MUSIC BLUE 高松フラストリート2015
Dancer Prof ile
たっきー

フラ ハーラウ オ アケウ
4才から100才まで、幅広い層が集まる
スタジオです。大切なのはアロハの心です。
年１回の発表会と毎月老人ホームの訪問。
和気あいあいとフラのレッスンを楽しんで
います。

ハラウ ポーハイ アーラ アカハイ
ハワイ島カナカオレ一 族であるクム・タンガ
ローを師に持ちWaika Unuを主催するクム・
ニコール クヴァル・アナカレアに師事。8世代
に渡り受けついで来ているハワイアンフラを
基礎をしっかり、アロハの心を大切に初心者
から上級クラスの踊りをレッスンしています。

ハウオリーズ・マサコアケタ・
フラスタジオ
プメハナ フラ オリタヒチ スタジオ
私たちは高 松 市 中 新 町でフラとオリタヒチのス
クールをしております、
プメハナフラオリタヒチスタ
ジオです。踊っているみんなもそして観ている皆様
にも楽しんで頂けるよう、一生懸命頑張りますので
ぜひお越しください。
http://wwwc.pikara.ne.jp/kishi/

NHKカルチャー
カレイレフア フラ ネットワーク

5回目の今回は、ハワイの「海・山・花」をイメージして、各会場に名前がつきました！

丸亀町壱番街前ドーム広場 : カイマナヒラ(山)

新生銀行前 : プルメリア（花）

丸亀町グリーン けやき広場 : ワイキキビーチ（海）

11:00〜11:30
フラ ハーラウ オ アケウ

11:30〜12:00
フラスタジオ メレアロハ ホクラニ

フラスタジオ

香川県高松市今里町にある、
たっきー
フラスタジオ フイ・フラ・オ・レフアです！
ハワイのフラ、マオリ、サモア、
オリタヒチ
などのポリネシアンダンスやグアム、チャ
モロダンスなど南国の明るく陽気な踊りが
大好きなメンバーです♡これからよろしく
お願いいたします！
http://m.facebook.com/hui.hula.o.lehua

タイムスケジュール

当フラスタジオは、岡山県を拠点に中四国・
関西・九州・沖縄に教室があります。私達は
Hulaを通じて、ハワイの自然とアロハスピ
リットを学んでいます。今年も50名のダン
サーが幸せ溢れるHulaをお届けします。
皆さん一緒に楽しみましょう。
http://www.aketa-hula.com

いつも大変お世話になります。
今年もよろしくお願い致します。

11:40〜12:10
ハウオリーズ・マサコアケタ・フラスタジオ

12:10〜12:40
MUSIC & TALK ほにゃら
「フラの所作が表現する意味」
と
「以外と知られていないハワイ &
ハワイアンソングの歴史」

12:20〜12:50
Mikilelians (MUSIC)

12:20〜12:50
プメハナ フラ オリタヒチ スタジオ

12:50〜13:20
ナニアロハ ハーラウ アオ フラ

13:00〜13:30
NHK カルチャー カレイレフア フラ ネットワーク

13:00〜13:30
フラスタジオ メレアロハ ホクラニ

13:30〜14:00
ハラウ ポーハイ アーラ アカハイ

13:40〜14:10
ハウオリーズ・マサコアケタ・フラスタジオ

13:40〜14:10
わけべのりこフラスタジオ with
ほにゃら

14:10〜14:40
NHK カルチャー カレイレフア フラ ネットワーク

14:20〜14:50
山田 john 泰介 (MUSIC)

14:20〜14:50
たっきー フラスタジオ with
オハナ・オ・レフア アローハ

14:50〜15:20
クッキー フラスタジオ

15:00〜15:30
フラスタジオ メレアロハ ホクラニ

15:00〜15:30
ハラウ ポーハイ アーラ アカハイ

15:30〜16:00
ハウオリーズ・マサコアケタ・フラスタジオ

15:40〜16:10
Bobby YABE (MUSIC)

