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旅のテーマ「自分が生まれた時の輝きに戻る旅」

そのものの時間を、主催者である、啓子さん、スティーブさんと共に

参加者 8 名がそれぞれに感じたハワイ島での時間。

溶岩むき出しで、「ザ・地球」な力強いエネルギーなのだけど、母なる大地に守られているよう

に温かく優しい。

だからなのか、「本当のお前はこんなんじゃないだろう！」とベリッと自分が覆っていた殻を引

きはがされるのではなく、自らが「もうこんな偽ってた自分て必要なかったわ～」と

さらっと脱皮できる。ただそこにいて、今この瞬間を楽しんでるだけで

・初日から、我慢して続けてた仕事を辞めると決める人

・自分主体でパートナーシップを見直した人

・大口の仕事が決まる人

・自分の弱点がわかり、より本来の自分がクリアになった人

・一切取り繕うことなく、素の自分で過ごす人

一人一人が絶妙のタイミングで、本音と繋がり、それを素直に喜んでキャッチしていく旅でした。

ハワイ島のエネルギーはもちろんだけど、主催者の啓子さんの「何をもジャッジせず、すべてを

リスペクトする」その心意気があるからこそ創られた空気感だったと思う。

そのすべての瞬間を共にさせてもらえた体験は、一生の宝物だ～☆彡

行き当たりばっちりな、ワハハでマジカルな 5 日間をご堪能あれ。

☆１日目：2019.11.25☆

コナ空港 → pine tree beach → ボタニカルガーデン → ウェルカムディナー＠ゲストハウス

待ちに待ったハワイ島到着！！

ホームのハワイ島で

益々エネルギッシュな

啓子さんと

今回の旅でドライバーとして

大活躍だったスティーブが

アロハな笑顔でお出迎え。

空港から直行で

ビーチへ GO♪



無事にハワイ島へ降り立てたこと、旅が安全で楽しい時間になるようにと、輪になって手をつな

ぎ、啓子さんのチャンティングで、ハワイの大地と繋がりながら、みんなの心も一つに。

そのあとは、溶岩の上で天然の岩盤浴！

陽にやけて溶岩は熱いのだけど、寝転んでると時差ボケてるカラダは一気に軽くなっていく～。

これから常に感じることになるけれど、ほんとに自然のパワーは凄すぎる。

啓子さんからのウェルカム ティーリーフとともに

メインは岩盤浴ではなく、ビーチ。

ということで、もちろん海にも行きました♪

海水なのに全然ベタベタしない。

ただ浸かってるだけなのに

いろんなものがそぎ落とされて

いく。

海と一体化してる自分。

地球と一つになってる～！

ごちゃごちゃ考える思考は

あっという間にどこかへ消え去りまし

た。

電磁波も浄化されての

みんなの満面の笑み。

ひと泳ぎした後お散歩がてらボタニカルガーデンへ。

現地の学生さんの課外授業にでくわし、

そのまま私たちもお話を聞かせていただく。

ポリネシアからもちこまれた原種が今も大事に育てられ

ている場所。

受け継がれてきた歴史や文化についての話を、到着した

数時間後に聞かせてもらうとは。

今思うと、この偶然のように集った 8 人と啓子さんと

スィーブは、本当にご縁があるのだろうなと思う。



とっても気さくにお話ししてくれたロコの方々

あっという間にハワイ時間にカラダはリセットされ、

ご機嫌にゲストハウスへ。

これがまた、「贅沢すぎる～～～」な、ロケーションと内装。

だけでなく、今回の旅を更に贅沢なもの

にしてくれたのは、現地の食材を使って

お料理を作ってくださったErinさんのお

かげ。

私たちのことを思って心を込めて作って

くださったお料理は、益々ハワイとの繋がりを深め、カラダを緩めてくれ

ました。

サンセットを眺めながらも、キッチンからの美味しそうな匂いで

お腹はペコペコ。

お待ちかね、Erin さんのウェルカムディナー♡

写真に撮りきれないくらい沢山の品々に、一同感動。

これが一日目？！

という濃さを味わう夜でした。



☆２日目：2019.11.2６☆

Queen’s beach → カロコの森 → 星空観測＠マウナロア

気持ちいい朝日が昇る 2 日目の朝。

啓子さんのマナ呼吸でスタート。

ヒンヤリしたハワイ島の空気をカラダ中に吸い込

む。

長時間のフライトでゴリゴリしてそうなカラダな

のに不思議と肩甲骨がよく動く。カラダはなんて

正直！喜んでるカラダに連動して、心もほぐされ

ているのが分かる。

「なんでもオープンに受け入れるよ～」という空気感が、みんなの中に溢れている。

丁寧に自分の心とカラダと向き合う朝の時間の後は

ザ・ハワイアンブレックファースト パンケーキ☆彡

これでもかっ！

というくらいに

トッピングのフルーツ、

ジャム、シロップの

数々を用意してくれた

Rosy。

We enjoyed them

very much(*^-^*)



