“フラを学ぶ上で大切なことは何か？”に気付く

「吉見 大介さんのフラソングの旅」
～ 2018 カウアイ島編 ～

2018年11月14日出発 ￥303,000～（6日間）
6日間 / 7日間 ※延泊可

皆さまを迎えてくれる空港の歓迎サイン

毎回大好評！観る人を惹きつけるフラを習得するための気付きのハワイ旅
を
点
視 て
今回は“カヒリ”を用いたフラを学びます。カヒリとはハワイ王朝時代に王族や高貴な位の人々
変え ！
弾
の象徴とされた鳥の羽を使った棒状の飾りです。カヒリやレイフル制作を代々受け継いでいる
3
第 ツアー募集人数
: 限定20名様（最少催行人数15名様）
メレさん指導でカヒリを作るワークショップも事前に日本国内にて提供いたします（有料）。
是非、ご参加ください。※横浜、名古屋にて開催

カヒリ制作指導のメレさん

Hula Workshop

課題曲とクム
Hula Work①：Kumu Cristy La`amea Almeida 「Kahili Na`i」By Blaine Kamalani Kia
カウアイと同じく穏やかな雰囲気を持つクム ラアメア。慈愛に満ちたその性格は出会う
人々を優しく包み込みます。フラを通じ、大切に思うハワイ文化を未来に繋ぐことを使命
としています。今回は特別にカヒリを使ったフラを丁寧に指導してくださいます。

クム ラアメア

Hula Work②：Kumu Maka Herrod 「Anahola」Traditional
とてもお茶目な性格で一緒にいるだけで楽しく、笑いの絶えない優しいクム。
フラのレッスンは楽しくも真剣に指導してくださるので、メリハリのあるレッスンは
あっという間に時間が過ぎてしまいます。曲の舞台となるAnaholaに在住。
クム マカ

Special!! ワイキキのステージ（フラガール フェスティバル）にて、ホーイケがあります。

このツアーでは、曲の意味や背景を理解することにフォーカスし、“フラを学ぶ上で大切なことは何か？”に気付き、体感することを
目的としています。今回のテーマはカウアイ島。馴染みのあるオアフ島とは全く違った風景の島です。
今回フォーカスする曲はカウアイの美しい風景と王族を称えた、メロディの美しい「カヒリ ナイ」。そして島の北東に位置する美
しい砂浜とエメラルドグリーンの海が広がる「アナホラ」。
ご案内はフラ・ダンサーのバイブル的雑誌「フラレア」でもお馴染みであり、多くのフラダンサー必携の辞書となった「たくさんの
メレから集めた言葉たち」や「メレ旅」の著者、フラ ナビゲーターである吉見 大介さん。現地にて曲の意味や様々なレクチャーを
してくださいます。その上でカウアイの景色や風など、様々なことを実際に目で見て肌で感じ、そして想像してください。
しっかりと感じたところでクムフラからその曲のフラを学ぶと言う内容です。クムの通訳は、もちろん大介さん。
ツアーは、Huaka`i（ショートトリップ）、フラ ワークショップ（2曲）、皆さんと大介さん、そしてカウアイのクムとの交流を大切
にしたパーティなどで構成されています。
お問合せは…

《 企画・立案 》

カ フラ ホア事務局

《 ツアー主催 》

080-2113-2553
《 協力 》

または

045-511-8418
KALAUA`E
JAPAN CO.

ワイキキを離れて違う表情のハワイ カウアイ島を訪れてください…
静寂の中で静かに陽が昇り、大地を明るく輝かせる瞬間は心に焼付けて頂きたい風景です…
やがて鳥のさえずりが聞こえてくると美しいカウアイでの一日が始まります。

North Shore「Hale‘iwa Hotel」

Ka Hula Hoa Membership 特典

メンバーの方は、ツアー代金 ￥5,000 割引き！

当ツアーのお申込み締切り：2018年9月13日

アナホラ ビーチ パーク

今回のツアーでは、
ワイキキのステージにて
ホーイケも！
A/B
５泊

C/D

◆ 旅行期間

夜 羽田発

C
D

＜日付変更線通過＞
11/14

朝 ホノルル着 / 入国手続き後、乗り継ぎ
午後 ホノルル経由

リフエ（カウアイ島）着

※ホノルルの空港にてスタッフがお出迎え後、カウアイへご案内します。
シャトルバスにてホテルへ ～ 自由行動
朝
11/15
Huaka`i
＆
Party

11/16
Hula Workshop

ホテル帰着

夜

クム ＆ 大介さんと楽しむ懇親会パーティ

午前

Hula Work①「Kahili Na`i」

午後

Hula Work②「Anahola」

Hō`ike
11/18

リフエ泊

ワークショップ終了後 ～ シャトルバスにて空港へ
夕方 リフエ発

ホノルル着

着後、シャトルバスにてホテルへ ～ 自由行動
11/17

リフエ泊

大介さんと共にフアカイへ
「Anahola」の舞台となるエメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる
「Kahili Na`i」にもうたわれている王族ゆかりの地を訪ね
ビーチパーク、
ます。行く先々でカウアイの美しい風景を心に刻んでください。