15:40〜16:10
NHK カルチャー カレイレフア フラ ネットワーク

16:10〜16:40
たっきー フラスタジオ with
オハナ・オ・レフア アローハ

16:20〜16:50
ハラウ ポーハイ アーラ アカハイ

16:20〜16:50
クッキーフラスタジオ

ナニアロハ ハーラウ アオ フラ

フラスタジオ
メレアロハ ホクラニ

私たちは、高松を中心に森・ノエラニ・タカエ先生
の指導の下、
フラを楽しく学んでいるグループ
です。先生はハワイのポリネシア文化センターで
通訳・ガイドとして勤務した経験もあり、
フラだけ
ではなく、
ハワイの歴史や文化のことも、
みんなで
楽しく学んでいます。
http://nanialoha.com

私たちは公民館活動を基本として地域に
根付いた活動を展開しています。みんなで
仲良く楽しいフラを楽しんでいるチームです。
仲間と一緒に踊るフラ、
そこに広がるアロハ
の心。そしてハワイの風フラと出合い幸せ
一杯の私たちです。

17:00頃〜 フラシスターズ

多くのダンサーが連なり丸亀町の中国銀行付近から壱番街前ドーム広場を
目指し練り歩くパレード
「フラシスターズ」。通りはまるで花々が咲いたような美しさ！
パフォーマンス & カラフルな衣装、そして笑顔があふれます。お見逃しなく！
＊当日変更になる可能性もございます。

会場案内図
▲高松駅

クッキー フラスタジオ

香川、徳島、愛媛で教室を開いている、
わけべのりこ
フラスタジオです。県内外3カ所で開催した発表会、
ハワイ・横浜での阿波フラ披露などイベントが盛りだく
さん。楽しさがもっと広がるよう、笑顔で踊ります。
http://www.laia-hawaii.com

Aloha！Live well,Laugh often,Love
muchがモットーのクッキーフラスタジオ
です。設立9年、県内10教室で楽しく
レッスン中です。今年もよろしく
！(＾‐＾)

山田john泰介

オハナ・オ・レフア アローハ

四国新聞カルチャーウクレレ教室で、
岡山
ハワイアンクラブの奥田氏、東島両氏に
ハワイアンウクレレ＆ソングを師事。2000
年頃からハワイアンソングを唄い始め、
2004年Hawai ian vocal duo KAI 結成。

高松を中心に活動しているウクレレバンド。
ハワイアンだけでなく色々な音楽に挑戦
しつつ、ゆるりゆるりと活動範囲を広げ
てます。今年のフラストリートも皆さんに、
笑顔と元気をお届けします。

ハワイアンジャズスタイルとしてハワイの
伝統と爽やかな風をロマンチックに伝え
聴く人を癒してくれる。現在、
東京の四ツ谷
でライブハウスボビーズで演 奏 活 動を
続けている。Aloha!!

マツモトシェーブアイスバンドのウクレレ
コーラス、カオルアのギターコーラスを
担当。2015年、
フラとの一体感を大切に
するソロ活動を開始。サイドボーカルで
鍛えた優しい歌声のハワイアンを届ける。

2010年夏に結成したフラ＆ハワイアン
バンド。ハワイ島の赤い花レフアの仲間と
いう意味で、歌って踊ってギャグでスベる
楽しいライブをお届けします。一緒に楽しく
歌って踊りましょう
！

丸亀町グリーンけやき広場

新生銀行前

フェ リ ー 通 り

中国銀行

丸亀町商店街

Bobby YABE

フラシスターズ
（パレード区間）

P 町営駐車場

スターバックス
コーヒー
Mikilelians

P 町営駐車場

片原町商店街

兵庫町商店街

高松市美術館

ほにゃら

高松三越

丸亀町壱番街前ドーム広場

中央通り

Musician Prof ile

高松中央
郵便局

コ トデン
片原町駅

わけべのりこフラスタジオ

交通アクセス
●鉄道で
JR高松駅から徒歩約15分
ことでん片原町駅から徒歩約5分

●航路で
高松港フェリー乗り場から徒歩約15分

●お車で
高知→高松西IC./1時間45分
高松自動車道高松西IC.から車で約20分
松山→高松西IC./2時間10分
高松自動車道高松西IC.から車で約20分
徳島→高松西IC./1時間10分
高松自動車道高松西IC.から車で約20分

▼南新町商店街

■ イベント参加についての注意事項（必ずお読みください）
会場の内外で発生した事故、盗難などについて、主催者は一切責任を負いません。各自荷物等の保管、移動中の交通事故には十分ご注意ください。特に小さいお子様づれの方は保護者が責任をもってご参加ください。