お腹が満たされた後は、啓子さん厳選のロコビーチへ。

明日のシュノーケリングのイメージングもかねて、今日は

プチシュノーケリング。

波があまり来ず、ちょうど池のようになったところなのに

水中にはトロピカルな魚がいっぱい！！岩場の餌をつつく

魚の様子を人間の私が見ている。同じ世界に生きてるのが

なんか不思議。

こんなに楽しい海

の世界を今まで見

ようとしてなかっ

たなんて・・・。

新しい世界との出会いに浸りながら海を満喫。

てくてく広場を抜けていくビーチまでの道のり。

午後からは、カロコの森へ。

ハワイ島コーディネーターのレオさんの案内の元

森を散策。

朝のドライなビーチとはうって変わって

森は湿気が満載。

← 元々は土の中にあ

ったのだけれど、削

られて根っこの部分

が外に出てきた樹。

大地の動きを感じる。



「何もなかった大地に何百年とか

けて植物が育った場所。もともと

ずっとこの地にあったシダやオヒ

アレフアの樹々と新たに育ってい

るジンジャー。古いものと新しい

ものとが共生して森を作ってるん

です」というレオさんの説明は、

森への愛がいっぱい。

そして、どちらかが生き残るのではなく、お互いが生きられ

るような世界が自然と創られていく、植物の生き方に

惚れ惚れ。自然はそのままの生き方で、私たち人間に大事な

ことを教えてくれてるんだろうな～ということを改めて ジンジャーの実

感じる時間。

朝の海からの森。

でもお腹一杯なのに、これだけでは終わらない！自然をがっつり満喫できるのが、ワハハマジカ

ルツアーの醍醐味。

本日のメインイベントは「マウナロアでの星空観測」

ハワイ島で星空観測といえば、マウナケア。なのですが、いま新しい天文台建設反対運動で、現

地住民の方々が集っているため、閉鎖中。もう一つのハワイ島の山であるマウナロアへ。

マウナロアは、世界一溶岩がある大地であり、世界一

大きな山。

写真のように、溶岩の中に造られた頂上までの一本道

をひたすら走る。

なだらかに見えるけれど、頂上は 4169ｍ。

日が暮れる様子を眺めながらの移動は

またしても、自然の壮大さを目の当たりにするひと時。



途中のサンセットポイントからのマウナケア。

日本では見ることができないであろうこの景色。

地球の中の、ハワイ島で、今ここに存在する。

まさに「地球」の営みを感じながら

私たちが生まれてきたであろう『源』の場所に

いる。

生まれるときに決めてきた

自分のその道をただただ進めばいい。

迷う必要もなく、悩むこともなく

正しい道もない。

ただ自分の信じる道があるだけ。

ほんまにシンプルや。

佇む大地からそんな温かいものがカラダに流れてくる。

富士山よりはるかに高い標高で、空気も薄く、今までに経験したことのない高さなはずなのに

まったく息苦しくない。むしろ不思議なくらいに心地よい感覚をみんなが感じている。

完全に陽が暮れる前に、ここでも啓子さんのチャンティングで

山と空とみんなが一つになっていく。

そしてそして・・・！！！

ついに

星空とごた～いめ～ん☆彡



もう、言葉はない。

たった 11 人の私たちの

目の前に広がる満天の星。

今この瞬間。

この場を共にする奇跡。

別々に生まれた命が

重なり合う時。

ただただ感謝しかなかっ

た。

