2019年4月吉日

カ フラ ホア事務局
横浜市西区浅間町1-11-1-1Ｆ
E-mail ： info@kahulahoa.com

「カ フラ ホア in NAGOYA」開催のご案内
いつも「カ フラ ホア in NAGOYA 」へご出演、ご来場頂きまして
誠にありがとうございます。
皆さまのお蔭をもちまして「カ フラ ホア in Nagoya」は今年、5回目の開催を迎えます。
この5年間で東海地区のお教室の先生、そして大変多くの生徒の皆さまとお目に掛かること
ができ、非常に嬉しく思っております。
皆さまからの温かなご声援とお力添えを頂き、「カ フラ ホア」は少しずつ成長している
ように感じています。今後は更に皆さまとの繋がりを濃いものにし、共に「カ フラ ホア」
を育てて頂きたいと願っております。
つきましては、5回目の開催を前に一度、皆さまと直接お話しするお時間を持たせて頂きた
いと思います。この機会に皆さまからのご意見やご要望をお聞かせ願いたく、懇親会を兼ね
茶話会を開催させて頂きます。たくさんの先生方にご出席頂けると幸いです。
皆さまにとって “ どのようなイベントが理想的なのか ” など、忌憚のないご意見をお聞か
せください。理想に少しでも近づくために頑張りたいと思います！

日時：2019年6月12日 16:00～
場所：名古屋市内

※後日、ご参加くださる方へご案内申し上げます。

※ご参加のお返事は、カ フラ ホア事務局へご連絡くださいませ。
また、今年の「出演要項」も、お目通し頂きまして是非、ご参加をご検討ください。
不明点やご質問がございましたらお気軽に事務局へご連絡ください。
※お申込み受付開始は、4月22日（月）お昼の12:00～となります。
楽しく想い出に残る一日を是非！ご一緒に楽しみましょう！
Mahalo Nui Loa,

「カ フラ ホア」に関する最新情報はFacebookにて配信しております。
様々なお知らせをいち早くお知らせしているツールですので、こちらを是非とも
ご利用くださいませ。 ※「カ フラ ホア」のWebサイトよりも早く情報を配信
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「カ フラ ホア in NAGOYA」
2019

ご出演要項
2019年9月7日(土)・8日(日) 開催

於：オアシス21 銀河の広場

「カ フラ ホア」でハワイと正しく繋がる…
2019年9月のフラアンバサダー

“Kumu Maka Herrod (マカ・ヘロッド) ”
クムのHula Workshop を開催！
その他、ハワイアンカルチャーのスペシャルワークショップも！
「オアシス21」のステージで心に残る感動体験を！
メリーモナークや様々な雑誌、コンペなどで
素晴らしい写真を撮り続けている有名プロカメラマンが
ステージでの皆さまを撮影！（当日の撮影代は無料）

有名フォトグラファー
Kuni Nakai
率いる
「Foto-808」
https://www.foto-808.com/

皆でKani Ka Pilaを楽しみましょう！
選りすぐりのショップが並ぶショッピングモールで
楽しいお買い物もお楽しみ頂けます！
～ 楽しい一日をお過ごしください ～

2019年4月22日 昼12:00よりお申込み受付開始
出演枠が規定数に達し次第、受付終了とさせて頂きます。
＜主催＞

カ フラ ホア事務局
中京テレビ事業（共催）

＜後援＞

ハワイ州観光局
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Ka Hula Hoa フラの仲間たち

出演要項

【開催概要】
■ イベント名

Ka Hula Hoa in Nagoya （カ フラ ホア イン 名古屋）

■ 開催日時

2019年9月7日（土） 9:30～20:00
9月8日（日） 9:30～18:30

※開催時間は予定

■ 開催場所

オアシス21 “銀河の広場”
愛知県名古屋市東区東桜1-11-1

■ 開催内容

フラ および タヒチアン ステージ
ハワイ関連ショップ・企業の出店
ハワイアンカルチャーのワークショップ 他

■ 入場料金

無料

■主

カ フラ ホア事務局

催

〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1-11-1-1F
E-mail ： info@kahulahoa.com
公式ウェブサイト ： http://kahulahoa.com/
Facebook ： https://www.facebook.com/kahulahoa

