協賛イベント

和歌山の夏を楽しもう !
ハワイアンに包まれる２日間
ード満点
南国ム
シティが
ナ
ー
リ
マ
和歌山
まる！
色に染
イ
ワ
ハ

観覧 無 料

主催／わかやま祝祭実行委員会（和歌山県観光連盟・和歌山市観光協会・ロイヤルパインズ株式会社・株式会社和歌山リビング新聞社）、FM OSAKA
企画・制作／ KYODO KANSAI GROUP、ソールドアウト
制作協力／アップフロント関西
後援／和歌山県、和歌山市、ハワイ州観光局

フラ サークル マナフラ ナネア

Nalei Makamae O Uka

Coconuts friends

勝野 雅奈恵
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（かつの かなえ）

父は俳優の勝野洋、母はタレン
トのキャシー中島。女優として
映画、
テレビなどで幅広く活躍。
一方、13歳から始めたフラダ
ンスにおいて、
ハワイアンネーム
“カノエラニ・カナエ”
を授かる。

LauLa（ラウラ）

ハワイアンディオ

松井 貴志（Vo,G）
と、来海 大（Vo,Uku）
で1999年に結
成、
湘南を拠点に活動。ハワイアンナンバーのみならず、
オリ
ジナルナンバーを取り入れたライブスタイルは、幅広い年齢
層に支持されている。
Mauna Olu Mele

生涯学習 フラ友の会

●

体験コーナー

【場所】黒潮市場西側及びイコラストリート
有料
Ka Lino Pawalu Hula Studio

launa

HALAU HULA 'O KAU'I
ONALANI

上記出演チーム以外も
出演予定です
Chica Hawaiian Hula

肉のまるひこ

ロミロミとはハワイ語で
「もむ」や「マッサージする」
という意
味で、
オイルを使ったリラクゼーションの一つです
■ハンドロミロミ 10分 500円〜
3店舗・honua（ホヌア）・haloa（ハアロア）・Mauna kea（マウナケア）
有料

ハワイアン・ヤーン（毛糸）で作る
「レイ」、
「シュシュ」メイキング 随時受付

たこ焼処 かくれんぼ

随時受付

手首に巻く
「クーペ・エ」、頭にかぶる
「ハク」
を作る体験コーナーです
（クーペ・エメイキング）
一人1000円
（ハクメイキング）
一人1500円
所要時間 約30分
（レイメイキング）
一人500円〜

 飾り
首
「レイ」、髪飾り
「シュシュ」
を
作る体験コーナーです
（レイメイキング）
一人2000円
（シュシュメイキング）
一人1000円
所要時間
約30分〜45分

Mahalo

草花で作る「クーペ・エ」、
「ハク」、
「レイ」メイキング

無料

L
a
u
L
a
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夜には花 火と音 楽の
一大エンターテインメ
ント「スターライトイ
リュージョン」がフィ
ナーレを飾ります。

フラサークル Kapalili 和歌山

ハワイ発祥の癒やしのリラクゼーション
ロミロミ、チェアロミマッサージetc.体験コーナー

有料

国テイストを感じるグ

Halau ke'alaealoai
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8/19 昨年大好評だった
（日） スペシャルゲストが今年も登場！

キングなどの体 験 、南

Hauoli ACADEMY

【場所】黒潮市場西側特設ステージ
【内容】和歌山はもちろん関西一円からダンサーが
集合。海に囲まれたリゾートアイランドで、
南国ムードたっぷりに華麗なフラダンスを
披露します。

ハワイアンな夏を和歌山で楽しむ ルメ出店が多数。今年
開放的な南国の楽園ムードを満喫 はダンス無料体験レッス
ンやウクレレ無料体験
コーナーもあります。
員会」主催。
イベントの中心は、
特
ま た 、 日には 今
設ステージに花が咲い 年 もスペシャルゲスト
たよ うに繰 り 広 げ ら が登 場 。
フラダンス界
れるフラダンス＆タヒチ で はハワ イ アンネ ー
アンダンスショー。場内 ムを 授かる女 優の勝
にはグッズ販売やロミロ 野 雅 奈 恵さんをはじ
ミマッサージにレイメイ め、
ハワイアンデュオの
（ラウラ）
のステ ー ジ を 実 施 。