みんながそれぞれに、大事な人に思いをはせていた時間だった気がする。

レオさんが持ってきてくださった望遠鏡で

木星や金星まで見せていただく。

しかも、星空がこんなにきれいに映る写真まで

とっていただいて、感激がとまらない。

宇宙の中にいる自分のちっぽけさを感じるとともに

絶大なる安心感を感じる。

こんなにも、ワンダフルでミラクルな時間をもたせてくれた啓子さん、スティーブ、

そして、レオさん。

ほんとにほんとにありがとう～！！



☆３日目：2019.11.2７☆

シュノーケリング ＠ホナウナウ → コーヒーファームバギーツアー @ BUDDHA’S CUP

幸せにもほどがある！！！

by 小梅ちゃん

な気分が朝から寝るまで続く毎日。

いかにもハワイアン♪

な、シュノーケリングのレンタルショップで

それぞれに準備を整え

ハワイ島の海でシュノーケリング！

啓子さんがセレクトしてくれたのは

「古代ハワイアンが大切にしていた聖地で

癒しのエネルギーが濃い」ホナウナウ。

今までの足がついていた場所とは違い、岩場の先は波打つ海。

ちょっとドキドキしながらも、バディーを組んでいざ海へ！

顔をつけると、すぐそこにサンゴ礁とトロピカルな魚の群れ！

数メートル先の底まではっきりと見え、波の満ち引きに揺られるように泳いでいる魚の動きを

時間を忘れて追いかける。

これが魚の住む、海の世界。楽しすぎる☆彡



存分に海を満喫した後は、コーヒーファームへ。

ハワイ島といえば、コナコーヒー♪

道中色んなところにコーヒーファームがある中、いかにも縁起のよさそうな満面の笑みの仏様が

パッケージの BUDDHA’S CAFE にて

レオさんによるコーヒーファームバギーツアー。

コーヒー豆だけが育っているのかと思いきや

ママキ茶、ナッツ、アボガド、柑橘類なども

ある。

高度の違う場所で、コーヒー豆と他の樹々が

一緒に育つことで、それぞれ違った味わいの

コーヒーができるのだそう。

実際テイスティングさせてもらったコーヒーは

ほんとに全然味が違う！

ここでもまた、「共生」のすばらしさを感じる。

一つ一つ手作業で出来上がるコーヒーやお茶は

ハワイ島の大地のエネルギーをそのまま頂いてるよう

だった。

ここで豆を乾かし一つずつ選別



バギーツアー隊とは別に「青い光」に

魅せられた小梅ちゃんと朝美ちゃんは、

「BLU ROOM」と呼ばれる

最新設備を体験に。

本来豆を育てるときに使われる

この「青い光」を浴びることで

人のカラダにも疲れをやわらげたり

心を癒したりできるのだという。

「後で合流ね～」と言いながら

バギーツアーが終わっても、なかなか

帰ってこない２人を待っている中

みんなの前に現れたときの 2 人の

スッキリした顔！！

「いったい何があったの～」との質問に「ただ寝てただけ」という。

そんな、未知との遭遇のような体験は、2 人にとってとても意味深いものになった様子。

いつもその時ドンピシャのタイミングで

その人に必要な体験をもたらしてくれる。

そんな旅を象徴する一コマだった。

絵にかいたように素敵なレオさん一家

海とは違ったハワイ島のエネルギーを存分に

味わった後

「サンセット縛り～(笑)」で

ゲストハウスへ。

サンセット、ちゃんと間に合ってる～！

Thank you for a perfect driving, Steve!

