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About 『Ke ‘Ano Aloha』
Ke ‘ Ano Aloha Hula Exhibition & Competitionは

『あなたの存在、それ自体がアロハ』をメインテーマに

フラを愛する皆さまの為に、湘南の地でエキシビジョン&コンペティションを開催

する運びとなりました。「aloha aku, aloha mai」愛をいただき、愛を返しま

しょう。「ALOHA」という言葉は私達ハワイアンがとても大切にしている精神で

す。この「aloha aku, aloha mai」暖かいスピリットをイベントのモットーと

し、コンペティションに出場する人、エキシビションに参加する人、応援・サ

ポートする人、観覧する人、全ての人一人ひとりがアロハ（愛情）にあふれ、技

術を高めあい、絆を深めあい、フラを通して人と人との繋がりが大きな輪になっ

ていくことを目標としています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、今まで経験したことのない、

窮屈で困難な状況が続いていますがこのイベントを通して、みなさんが輝く未来

に向かって大いに羽ばたく一助になることを祈念しています。
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☆ロゴデザイン
緑の葉の束に包まれた贈り物は、
プオロ（包み）と呼ばれます。
プオロはマカナ（ギフト）です。
このマカナには特別な4つのレイ
が包まれていて、ハワイからあ
なたへのアロハの贈り物を意味
しています。
このイベントを通して、大切な
ギフトとアロハを皆さんに与え、
共有することが出来ますように
と祈りを込めています。



開催概要
日 時 ：2022年12月4日（日）開場12:30開演13:00

開 場 ：藤沢市民会館 大ホール

主 催 ：Ke ‘Ano Aloha 実行委員会
コンペ対象：ケイキ部門・オピオ部門（ソロ及びグループ）

審 査 員：クム カヴァイカプオカラニ・ヒューエット

クム チンキー・マホエ

クム スコット・アウ

司 会 ：藤澤香苗

バ ン ド：Makua
古賀まみ奈・伊地知正憲・

岸本恭一・カヴェナマン

チケット ：全席指定3,000円
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審査員

Judge

Kumu
Kawaikapuokalani

Hewett

Kumu
Chinky Mahoe

Kumu
Scott Au



使用する音源・ハウスバンドについて
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古賀まみ奈 カヴェナ・マン

岸本恭一 伊地知正憲

コンペティション・エキジビジョンで使用する音源は

CD、またはハウスバンドの「MAKUA」の生演奏のどち

らかをお選びいただけます。

・カイ・ホイを含めて6分以内としてください。

・使用音源は10月31日までに提出していただきます。

・生演奏の場合はデモ音源の制作の都合上、10月10日までに

音源または曲のイメージを提出してください。

※生演奏でのカイ、ホイとメレを繋げる方法

a) 先生のご希望イメージをいただいて、バンドが繋ぎア

レンジをして制作する。

b) 既に繋いで編集したCDを提出いただき、それを元に

バンドが演奏します。



コンペティション参加条件
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※年齢は、大会開催日時点での年齢で計算してください。

※現状、エントリー上限は設けておりませんが、時間の関係で

予告なくエントリー終了とさせていただく場合がございます。

年齢 4歳～12歳 年齢 13歳～21歳

人数 1名 人数 1名

エントリー料金 25,000円 エントリー料金 25,000円

チケットノルマ 20枚 チケットノルマ 20枚

年齢 4歳～12歳 年齢 13歳～21歳

人数 3名から 人数 3名から

エントリー料金 1名 15,000円 エントリー料金 1名 15,000円

チケットノルマ 30枚 チケットノルマ 30枚

ケイキ部門ソロ 

ケイキ部門グループ

オピオ部門ソロ

オピオ部門グループ



エキシビション参加条件
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年齢 制限なし 年齢 制限なし

ケイキ ケイキ
オピオ オピオ
ワヒネ ワヒネ
クプナ クプナ
カネ カネ

コンバイン コンバイン

人数 3名から 人数 3名から

エントリー料金 50,000円 エントリー料金 50,000円

チケットノルマ 20枚 チケットノルマ 30枚

エキシビション　CD エキシビション　バンド生演奏

出演対象 出演対象



フラエリア
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※舞台前に1.8m間隔でポジションライトが置かれます。
センターが赤の点滅、そのあとは常時点灯のライトが
赤、緑の順に置かれます。