● フラダンス＆タヒチアンダンスショー

7月30日現在

■ 18日（土）

昨 年に続 き 、今 年
で３回 目となる「ハワ
イフェスティバル」を
８月 日（土）と 日
（日 ）
の２日 間 、和 歌
山マリ ー ナ シティで
開 催しま す 。和 歌 山
の魅力を県内外に発
信する
「わかやま祝祭
（ しゅくさい）実 行 委

出演チーム
一覧

場所／和歌山マリーナシティ 黒潮市場西側及びイコラストリート

■ 19日（日）

フラダンス無料体験レッスン
◎12：00〜 ◎16：00〜

大人から子供まで、
はじめてフラを体験する方も気軽に
参加できる体験レッスンです
無料

ウクレレ無料体験コーナー（定員各10人）
◎13：00〜 ◎17：00〜

まったくウクレレが弾けない方も丁寧に指導しますので、
安心して体験できます。
ウクレレ持参の方も歓迎します
ラッフィナート

くぅくぅ

おむすびの味里

有名グルメショップ
ハワイアンメニューなどを扱う飲食店が大集合

熊野牛特製カレーパン 200円

ロコモコ丼 ５００円

和風特製しょうゆねぎ 500円

貴梅酎ケーキ 1本1365円

和え麺
（S） 350円

和風ロコモコ 500円

エール

居酒屋がむしゃら

唐揚げ きよたや

焼き肉

紀州七福神

南天屋

SILK SNOW ICE

イル・レ・ラッツァ

ももから 4個300円

和牛ステーキ ５００円

特製なんこつ入りびっくりロコモコ 500円

焼鳥 ナッツソース味 2本300円

シルクスノーアイス 500円

和牛ミンチカツサンド 500円

塩焼きそば 500円

「南国パインサワー」などのカクテル 45０円

和み

三年坂ヒルズ

熊野古道
キャンペーン推進連絡会
わくわく楽しい予感、
自然の中で
過ごす休日、おしゃれして熊野古
道へ。当日はブースにて、平安衣
装を身にまとったスタッフが「聖な
る森熊野古道」
を楽しむべく、ハイ
キングコース等を紹介します。 ぜ
ひ足を運んでください！

ハワイアングッズショップ
モアナルー

日常をハッピーにするアクセサリー
や小物、洋服などのアイテムがず
らり。
かわいいベビー衣類もあり

ピコラパコラ

リゾート気分満点のオリジナル商
品が人気。スカートやワンピースか
ら小物雑貨まで見応え十分

ハワイアングッズを扱う素敵なお店が並びます

モチコチキン 300円

四季百景わかやま市
和 歌 山 市の魅力ある四 季を
テーマに、
「 海百涼わかやま市 」
キャンペーンを8月31日まで開催。
期間中にお得な特典が受けられる
クーポンガイドを専用ブースに設置
しているよ。

ココエミリー

Tシャツ、パウスカートをはじめ、
ワ
ンピース、
シェルネックレス、
サンダ
ル、小物など各種豊富な品ぞろえ

BIG WAVE

カラフルでかわいいカバンやぬいぐ
るみ、
アクセサリーなどが豊富。特
価商品も多数でとってもお得

【問い合わせ】☎073（428）0281わかやま祝祭実行委員会事務局
（和歌山リビング新聞社内）
※当日の問い合わせは 和歌山マリーナシティ インフォメーション ☎０５７０
（０６４）
３５８

ククイ

ハワイが大好きな人に…。
フラダン
スアイテムやハワイアンファッショ
ン、
雑貨まで見応え満点です

ラニカイ ハワイ

ハワイから直輸入のリゾートウエア
をはじめアクセサリー、雑貨など各
種豊富な取りそろえが自慢です

マハロ

マハロとはありがとうの意味。満足
いただけるようオリジナルTシャツ、
ア
クセサリー、
ワンピースなど取り揃え

※写真はイメージです

わかやま祝祭

検 索

click

http://www.living-wakayama.jp/shukusai/