BUDDHA’S CUPのスタッフの方々と



夜は、Erin さんのハワイアンディナー！

今回も、存分に私たちの心とカラダを満たして

くれた品々でした。

お料理の説明聞くだけで美味しそう♪

この日の夜は、Erin さんのお料理にとどまらず

ハワイの文化や生き物を T シャツにデザインされてい

る Satya さんとも会えることに。

突然の連絡でバッチリ予定があうという、これまた

ハワイ島に愛されてる啓子さんの為せるワザ。

肌触りの良い生地に、それぞれ違ったエネルギーを

感じるデザインの数々。

不思議と 10 人それぞれが、自分にしっくりくるもの

を選んだ気がする。

Satya さんも一つ一つ丁寧にデザインの意味を

説明してくださり、みんな納得の様子。

←Satya さん交えてのディナー。

夜ご飯を食べながら、「明日はキラウエアへ行く」

と話す啓子さんに

「ぜひ、ペトログリフへ行って」

と伝える Satya さん。

「行こうと思ってたよ～」と答える啓子さんとの

会話は、このメッセージを伝えるためにSatyaさん

と会うことになってたの？？と思うほど。

「ペトログリフ」が描かれた T シャツを着て

明日は、いざキラウエアへ☆彡



☆４日目：2019.11.2８☆

プルナウベイクショップ→ プナルウブラックサンドビーチ → キラウエア火山・ペトログリフ

→ Thanks giving ディナー＠PONDS

本日も晴天なり！

で、ほんとに毎日がハワイ日和だった。

今日は、ハワイ島を半周して、キラウエア火山までドライブ。

途中、ハワイ島で一番おいしいといわれているプルナウベイク

ショップで、ハワイのドーナツ“マラサダ”を食す。

数少ないショッピングの機会とあって、みんな思い思いに

ハワイのお土産を買いあさる（笑）

自然の中にいるときは思わないけど、

やっぱり見ると欲しくなる！

そんな衝動にも正直に、その瞬間を存分に楽しむ♪

それが自然にできてしまうのが、この旅の醍醐味。

始めて食べるマサラダは

ドーナツなのに全然脂っこくな

く美味しかった。

色んなフレーバーがあって、バ

リエーションも豊富。

買ったらその場で食べるので、

写真を撮る間もなく、これまた

衝動のままにむさぼってしまい

ました(^^;)

