
ワハハ新聞 Vol.４ 

ハワイアンナビゲーターKeiko と行く！ 

第４回ワハハなマジカルツアー in Maui 
小梅のスピリチュアル旅行記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行きたい！と願った瞬間からはじまる旅。 

今回のツアーは今までの観光旅行では味わえなかった 

Hawaiiのスピリットを余すところなく堪能できました。 

 

旅には主宰である keikoちゃんとひろやんお二人の愛にあふれたサービス精神

が散りばめられていました。 

心から安心ができ、安全で快適な旅。 

この旅は一生忘れられない旅になりました。 

 

Keikoちゃんとひろやん、一緒に参加したメンバーの皆さん、 

現地ナビゲーターのユキさんやマリオ、山内さんはじめ、 

旅に関わってくださったすべての方やHawaiiのスピリットに愛と感謝をこめ

て・・ 

Alohaを送ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

第０日目 ～旅のはじまりのはじまり 

 

 
行きたいと願った瞬間から始まった旅だけど。 

日程が近づくにつれドキドキが止まらない！ 

 

なんかね。 

もうワクワクしちゃって、数か月前から遠足前の小学生

状態になってるワタシ。(笑) 

 

そんなワタシに届いたのが、Keikoちゃんが送ってくれ

た「旅のしおり」だった。 

こと細かな日程やスケジュール、持ち物や ESTAの申請

方法が書かれていて、コレを読むだけで 

Hawaiiの旅がすんなりイメージできた。 

 

届いた日から毎日持ち歩いて、ニヤニヤ。 

おかげで、旅の準備は心身ともにバッチリ OK! 

手作り感満載の「旅のしおり」ボロボロになったけど、旅の思い出にとってお

く。 

Hawaiiまでの飛行時間は約 7時間！ハワイアンエアラインはスタッフも

ALOHAな笑顔で気分は最高！ 

さあ！旅がはじまるよ♪ 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 



第１日目 ～旅は道連れ 

 
家族や友人と行く旅行はあっても、 

一人で参加する旅は初めてだった。 

なんか、浮いちゃったらどうしよう。 

とかね。 

あたしも心配したんだけど。 

 

ここで断言しとく！ 

ワハハなマジカルツアーの最大の魅力は 

「旅仲間が素敵！」ってこと。 

何でだと思う？ 

それはね。旅の前、それも何カ月も前から月に

一度は Keikoちゃんが主催する 

「マナレインボー」って呼吸法の会があって。 

そこで顔見知りになるってことがひとつ。 

 

あとはやっぱり、類は友を呼ぶってヤツかな？ 

もうね。参加者が素敵すぎるくらい素敵。皆さん自己探求とか目的意識がよく

似ていて、Hawaiiのスピリットに招かれたメンバーだからホントに安心。 

関西空港に到着するまでしゃべりっぱなしで笑いっぱなし。 

短時間で打ち解けあえるのもワハハな魔法かもしれない。 

 

機上の旅を終えると ALOHAな Keikoちゃんとひろやんがお出迎え。 

早速、高級リゾート「ワイレアエカヒビレッジ」のコンドミニアムに到着した

らプールサイドでフルーツいっぱいのウエルカムＰａｒｔｙのはじまり～♪ 

 

ビレッジ専用のビーチでHawaiiのスピリットにご挨拶。 

そろそろ夕陽が沈む頃。 

でもHawaiiの海はあたたかくて、潮

風がとっても気持ちがいい♪ 

Hawaiiの神様、ありがとう。 

この旅が全員にとって最高最善の旅

になりますように！ 

 

 

 

 



第２日目 ～森と町とサンセットディナー 

 
ねえ！信じられる？ 

鳥のさえずりと穏やかな波音で目覚める朝がくるなんて！ 

「ああ！アタシ！今、Hawaiiにいるんだぁ～♪」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何度もそう呟いた。 

コンドミニアムは 2階建てで広いダイニングキッチ

ンとリビング、 

バスルームが３か所にある贅沢な一軒家。 

目覚めのコーヒーとフルーツでごキゲン上々！ 

長旅の疲れなんてHawaiiの風が一辺に吹き飛ばし

てくれる。 

 

朝食をすませて・・ 

さぁ！スピリチュアル王国へピクニックに

でかけよう♪ 

 

 

 

 

 

 



 

Keikoちゃんとひろやんが運転する車

でドライブすること数十分。 

今日は西マウイのホノルアの森と 

ホノルア湾へ。 

ホノルアの森の入り口付近で 

見事な木に遭遇！ 

思わず車を停めての撮影会。 

みんな、木のエネルギーに抱かれて 

夢心地。 

こんな自由が許されるのも、マジカル

ツアーならでは。 

参加者の希望や直感によって、どんどんツアーがカスタマイズされていく！ 

本当にスゴイ！ 

 