夕方

午前 ～ 午後

レッスン終了後に記念撮影

気持よい緑の中でレクチャー

※7日間以上の延長も可能（別途お見積り）

A 2018年11月14日（水）～ 11月20日（火） 5泊7日
B ＜ツアー代金に含まれるもの Huaka`i / Hula Work2回 / Hō`ike / Party＞

スケジュール

4泊

カウアイではオンザビーチの
リゾートホテルに滞在

ホノルル泊

自由行動

夕方

フラガール フェスティバルのステージにてホーイケ

終日

自由行動
ショッピングやオプショナルツアーをお楽しみください
ホノルル泊

2018年11月14日（水）～ 11月19日（月） 4泊6日
＜ツアー代金に含まれるもの Huaka`i / Hula Work2回 / Hō`ike / Party＞

◆ 旅行代金（羽田発・成田帰着 / 大人おひとり様 / 2・3名1室利用）

A 321,000円、B 314,000円、
C 308,000円、D 303,000円

※一人部屋追加代金
A ￥64,500、B ￥57,000、C ￥51,000、D ￥46,000
※別途費用：国内空港使用料、現地空港諸税、燃油特別付加運賃

◆ 利用予定ホテル：Kaua`i：カウアイ ビーチ リゾート
A・C シェラトン プリンセスカイウラニ
B・D オハナ ワイキキ マリア バイ アウトリガー

ホノルル泊

ホテルチェックアウト ～ 空港へ
11/19

11/18

午後

ホノルル発
＜日付変更線通過＞

11/20

11/19

午後 ～ 夕方

成田着

※事情により、内容や日程が変更となることもございます。予めご了承ください。

Kauai Beach Resort

Sheraton Princess Kaiulani

OHANA Waikiki Malia

◆ 利用予定航空会社：ハワイアン航空
◆ 発着空港：出発 羽田空港 / 帰着 成田空港
※その他発着地（札幌、名古屋、大阪、福岡など）をご希望の際は
ご相談ください。

吉見 大介（よしみ だいすけ）プロフィール

1991年よりハワイ在住。ハワイ大学卒業。文筆家、フラナビゲーター、ハワイ州観光局カルチュラル・コミッティー・
メンバー。フラ、ハワイ音楽に傾倒するハワイ・スペシャリストとしてハワイを拠点に執筆・コーディネート活動を行う。
ハワイのクムフラやミュージシャンとの親交も幅広く、フラ・ダンサーとしてメリー・モナーク、キング・カメハメハ等の
大会出場経験あり。近年、フラ・ダンサーを対象として日本での講演・セミナー活動に力を入れている。

https://www.facebook.com/NuiDaisuke
●ご案内とご注意

この旅行は、カ フラ ホア事務局（㈱ Respect the Hawaiian Culture）が立案・企画し、㈱ DeNAトラベルが主催する募集型企画旅行であり、ご参加のお客様は
㈱ DeNAトラベルと募集型企画旅行契約を締結することとなります。最少催行人員：15 名様、食事：昼 1 回 / 夜 1 回。同行者：ホノルルの空港よりカ フラ ホ
ア事務局スタッフが同行いたします。ホテル・お部屋：原則として 2 人部屋を利用します。お部屋タイプはベッドが 2 台のツインベッドルーム もしくは大型ベッ
ド 1 台のいずれかになります。3 名様にて一部屋をご利用の場合（但し、手配可能なホテルの場合）、2 人部屋に簡易ベッドを入れご利用頂くため手狭になります。1 名
様にてお部屋をご利用の場合、一人部屋追加代金が必要となります。お部屋のタイプによりバスタブが無く、シャワーのみとなることもございます。お部屋から
の眺望はご指定頂けません。お部屋の備品としてスリッパ、歯ブラシ等のご用意が無いことが殆どですので日本からご用意頂くことをおすすめいたします。飛行
機について：この旅行では、エコノミークラスを利用します。ご同行の方とお隣同士の座席にならない場合がございます。お座席の事前リクエストはお受けでき
ませんのでチェックイン時にご確認ください。委託手荷物や機内持ち込み荷物への大きさ・重量の制限がございます。ご出発前にご確認ください。パスポート・
VISA（査証）：パスポートの残存期間（帰国時まで有効なもの ※入国時 90 日以上が望ましい）をご確認ください。ハワイへの渡航に際し 90 日以内は査証不要ですが、
ESTA 渡航認証が必要です。海外旅行保険：ご旅行中の病気や事故、盗難に備え、また、より安心なご旅行のために海外旅行保険へのご加入をおすすめします。