※舞台上はリノリウムシートなどは敷かず素舞台と

なります。

※フラエリアは1.8m間隔でラインが引かれます。

※フラエリアの後方は下手にハウスバンド台、上手に

植栽を装飾します。



コンペティション規定と審査
▶コンペティション規定

・競技の対象はソロ部門、グループ部門、ともにアウアナ1曲とします。

・演舞する曲はハワイ語の曲を選んでエントリーしてください。

・カイ（入場曲）、ホイ（退場曲）を必ず用意してください。

・演舞時間は、カイ・ホイを含めて6分以内で構成してください。

・髪や首に飾るレイはなるべく生花を用いて、衣装や髪型、レイなどの装飾及び

メイクは選択した曲にふさわしいものを選択してください。

▶審査方法・審査基準

・ハワイのクム2名（オンライン）、日本在住のハワイアンクム2名の合計4名により審査を行います。

・審査基準は、A.衣装 B.振付 C.曲の理解 D.基本動作 E.表現力 F.協調性などを総合で審査します。

・競技は演舞エリアにダンサーが足を踏み入れた時点からカウントされ、最後のダンサーが演舞エリア

から足が出た時点までとします。

・順位は4名の審査員の審査ポイントを集計して決定します。同点の場合には

ハワイクムのジャッジの判断に従い、順位を決定します。
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表彰
・コンペティション各部門1位〜3位を受賞とします。
（※エントリー数によって変更する可能性があります）

・エキシビション部門ではアロハの雰囲気を

最も表現しているハラウ1チームが
エキシビション最優秀賞を受賞とします。

・ソロ部門、グループ部門、エキシビション部門それぞれ

優勝者及び受賞者には優勝トロフィー及び入賞トロフィーまたは盾、

サーティフィケイト（賞状）を授与します。

・当日17:30から審査結果発表及び、表彰式を行います。(予定）

・審査結果の詳細は後日各出演者にご郵送させていただきます。
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受賞盾イメージ



コンペティション参加方法について
コンペティション参加申込には、下記提出物をFAXかE-Mailにてご送付、またはご郵送ください。

①参加申込書……………申込締切日：2022年9月30日（金）※定数に達し次第締め切ります。

②ファクトシート………提出締切日：2022年10月31日（月）

③主催者、出演者のお写真（プログラム掲載用）……………提出締切日：2022年10月31日（月）

※写真の解像度の高いものをご送付ください。

④音源

a）CDで踊られる場合は事務局へご郵送いただくか

音源データを hula@hawaiianfes.com までメール添付にて

お送りください。……………提出締切日：2022年10月31日（月）

b）ハウスバンドで踊られる場合には、カイ、ホイとメレを繋げるため

バンドリーダーの古賀まみ奈にご連絡ください。

・先生のご希望イメージをお伝えいただき、バンドがアレンジして作成する

・既にカイ、ホイ、メレを繋いだ音源をメール添付にて送っていただき

それを元にバンドがデモ音源を作成します。提出締切日………..2022年10月10日（月）

古賀まみ奈 kogamamina@gmail.com
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エキシビション参加方法について
エキシビション参加申込には、下記提出物をFAXかE-Mailにてご送付、またはご郵送ください。

①参加申込書……………申込締切日：2022年9月30日（金）※定数に達し次第締め切ります。

②主催者、出演者のお写真（プログラム掲載用）……………提出締切日：2022年10月31日（月）

※写真の解像度の高いものをご送付ください。

③音源

a）CDで踊られる場合は事務局へご郵送いただくか

音源データを hula@hawaiianfes.com までメール添付にて

お送りください。……………提出締切日：2022年10月31日（月）

b）ハウスバンドで踊られる場合には、バンドリーダーの古賀まみ奈にご連絡ください。

・誰のバージョンか

・CD通りで良いか

・可能であれば音源データをメールでお送りください。

提出締切日………..2022年10月10日（月）

古賀まみ奈 kogamamina@gmail.com
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お問い合わせ
Ke’ Ano Aloha 実行委員会

実行委員長

鳥山 親雄

クリエイティブコンセプト・共同プロデューサー

Kumu Anthony Kawenaulaokala Mann

会計事務

佐藤 拓也

＜制作・お問い合わせ＞

Ke ‘Ano Aloha 実行委員会
〒254-0031 神奈川県平塚市天沼9-87 株式会社イベント事業部内 担当：佐藤

TEL：0463-23-7097／FAX：0463-23-7269

E-Mail：sato@yonezawa-gakki.com

www.anoaloha.com
Ke ‘Ano Aloha Hula Exhibition & Competition Since 2022 Aloha Comes to Everyone
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