お土産ゲット＆小腹も膨れてご満悦♡

キラウエアまでの途中、ランチの場所に寄ったのが、プナルウブラックサンドビーチ。

溶岩が砂になっていて、砂浜が黒い！裸足で歩くと、足の裏が吸い付けられるようにグラウンデ

ィングしていくのがわかる。またまた天然の岩盤浴で、

めちゃくちゃ気持ちいい。

ビーチに主のような、ウミガメ発見！！

「こんな風に脱力してたらええのよ～」

と、かなりのリラックスモードで、力の抜き方を

私たちに教えてくれてるようでした。



「溶岩の中にペリドットがあるかもよ？！」

とおしゃべりしながら何気なく砂を一掴みして、

手を広げてみたら・・・。

なんと！！

そこにはペリドットちゃん♡

ハワイの自然を通して教えてもらったことは沢山あるけど

このペリドットちゃんからは

「ほら、何の頑張りがなくても、必要なものはちゃんとベストのタイミングで

くるんだよ。だから心配せず、安心して楽しく毎日を過ごして」

と、実体験を通して教えてもらった。

「え～っ！！ そうなん？？」て頭で思ったけれど

「やっぱり、そうやんな」と心の奥では納得している自分がいて

今までの価値観が、ツルッと一瞬で剥けてしまった。

ほんまに、ほんまにハワイ島の自然てすごいわ～。

ますますリラックスして、いざ今日のメインイベント、キラウエア火山へ♪

海沿いの溶岩台地の合間を抜けて走るドライブは、見るとこすべてが絶景写真スポット。

スティーブが何度も車を停めてくれて、開放の雄たけび＆岩盤浴（笑）



2018 年５月に噴火したキラウエア火山は、今は鎮火し

ていてドロドロあふれ出す溶岩が見えることはありませ

んでした。それでも、蒸気は至る所から出てるし、

未だ噴火の名残は色んな場所で感じられ、ぼっこり空い

たクレーターを覗き込むのはなんだか不思議な感覚。

生きている地球を感じる時間。

火山の噴火を繰り返し、何世紀にもわたって作り上げら

れてきたこの大地の中、私たちが目指したのは、キラウエア火山の中にある「ペトログリフ」

そこは、古代ハワイアンの象形文字が書かれている場所。

だだっ広い溶岩台地で、「大体あっちの方向に進むのだろう」という、不確かな確信をもって

皆がそれぞれに歩を進める。

今と昔の時空が重なり合っているような

不思議な

空間。

思考は止まる。

無心。



ペトログリフの象形文字はこんな感じ。

← 穴を見てたこ焼きのジ

ェスチャーをするチャーミ

ングなチコちゃん（妻）に

「昔の人もここでタコ焼い

てたやろ～」

と古代の生活を蘇らせた

雅夫さん（夫）。

「最後まで歩ききれるかな？」

と心配していた、えっちゃんも無事にペトログリフまで

の道のりを往復できた。

自然と一つになると、不思議と力が満ちてくる。

きっといつだったかの時代。

みんなとはこの地で“オハナ”だったんだろうなと

思える感覚。

Satya さんのペトログリフデザインの T シャツ

を着て記念撮影☆彡（右側の写真）

存分に地球を感じ、しっかりとグラウンディングして、キラウエア火山を後にする。

夜は、今回の旅で唯一のレストランでの食事。

「感謝祭」のこの日のメインはターキー！

お店は地元の家族連れやカップルで満席。

現地の空気を感じながら、アメリカンな

ボリュームのお料理を堪能しました♪



☆５日目：2019.11.2９☆

マウナケア → ハプナビーチ → サンセット BBQ＠スペンサービーチ

１日１日を濃厚に過ごしているのに、それでもあっという間に最終日になってしまった。

この頃には、みんなすっかりハワイ島の大地と繋がっていて、それぞれが自分のペースで過ごし

ているのだけれど、なぜかとてもうまい具合に一つのまとまりになる。そんな空気感が漂う。

「必要なご縁はちゃんと整う」

ということの最後の出来事は、

Erin さんからキヨコさんへと繋が

っていったこと。キヨコさんは、

フラのダンサーで、マウナケアの

天文台建設の反対を示すための集

会に参加されている。普通であれ

ば一般の人は入れないその場所に、入らせていただきハワイの原住民の方

が毎日されているセレモニーに参加させていただいた。

出発時は晴天だったのに、マウナケアにつくと雨。今は雨の神様「ロノ」のシーズンらしく

「きっと歓迎されてますね」とお話ししてくださるキヨコさん。

古典フラを踊り、自然に敬意を払われている気持ちがとても伝わり「地球に生きている私たちが

必要以上に自然を壊してまでする必要があることがあるのだろうか」と考えてしまう。

ただただ「楽しい～♪」と過ごしてきた時間とはまた違った体験に、妙に神妙な気分になってし

まい、

残りの時間、心から楽しめるかな・・・ なんてことも思ってしまった。

け・れ・ど・・・

ハプナビーチで、押し寄せる波に波乗りさながらに何度もダイブしていると、神妙な気分が一瞬

で吹き飛んだ！波乗りめっちゃ楽しい(*´▽｀*)

