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ALOHA RISE
Fasion Show

ハワイアンマーケットの各ショップか
ら選りすぐったファッションを、フラ
ダンサーが着てお披露目します。

IWAO yamaguchi
LIVE SHOW（28 日のみ）

山口 岩男 1963 年生まれ。
ロック、ジャズ、ボサノバなど、あらゆ
るジャンルの曲をウクレレやギターで表
現するアーティスト。フラの大御所サン
ディのバンドメンバーでもあり、現在ま
でに共演したミュージシャンは、ジェイ
ク・シマブクロ、ソニー・リム、コニシキ、
ハーブ・オータなど多数。ハワイのミュー
ジックシーンでもその名を知られる。
第１回の ALOHA RISE から全て出演し
ているレギュラーアーティスト。

ワン コイン・フォトブース
ハワイのビーチをバックに
ウエディングドレスを着て
はぃポーズ！・パシャッ！

簡単に着ることができるウエディング
ドレスを数種類ご用意。高山 求 撮影
のハワイの美しいビーチをバックに楽
しい仮装写真を撮りましょう。
※会期中は随時受け付け。

写真家
高山 求
ハワイを撮り続けて１５年。
ALOHA RISE のビジュアルや映像を企
画・制作しています。会場では２０１８
年版のオリジナル・ハワイカレンダー
を直筆サイン入りで販売します。

28日夕方より
キャンドルナイト

動物達は大切な家
族、そして友達。
しっぽたちの幸せ
な笑顔の為に啓蒙
活動や里親さんに
繋ぐお手伝いをし
ています。

《10 月 28 日・土曜日》エスパルス スクエア・オープン 10:00・クローズ 20:00
出演時間

ステージ内容（出演グループ）

10:45〜

OPENING

11:00〜

Mauloa Hula Studio マウロア フラスタジオ／浅井 里美 先生 《沼津市より》

11:35〜

Awapuhi Hula アワプヒ フラ／山下 直美 先生 《浜松市より》

12:10〜

Laule a Hula Studio ラウレア フラスタジオ／加藤 景子 先生 《富士宮市より》

12:40〜

ALOHA RISE ファッションショー（ご協力 アワプヒ フラ）

13:00〜

エフエムしみず・マリンパル 76.3 LIVE 放送

13:30〜

IWAO Yamaguchi ライヴステージ

14:05〜

Hau oli Hula Studio Mishima Hālau ハウオリ フラスタジオ 三島ハラウ／内田 聖海 先生《三島市より》

14:35〜

Kaimana school of Hula カイマナ スクール オブ フラ／谷 暁美 先生 《浜松市より》

15:05〜

Hālau Hula O Nawahine ハーラウ フラ オ ナヴァヒネ 静岡富士校／岩崎 綾子 先生《富士市より》

15:45〜

Solo Hula Show 各ハラウ代表者による ソロ フラ ショー

16:15〜

IWAO Yamaguchi ライヴステージ

17:05〜

ハワイの大自然からの贈り物 ／ 高山 裕子 〜 しっぽのみかた

17:35〜

Hui O Mapuana s Hula Nani s フイ オ マプアナス フラ ナニズ／ マプアナ 風間 みや子 先生《静岡市》

18:05〜

Hawaiian Culture A-studio by Ā koakoa ハワイアンカルチャー エースタジオ バイ アコアコア／松永 亜子 先生《静岡市》

18:35〜

Shizuoka Aloha Mālielani Hālau 静岡 アロハ マリエラニ ハーラウ／岩瀬 真理子 先生 《静岡市》

19:05

FINALE フィナーレ

《10 月 29 日・日曜日》エスパルス スクエア・オープン 10:00・クローズ 20:00
出演時間

ステージ内容（出演グループ）

10:45〜

OPENING

11:00〜

Hui O Mapuana s Hula Nanis フイ オ マプアナス フラ ナニズ／ マプアナ 風間 みや子 先生《静岡市》

11:35〜

Hula Hālau Kahula O Hawai i フラ ハーラウ カ フラ オ ハワイ／ 窪川 京子 先生《浜松市より》

12:05〜

ALOHA RISE ファッションショー（ご協力 フイ オ マプアナス フラ ナニズ）

12:20〜

Nā Lehua ナー レフア／牛島 一江 先生 《浜松市・磐田市より》

12:50〜

Hoaloha Hula Studio Numazu ホアロハ フラスタジオ沼津／石橋 成美 先生 《沼津市より》

13:25〜

Hālau Nā Leo Ānela ハーラウ ナーレオ アネラ／橋口 恵子 先生《名古屋市より》

14:00〜

Hula Studio Rainbow Falls フラスタジオ レインボーフォールズ／臼井 けい子 先生 《磐田市より》

14:35〜

Anne Mauna Fuji Hula Studio アン マウナ フジ フラスタジオ／大林 厚子 先生 《静岡市》

15:10〜

Lei Hula Studio レイ フラスタジオ／澤田 麻美子 先生《名古屋市より》

15:45〜

Arenui TAHITI アレヌイタヒチ／岡村 真希 先生 《藤枝市より》

16:15〜

ハワイの大自然からの贈り物 ／ 高山 裕子

16:40〜

History of Hula Show フラの歴史ショー（ご協力：ポーマイカイ 平井 先生）

17:15〜

Solo Hula Show 各ハラウ代表者による ソロ フラ ショー

17:50〜

Pomaika i ポーマイカイ／ ポーマイカイ 平井 先生《浦安市より》

18:20〜

TEAM BLENDA (Aloha Iaorana Studio) チーム ブレンダ／ブレンダ 池谷 先生《浜松市より》

19:00

GRAND FINALE グランドフィナーレ

SPECIAL STAGE

高山 裕子「ハワイの大自然からの贈り物」
（29日のみ）
Pomaika i「フラの歴史ショー」

★ ハワイウォーター（ウォーターサーバー）
★ Hawaiian Shop KuKui （フラ用品・ハワイアン雑貨）
★ パンドール（フラ用品・ハワイアン雑貨）
★ ムティアラ （リゾートウェア・T シャツ・雑貨）
★ ヒットアイランド （リゾートウェア・雑貨）
★ MuuMuu Mama（フラ用品）
★ RiL. to D （カジュアルウェア・雑貨）
★ フラ ピクシー （フラウェア・ハワイアン雑貨）
★ LINO MAKANI （高山 求 ギャラリー・オリジナルグッズ）
★ Masa s Malasada（マラサダ・ナチョス・コナコーヒー）