【 ご出演料金・出演時間について 】

ご出演お一人につき ￥3,000（税込）
・ 1エントリーにつき15名様以上にてお申込みください。
※ 15名様以下でもエントリー可能です。この場合は最低料金の￥45,000となります。
※ 出演人数をご申告頂き、そちらに基づき事務局にて「ご出演料の金額確認書」を
作成してお支払い金額をお知らせいたします。
※ お申込み後、人数の変更がおありの際は随時お知らせください。

・ ご人数により、出ハケを含めた以下の制限時間が持ち時間となります。
ご参加人数30名まで：12分間
ご参加人数51名以上：24分間

/

ご参加人数31～50名まで：18分間
* いずれも出ハケを含んだ時間です。

※持ち時間内の曲数の制限はありません。
※生バンドにて踊って頂くこともできます。詳細については別紙をご参照ください。
※生演奏にてご出演の場合、バンドのセッティング時間も上記時間内に含まれますので
ご了承ください。但し、バンド専用ステージを設けていますのでメインステージでの
セッティングと比べ、準備の時間の短縮が図れるようになっています。
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出演要項

【 出演申込みについて 】
・ ご出演のお申込み手順は以下の通りです。

1
Webに掲出のお申込みフォームのご利用
または 事務局指定の“出演申込書”にて
お申込みください（4月22日正午受付開始）。

締切り ： 出演枠が規定数に達し次第
※先着順の受付となります。

3
「ご出演料の金額確認書」を事務局より
ファクシミリ または メールにてお送りいた
しますので、確認書に記載の指定口座へ
期日までにお振込みください。

Web：http://kahulahoa.com/
お申込書送信先 ： 045-345-0375

2

事務局にて申込み受付け後、
「ご出演確定のご案内」 および
「エントリーシート、出演者名簿」を
お送りいたします。
「エントリーシート」へ曲目、出演人数など
の詳細、出演者名簿をご記入の上、指定
期日までに事務局へご返送ください。
※出演確定後のキャンセルはお受けできません

エントリー完了

※お振込完了後、ご出演人数が増加される
場合は1週間前までにお知らせください。

当日
ご家族やお友達をお誘い頂き、
ステージへのご出演やイベントを
お楽しみください！
Mahalo!!

イベント当日の1～2週間前頃までに
「当日のご案内」や「スケジュール」
などをお送りいたします。

4

お申込みを頂く前に以下をご一読頂き、ご理解くださった上でご応募ください。
・ お申込みは4月22日 昼12:00より先着順にて受付け、規定枠数に達した時点で受付終了と
なります。
・ お申込みは「カ フラ ホア」のWebサイトに掲出のお申込みフォーム または 事務局指定の
お申込用紙が必要となります。お電話（口頭）やＥメールなどではお受けしておりません。
・ お申込み後、ご出演をお受けしたハーラウ（グループ）へ「出演確定」のご案内をお送り
いたします。このご案内を以ってご出演確定 となります。
・ ご出演確定後、曲目・出演人数などを申請頂くエントリーシート、出演者名簿を期日まで
にご提出頂きます。
・ お申込み後、事務局より出演確定のご案内を申し上げた以降のキャンセルは不可となります。
やむを得ずキャンセルされる場合、取消料として出演最低金額￥45,000をお支払い頂きます。
・ ご出演料はエントリーシートにもとづき事務局が算出し、「出演料 金額確認書」にて
代表の方へお知らせいたします。その後、指定口座（三菱ＵＦＪ銀行）へお振込み頂きます。
Copyright (c) Ka Hula Hoa

All Rights Reserved.