（なんて単純）

でもそれくらい 生きるってシンプル

なんだと思った。

生きていたら、楽しいことも

あるし、時にはシリアスなこ

ともある。でもその気持ちを

ずっと持ち続ける必要もなく、

その場その場で全力で過ごせ

たら OK なんや～。って

またしても自然から教えていただいた。



太陽の陽ざしを目一杯浴びながら泳いだり、冬さながらに

防寒して星を見たり。

一日の中で、「こんなに温度差ある？！」という時間を過ごし

たハワイ島の最後は、スペンサービーチでの Erin さんによる

BBQ。

シーフードあり、お肉あり、カラフルな野菜料理ありで

最後の最後まで温かいおもてなしをしてくださった。

海に沈む夕日を見ながら、キヨコさんのフラも見せていただく

というおまけつき。

どの瞬間も忘れがたい時間だった。

みんなで記念撮影

夕陽からの星空。

陽が落ちると

空にはきれいなお月さま。

に連なって

土星・金星・木星も

夜空に光っているのが

肉眼で見える

ハワイの夜空。



BBQ のラストを飾ったのは、勤続 30 年！の雅夫さんとちこちゃんご夫妻のお祝いと

結婚 30 周年☆ のスティーブと啓子さんご夫妻へのサプライズケーキ。

Erin さんの

ウクレレと

ハスキーな

しびれる歌声で

歌って踊っての

宴となりました。

十分満喫してとっぷり陽も暮れた～。満足や～。

と思ったものの「まだ 7 時半やけどな」by 雅夫さん。

ぼちぼち帰り支度をし始めながら、Erin さんや現地に住まれてるからこその目線でハワイ島の魅

力を沢山伝えてくださったレオさん一家と惜しみながらお別れ。

「最後の夜か～」とゲストハウスへ帰る車に乗りこむと、

「Hot tub was fixed!」とスティーブが一言。

実はゲストハウスについていたジャグジーが初日から動かず、ことあるごとに水が温まるか試し

たり、なんとか、みんなが入れるようにと移動の合間にも大家さんとやり取りをしてくれていた

スティーブ。昨日の時点で、結局壊れていたことが分かり、「もう、しょうがないね」と、みん

なが手放した矢先に、入れるようになったと連絡

が来た模様。

帰ってから早速動かしてくれると

水もすぐ温かくなる（笑）♪

「余は、満足じゃ～」

と、それぞれにアルコール片手に 2 次会突入。

最後の最後まで存分に楽しませてくれて

ほんまにありがと～、ハワイ☆彡



☆６日目：2019.11.３０☆

コナ空港 → それぞれの新たな日常へ。

幸せにもほどがある～～～♡

by 小梅ちゃん

な朝は、最終日も変わらず続く。

一瞬たりとも帰りたいと思わなかったけど、

とうとう最終日。

今朝も朝焼けがきれいな空。名残惜しすぎるけど、まとめた荷物を車に積み込み空港へ。

最高に居心地のよかった

ゲストハウスありがとう。 ハワイ島をほぼ一周。

沢山走ってくれてありがとう。

「雨が降らなかったけど、虹が見られなかったね～」と話していたくらいほんとに毎日お天気で

有難かった。それでも最後に虹が見られたら、こんな感動的なラストはない！！

って、かすかに（いや、大いに？！）期待してたら、空港までの道すがら

「虹～～～」 と、小梅ちゃん絶叫！！

ほんまに虹～～～

出てくれました！

この旅を祝福し

新たな門出を祝ってくれている。

そしてまた帰っておいでねと

言ってくれてるような。

そんな虹でした。



1 人 1 人が、沢山自分と会話し、しっかり本音と繋がった 5 日間。

一旦ハワイを去るのは寂しいけれど、心は清々しい。

「めっちゃ楽しんだ～♪」というさっぱりした気持ち。

「もう、大丈夫」という、安心感と心地よさがカラダ中に満ちている。

一見バラバラに見えて、でもお互いを尊重し合いながら繋がっている。

みんなが「ちょうど心地よい」と思って過ごせて、いつの間にか「オハナ」になっていた。

そんな 10 人の在り方を象徴するかのように、帰りの行先も様々（笑）

雅夫さん・ちこちゃんご夫妻は

勤続 30 周年の休暇の続きでホノルルへ。

☆自由気ままにはしゃぐ女性陣を

温かく見守ってくださった雅夫さん。

この旅の最高のスパイスでした。

☆マダムな美貌なのに、目の付け所が面白くて

ユーモアセンスたっぷりの ちこちゃん。

朝美ちゃんは羽田経由で帰路。

☆自分自身の新たな発見があり

向きたて卵のような優しい表情の朝美ちゃん。

残り 5 人は関空へと旅立ちました。

☆みんなのことをよく見て、さっと必要な

言葉を届けてくれた小梅ちゃん。

☆初日からどんどん力が抜けて

すっかりハワイの人になってた えっちゃん。

☆自分の光と影をしっかり見つめて

益々生きた天使感満載の ららちゃん。

☆クールにでも温かく

皆を繋いでくれていた まきちゃん。

☆最初から最後まで自由気まま全開だった辻。



こんなにもワンダフルなハワイ島の旅をコーディネートしてくれた、啓子さんとスティーブ。

☆すべてのことに対してニュートラルで

それぞれの思いをリスペクトしてくれる。

最高のナビゲーター 啓子さん。

☆長距離運転にも関わらず

どんな時も一番に楽しんでた

スティーブ。

Thank you for teaching us

how to enjoy the Hawaii’s sea and ice cream time!

そして何よりも、「ただただありのまま」で大きく包み込んでくれたハワイ島！

Big MAHALO～☆彡

写真提供：ワハハマジカルツアー参加者のみなさま

2019 年 12 月 旅の記録 辻 優子



Special Message from Keiko Burkholder

Orginiser of Wahaha Magical Tour

ハワイ島の自然が

瞬時に参加のみなさんのエネルギーを

ありのままの状態に調整したのを見せていただき

改めてハワイ島のパワーに驚きました。

それは、みなさんの受け入れ力があったからだと思います。

今回の旅で、ご縁あるみなさんと共に

私も何度も「今この瞬間の至福」を感じました。

喜びのエネルギーは高波動です。

これからもワハハマジカルツアーで

喜びのエネルギー循環を続けていきたいと思います。

参加のみなさん、ご協力頂いたスタッフに

感謝の気持ちでいっぱいです。

ありがとうございました。