ホノルア湾は穏やかで波のキラメキを間近に見ながら

サンドウィッチを頬張ると気分はもうハワイアン♪ 

 

ラハイナの街でお買い物も楽しい～！マウイ島では 

ほとんど日本人を見かけない。濃厚なアイスクリーム

を食べながら町を散策しちゃいました。 

 

 

夜は一気に雰囲気を変えて・・ 

おめかしして高級ホテルへレッツゴー！ 

最高級の夜だった。 

 

いつかテレビで見たようなエントランス。 

イケメンのホテルマンがエスコートで気分

だけはハリウッド女優のワタシ。(笑) 

グランドワイレアスパホテルでの 

サンセットルアウショー。 

とってもゴージャスで 

洗練されたショータイム。 

過去に見たハワイアンショーをはるかに 

超えてる！ 

 

 

参加者が舞台でフラダンスを踊れるっていうことで 

ステージに上がらせて頂いた。 

ひとときのフラガールになれたことは家族には内緒。 

絶対笑われるもん！(*´ω｀*) 



第 3日目～朝のビーチ・ヨガと 

ハレアカラ山 満天の星空ツアー 

 
 

Hawaii到着翌日から朝食の前はひろやん主催のビーチピラティス。 

朝陽を全身に浴びながら、心も身体も思いっ切り伸ばしてうんと緩む。 

波は穏やかで海水があったかい！ 

あさイチの海で泳ぐってどうよ。最高な一日が約束される朝のビーチ・ヨガ♪ 

 

リゾートを楽しむナイスなカップルが 

犬を連れてお散歩してる。 

もちろん！鎖なんてつけてる犬なんか 

どこにもいない。 

みんなね。自由で信頼しあってる。 

人も犬も海も光も。 

信頼関係で結ばれてるんだね。 

海水浴のあとはホテルのプールで 

ひと泳ぎ。 

塩気を流して、部屋でゆっくり 

シャワーを浴びた。 

 



 

今日の午前中は「小梅の Hawaii特別セッ

ション」 

参加者同士でセッションをしたり受けたり

できるのもマジカルツアーの魅力。 

Keikoちゃんのカヒロアやセッション、 

ひろやんのロミロミなども自由に受ける事

もできました。  

Hawaiiで受けるセッションは格別です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ランチは近くのお洒落なショッピ

ングモールでランチタイム♪ 

Hawaii らしいお土産屋さんもたく

さんあって目の保養になる。 

メンバーの中にはウクレレを購入

の強者も！ 

 

 

 

 

 

そして・・いよいよ！ 



今回のワハハツアーの目玉ともいうべき！ 

ハレアカラ山での天体観測ツアーのはじまり！ 

標高 3055メートルの富士山級の山に頂上まで車で GO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツアーガイドは TV番組「Hawaiiに恋して」 

に出演されてる山ピーさんこと、山内さん。 

芸能人のような華やかさとワイルドな 

大人の魅力がたっぷり！ 

お話もとっても面白くて、その辺のセミナー受けて

るよりはるかに魂に響いた。 

 

スピリチュアルセラピストの江原さんも彼のご案内でマウイを旅されてい    

るんだって。 

 

それにしても。山頂からのサンセットは素晴らしい！ 

陽が沈む直前に起こるグリーンフラッシュは携帯カメラでは映らない。 

しっかりと目に焼き付けて、星空を迎える。 

山内さん、オンナゴコロを鷲掴みにするの。 

Hawaiiでありながらハレアカラ山は極寒の別天地。 

温かいお茶と座りやすい椅子。エ

ンヤの音楽が流れて・・観光客は

私たちだけという贅沢さ！ それ

もこれもハレアカラを知り尽くし

ている彼だからこそできるワザ。

おまけに！元天文部で星空に詳し

いったら、学校の先生を越えてる

知識。GPS付きの天体望遠鏡で土

星の環を初めて見ました。すごい

体験！ 

 



第４日目 ～Hawaii の女神 
 

ワハハなマジカルツアーの魅力って

伝えきれないんだけど。 

 

スペシャリストの現地ツアーガイド

がいるってことは最強だと思う。 

これはひとえに主宰の Keiko ちゃん

の人徳ね。 

ガイドさんが友人なんだもん。 

 

 

今日はオールドタウン、パイアでラ

ンチタイム♪ 

古き良きアメリカにタイムスリップ

したかのようなオールドタウン。 

 

ほんとにあきない。 

見事なツアースケジュールだわ！ 

 

 

 

 

ランチは食べきれないほどのチキンやサラダで 

お腹も満腹～♪ 

食べきれない分はコンドミニアムの 

夜食ってことにした。 

 