2

Ka Hula Hoa フラの仲間たち

出演要項

【 ご出演について 】
■ ステージの大きさ ： 横幅10.8m × 奥行5.4m × 高さ1m (予定)
サブステージの大きさ ： 横幅10.8m × 奥行き3.6m (高さは会場床面と同じ)
※サブステージはメインステージ下、客席前のスペースに設置いたします。
出演人数が多い際にもご活用頂けます。ステージへ登る階段の設置等も可能です。
ご利用の際は予めお知らせください。
■ 当日の出演時間についてのご希望は先着順に2時間帯枠にて第3希望までお伺いいたし
ます。ピンポイントでの時間指定は承れませんので予めご了承ください。
但し、当日に開講される事務局主催のクム マカ・ヘロッドのフラ ワークショップへ
ご参加頂く場合は時間調整が必要なため、出演時間のご希望を承ることができます。
※1ハーラウにつき、ワークへのご参加が5名以上
■ 当日は出演時間の60分前に受付にて代表の方にチェックインして頂きます。
受付完了後、スタッフが楽屋へご案内いたします。
※大幅に遅刻された場合、進行の都合によりご出演頂けない場合もございます。
■ 楽屋は出演順にてご利用頂きます。出演後は約30分にて楽屋退室にご協力ください。
■ 音源はCDにてご用意ください。詳細は改めて「当日のご案内」にてお知らせします。
※ 1枚のCDにエントリー曲順にまとめて収録して下さい。
■ 当日はリハーサル時間はなく、バミリもできません。
また、出演前に練習をされるスペースの用意もありませんことをご了承ください。
※ステージ上には、1m間隔で印があります。
■ 衣装の早着替えをご希望の場合、必ず事前に事務局へお知らせください。
ステージ裏に更衣スペース（約4畳程度）を用意いたします。
※早着替えがある場合、1曲挟んで衣装替えなさるなど、ステージに間が
空かないよう演出してください。
■ 会場内には選りすぐりのハワイアンショップ 他が集合します。
この機会にショッピングも是非！お楽しみください。また、誰でもご参加頂ける
ステージ上でのカニ カ ピラや、フラをはじめとしたハワイアンカルチャーの
ワークショップ（有料）へもご参加頂き、カ フラ ホアでの一日をお楽しみください！
■ 会場のオアシス21には駐車場がありませんので、公共の交通機関をご利用ください。
■ イベント損害保険に加入いたしますので、イベント開催中の出演者、来場者の怪我 等
のアクシデントをカバーいたします。（物品の盗難・破損などは対象外）
■ 天災、人災などの不可抗力により開催が困難と判断される場合、主催者（カ フラ ホア
事務局）がイベントの中止 または 延期を決定します。
中止と判断された場合は必要経費を除いた出演料を返金いたします。
■ その他、当日の出演に関する詳細は、出演が確定されたハーラウ（グループ）へ
イベント開催日の1～2週間前にご案内いたします。
■ ご不明点やご質問は、お気軽に事務局までご連絡ください。

TEL ： 045-511-8418 （ 担当 ： 宮谷、亀井、香取）
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■「カ フラ ホア in Nagoya」のステージは是非！生演奏で♪
HulaとMele（歌）は双方がなければ成立しません…
Hulaが楽しく心地よいのは、音楽があり、演奏するミュージシャンがいるからこそ。
「カ フラ ホア in Nagoya」では、ダンサーの皆さまとミュージシャンの共演を通して
フラやハワイアンミュージックを愛する気持ちを分かち合って頂きたいと思います。
生演奏でフラを踊るのが当たり前の“ハワイ流”でフラを更にステップアップ♪
しっかりと音を聴いてメロディを感じて踊る…
同じテンポで安定したデジタル楽曲のCDでは味わうことのできない “ 踊り終えたあと
の達成感 ” は一つの経験値となります。演奏に耳を傾け、曲のテンポに合わせ自身に
集中することによって、CDにて人前で踊る緊張とはまた違った緊張感があり、それは
フラの技術向上にも繋がります。生演奏で踊る素晴らしさと達成感を味わうとこれまで
以上にフラが楽しいものと感じられるのではないでしょうか…
Hula とMele がなくてはならない存在のように、ダンサーとミュージシャンもお互いに
なくてはならない存在として繋がって欲しいと私たちは願っています。
お知り合いのミュージシャンにお声掛け頂き、ご一緒に自由な編成や演出を検討の上、
是非！カ フラ ホアのステージを盛り上げてください！

生演奏でのご出演は、注目度が上がります♪
※ メインステージとは別にミュージシャン専用のステージがありますので、ダンサーと
ミュージシャンはセパレートしてのびのびパフォーマンスを行うことができます。
※ 生演奏にてご出演の場合、演奏代等は直接、ミュージシャンとご相談ください。
事務局ではPA調整代として￥3,000のみ、お預かりさせて頂きます。
※ 事務局でもミュージシャンのご紹介を承れます。
なお、今回のカ フラ ホアのステージでは、生演奏体験としてミュージシャンの協力を
得て、両日先着5曲の演奏を無料にて提供いたします。これまで、ステージにて生演奏で
踊られることのなかった皆さまもこの機会にきっかけを作ってください。
（無料にて提供する演奏は各お教室1曲まで *既定の出演料は別途）
是非、生演奏で踊ることに挑戦してください！
お申込み、ご質問などはお気軽に事務局へご連絡くださいませ。
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