2ND NĀ HULA HIEHIE COMPETITION & HŌʻIKE

開催概要
【イベント名】 2ND NĀ HULA HIEHIE COMPETITION & HŌʻIKE
【開催日程】 202１年 5 月 1 日(土)大阪
202１年 5 月 3 日(月)神奈川
【開催場所】 【大阪】
【神奈川】

練習日 ４月３０日（金）
練習日 ５月２日（日）

吹田市泉町 2 丁目 29 番 1 号 吹田市文化会館メイシアター

茅ヶ崎市茅ヶ崎 1-11-1 茅ヶ崎市民文化会館 大ホール

【チケット代金】 \7,700(税込)
【大会アドバイザー】 カワイカプオカラニ・ヒューエット
【審査員】 クムフラ レイ アロハ アミナ、クムフラ メリア ローベンスタイン、クムフラ レイモミホー
※コロナの影響により変更する場合がございますので、ご了承頂けます様お願いいたします。
【主

催】 カイラニインターナショナル合同会社

【大会趣旨】
ハワイアン達が古くから守り、伝えられてきた伝統的なフラダンスを、私達日本人のフラ愛好者達も 優雅で
上品で 気品あるフラを踊り続け、後世に伝え、更なるフラダンス愛好者を増やし恒久的なフラダンス普及を
目的としています。大会名にもありますが、フラとはエレガント（ヒエヒエ）で、優雅で上品で気品がある踊りです。
様々な曲、 衣装がありますが独創的な振付、曲であっても、明るい元気な子供らしい曲であっても、優雅で
あり上品なフラを伝えていきたい。
明るい曲、楽しい曲もお待ちしております。
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コンペティションカテゴリー

2020 年延期の為、年齢基準は 2020 年の年齢でも可能です。
<ソロ>
・KAIKAMAHINE 12 歳まで

・ŌPIO WAHINE 13～19 歳まで

・WAHINE 20～34 歳まで

・MAKUAHINE 35～45 歳まで

・KUPUNA 46 歳～
<グループ>
・KAIKAMAHINE 12 歳まで

・ŌPIO WAHINE 13～19 歳まで

・WAHINE 20～34 歳まで

・MAKUAHINE 35～45 歳まで

・KUPUNA 46 歳～
ホイケ(エキシビジョン)
生バンドでフラをご披露いただきます。
お好きな曲、お衣裳でご参加くだい。
希望によりＣＤ演奏でも可能です。

【参加資格】 大会趣旨を理解している全てのハラウまたはグループ。
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【コンペティションについて】
<練習日> 4/30(金)大阪、5/2（土）神奈川を練習日といたします。
大会当日に練習時間は予定しておりません。
※練習の時間や詳細については、別途お知らせいたします。
<演技時間> 各グループ 1 曲

６ 分以内 カイ・ホイ有り・無しに関わらず

（カイ・ホイは点数に関係ございません）
<応募曲数> グループのみ 1 カテゴリーにつき１エントリーとさせていただきます。
<出演者数> １曲につき

3 名以上

※楽屋への同行者（ヘア・メイクスタッフなど）は、コロナ感染拡大防止の為 1 グループ 2 名
とさせていただきます。男性の同行者はご連絡下さい。
<音

源> CD

<衣装など> 特に規定はございません。
<表

彰> 下記項目の表彰を予定しております。
全カテゴリー１位～３位の表彰と、ご出場者全ての中から
審査員特別賞（ULU MA HIEHIE AWARD / ULU WEHIWEHI AWARD)

特別賞/ULU MA HIEHIE – 参加者たちが、身にまとうドレスをエレガントに着こなしているか、
そのドレスは他に類のない独特な思いと工夫が施されている物なのかが評価されます。

特別賞/ULU WEHIWEHI - 身に着けているレイやクペエ、ジュエリーなどの上品さ・優雅さ・
独創性に焦点をあわせ採点いたします。

【ホイケについて】
<演技時間> 各グループ 1 曲
<音

６分以内 カイ・ホイ有り・無しに関わらず

源> ハウスバンド ナーレイによる生演奏（生バンドの費用はかかりません）。

※コンペティション終了後の出演となります。
※楽曲が他の申込団体と重なった場合はエントリーが先の方を優先させていただきます。
※コンペティション部門参加団体も申込可能です。
※楽屋への同行者（ヘア・メイクスタッフなど）は、コロナ感染拡大防止の為 1 グループ 2 名
とさせていただきます。男性の同行者はご連絡下さい。
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※キャンセルについて
お振込み後のご返金はお受け致しかねますので、ご了承ください。
ジャッジが変更になった場合でもキャンセル、ご返金はお受け致しかねます。

【参加費用】 ※チケット１枚\7,700（税込）
<コンペティション> 1 エントリー毎（ソロ）（グループ）共に

エントリーフィー

ソロ

グループ

ソロ、グループ共に

チケット販売協力

チケット販売協力

KAIKAMAHINE

30,000 円

２０枚

４０枚

ŌPIO WAHINE

30,000 円

２０枚

４０枚

WAHINE

50,000 円

２０枚

４０枚

MAKUAHINE

50,000 円

２０枚

４０枚

KUPUNA

50,000 円

２０枚

４０枚

<必要書類> ①大会申込書 3 枚（弊社ホームページよりダウンロードしてご使用下さい）
②出場者リスト（コンペティションの部のみ）
（弊社ホームページよりダウンロードしてご使用下さい）
③英文の歌詞
④チケット申込用紙（弊社ホームページよりダウンロードしてご使用下さい）
⑤主宰者様、ご出場者様のお写真（データをメール添付にてお送りください）
⑥ハラウインフォメーション（弊社ホームページよりダウンロードしてご使用下さい）
(上記 6 点はメール添付にてお送りください)
⑦音源は CD で郵送にてお送りください。
（CD の返却は致しませんのでご了承ください。）
・カタカナでハラウ名
・エントリー部門名
・曲名
・ソロのみ出場者名前記載
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メール

郵送

大会申込書 3 枚

CD

出場者リスト（コンペティション部門のみ）
英文の歌詞
チケット申し込み用紙
お写真データ
ハラウインフォメーション

<ホイケ (エキシビジョン)>
参加費用はございませんが、1 曲あたり 30 枚、2 曲で 55 枚、3 曲で 75 枚のチケット販売協力を
お願い致します。
複数曲でご参加の場合は、曲数に応じて設定させていただきます。
【参加申込】 別紙の専用フォームに必要事項をご記入の上、メールにてお申込ください。
記入漏れや書き損じがないようご注意ください。
<お問合せ及び送付先> カイラニインターナショナル合同会社
〒248-0024 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎 3 丁目 7-20
<TEL>
0467-55-9626 <FAX>
0467-55-9627
<Email> event@kailanihi.com
【演技エリアサイズ】 ※ 1 m 間隔のマス目状バミリあり
コンペティション 横

12 ｍ × 奥行き

6 m

ホイケ

12 ｍ × 奥行き

5 m

横

【チケットについて】

ご出場者、先生、コクアの方々もチケットをご購入下さい。
応援席はお申込順にハラウ毎まとまったお席をお渡し致します。
お早めにお申込お願い致します。
追加分に関しては、お席が離れる場合がございます。ご了承下さい。
出場者のお席は２Ｆまたは後方席となり、応援席とは別にご用意いたします。

【提出物】

2021 年 3 月 19 日必着。
提出書類・提出物（お写真・歌詞・音源）をご提出ください。遅れる場合はご連絡ください。
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