今日はね。 

ツアーガイドのユキさん

（日本人）が特別に事前ツ

アーで素敵なオリンダの森

とマカワというオールドタ

ウンに案内してくださるん

だって！ 

 

 

 

 

何でだと思う？参加者のエネルギーを見ておきたいって。 

これ、フツーのツアーガイドさんではあり得ないことよね。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツアーガイドのユキさんにわざわざ時間をとって森に案内してもらった。 

森は静かで荘厳な気が流れ、私たちは森を歩きながら自然に浄化されていった

ような気がする。 

森の中で輪になって深呼吸。 

 

そういえば、明日はハナという聖地に出かける。 

 

ユキさんは素晴らしく自然体で 

ハワイアンスピリットにあふれてた。 

彼女の声は小鳥のさえずりのように軽やかで優し

い。 

 

もうね。彼女のすべてが柔ら

かくてあったかくて、おおら

かで。それはまるで・・・ 

それはまるで、 

そう‼マウイ島そのもののエネルギーだった。 

 

Hawaii の女神に出会った。 

今でも彼女のエネルギーを感じる。 

素晴らしい出逢いだった。ワタシはまた必ず、 

彼女に逢いに行くと思う。 



第５日目 ～マウイ島の聖地 
 

 
 

 

Hawaiiはそのすべてがパワースポットであり聖地。 

その中でもマウイ島の秘境ハナは特別だという。 

 

かねてから Keikoちゃんが案内したいといってくれて

いたレインボーツリー。 

誰かがいたずらしたの？っていうくらいに鮮やかな白

や黄緑、オレンジ色に染まっている。まるでペンキで

塗られたかのよう。 

 

こんなの見たことないってい

う景色にどんどん会う。 

 

 

 

今日は朝からユキさん

と待ち合わせ。 

大きな車が 2台。運

転手はユキさんのお友

達である日系ハワイアンのマリオさん。 

 

物静かで笑顔が優しいマリオさんとユキさん

が６００以上のカーブがある道をゆっくり案

内してくれた。 



 

ツインフォール、ケアエナ、ブラックサン

ドビーチ、ハモアビーチ、 

セブンプール、ハレアカラ山が一望できる

ワイユの丘など。息をのむ絶景。 

そこに現れた大きな虹！ 

これが噂のダブルレインボー！肉眼でみる

とすごい迫力だ。 

 

この光景を一生忘れないと思う。 

 

Hawaiiで目にした景色や動物、色取り取

りの花や果物。 

そのすべてが神様からの贈り物だ。 

 

光が。風が。本当に気持ちいい。マウイ島

の丘から見えるハワイ島やモロカイニ島。

どの島もまさに生きている！ 

 

Hawaiiの魅力ももちろんだけど 

街あり山ありホテルあり！ 

大自然から高級リゾート地をすべて満喫で

きる自由なプログラムに感動しっぱなし！ 

 

ワハハなマジカルツアーはほんとに 

ワハハな旅だった。 

全員参加型で。みんなが協力しあって。 

もうね。虜になってしまった。ほんとに。ま

た来たい。何度でも。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



最終日 ～終わらない旅 

 

ワタシにとって今回の Hawaiiは人生の扉を開く旅だった。 

 

Hawaiiには呪縛を解放する不思議なチカラがあるんじゃないかと思う。 

 

ワタシが身につけた様々なシガラミや重荷が。 

自分で作り上げた呪縛が。 

 

マウイ島の自然のスピリットによって 

ゆるやかに解放されていった気がする。 

 

マウイはね。 

愛とゆるしの島なんだって。 

こんな Hawaii にもやっぱり戦があって。

多くの戦士が血を流し、多くの女性が涙を

流してきた。 

それでも、Hawaiiのスピリットは 

すべてを緩やかに包みこんできたんだね。 

 

 

 

マウイ島で出会ったひとびとは 

笑顔がとびきり素晴らしくて人柄が抜群にいい。 

 

なんたってMaui No Kaoi！（マウイは最高！） 



ALOHAな旅ははじまったばかり。 

 

何度も訪れたいと願う。 

また Keikoちゃんの案内がいいな。 

Keikoちゃんとひろやん。 

旅が安全で快適だったのもお二人の細やかで愛に

あふれた気配りがあってこそ。 

旅行会社だったら絶対に味わえない 

旅の醍醐味を教えてくれてありがとう。 

旅の仲間とはこれからも楽しい時間が 

共有できると思う。 

 

 

ALOHA～ＨＡＷＡＩＩ♪  

ありがとう！またお会いしましょう。 
Ｈａｗａｉｉはワタシの心の中でいつも輝いています・ 

By 小梅 

 


