスパはありません。休暇中はもちろん、自分へ

のご褒美として誰もが贅沢な1日を過ごす権利があると思っています」。

スパ ハレクラニでは2015年1月から、ゲストが日々の生活に取り入れる

ことのできる健康的なライフスタイルのコツや実践法を学べるリビングウ

ェルプログラムを提供しています。詳しくは、halekulani .com/l iving-

wel l- lecture-seriesをご覧ください。
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