2013 年 8月10日 （12）
協賛イベント

ド満点
南国ムー
ティが
リーナシ
和歌山マ
に染まる！
ハワイ色

2013.8.24（土）12 :00〜18 : 00

観覧 無 料

2013.8.25（日）11：00〜花火終了まで

24日に
会場に行くよ〜。

場所／和歌山マリーナシティ 黒潮市場西側特設ステージ及びイコラストリート

SILK SNOW ICE

◎14：00〜 ◎15：00〜 ◎16：00〜

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

fete（フェイト）

ハワイアンな夏を和歌山で楽しむ
開放的な南国の楽園ムードを満喫

マルフクバーガー

ウクレレ無料体験コーナー（定員各10人）

イベントの中心は︑
特

ハラウフラ オ カウイオナラニ

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

設ステージに花が咲いた

●

◎15：00〜 ◎17：00〜

昨 年に続 き ︑今 年で

Halau ke'alaealoai

フラダンス無料体験レッスン

ように繰り 広げられる

●

無料

24

4

回 目 と な る﹁ハワ イ

Coconuts sisters

フェスティバル﹂を８月

olu olu kamanao

●

験コーナーもあります︒

●

25

レッスンやウクレレ無料体

ka malu o ka lani

ダンスショー︒場 内には

カマカニ フラ スタジオ

●

25

フラダンス＆タヒチアン

●

（ハワイアン・フォトフレーム作り）
一人1000円
（ハワイアン・ネームプレート作り）
一人1000円
■所要時間／各２０分

日︵土︶と 日︵日︶
の２

いろは劇場

フラサークル ハレハレヒミコフラ
フラサークル MANA HULA
NANEA

（クーペ・エメイキング）
（ハクメイキング）
（レイメイキング）
すべて一人500円〜
■所要時間／約20分

また 日の夜には花 火

●

ハワイアン・フォトフレーム、ネームプレート作
り。子供さんの夏休みの工作にもどうぞ

レを飾ります︒

●

Lokomaika'I HULA

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。

ハワイアン・フォトフレーム
ネームプレート作り

日間︑
和歌山マリーナシ

●

Ka Lino Pawalu Hula
Stadio

有料

と音楽の一大エンターテイ

●

草花で作る「クーペ・エ」、
「ハク」、
「レイ」メイキング

サージにレイメイキング

※17：00終了予定
■ 25日（日）

有料

グッズ販売やロミロミマッ

Hauoli ACADEMY

マウナ・オル・メレ

●

歌山の魅力を県内外に

kapa Ha'a O Napuaonipoa

●

ティで 開 催 し ま す ︒和

●

・haloa
（ハアロア）
・Mauna kea
（マウナケア）

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

リュージョン﹂がフィナー

ItoIt o

ンメント﹁スターライトイ

フラサークル kapalili

●

が多数︒
ダンス無料体験

●

などの体験︑
南国テイス

【場所】黒潮市場西側特設ステージ
出演チーム一覧 【場所】イコラストリート
【内容】和歌山はもちろん関西一円からダン
ハワイ発祥の癒やしのリラクゼーション
8/2現在
有料
サーが集合。海に囲まれたリゾートアイ ■ 24日（土）
ロミロミ、チェアロミマッサージetc.体験コーナー
ランドで、南国ムードたっぷりに華麗な ● Hula Halau Na Lei
■ハンドロミロミ 10分 500円〜
ロミロミとはハワイ語
Makamae O Uka
フラダンスを披露します。
3店舗・honua
（ホヌア）
で
「もむ」
や「マッサー

トを 感 じるグルメ出 店

体験コーナー

発信する
﹁わかやま祝祭

●

会﹂主催︒

● フラダンス＆タヒチアンダンスショー

︵しゅくさい︶実 行 委 員

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
協力／和歌山ハワイアンフラ協会
後援／和歌山県、和歌山市、ハワイ州観光局

2015紀の国わかやま国体・大会
マスコットキャラクターきいちゃん

ワコウスムージー

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
記載メニュー以外にも
バラエティに富んだメニューがずらり。
ハワイアンフルーツポンチ 500円

ハンバーガー 500円

シルクスノーアイス 500円

おやじ屋

Mahalo

いろから

韓国居酒屋mujina

美cafe chou.chou

Ｂｅｒｒｙｓｃａｆｅ
（ベリーズ・カフェ）

とり天スパイシー 500円

ロコモコ丼 500円

からあげハワイアンカレー（４個入り） 500円

トロピカルフルーツパッピンス 500円

雪花氷（シェーホァービン） 500円

パイナップル生クリーム 400円

沖縄ドーナツ

肉のまるひこ

まるは

たこ焼処 かくれんぼ

くぅくぅ

和韓食彩 紀州七福神

焼き肉 和み

サータアンダーギー 9個入り 500円

熊野牛特製カレーパン 200円

ソース焼きそば 500円

和風特製しょうゆねぎ 500円

担々風もやし焼きラーメン 350円

韓国冷麺＆キムチ乗せ放題 500円

ホルモン丼 500円

日の松

やまびこ

エール

沖縄生ポテト

ホルモン焼きうどん 500円

ケバブ
（ピタパン） 500円

塩焼きそば 500円

沖縄生ポテト 600円

Haupia

ＰＡＬＡＯＡ

ココエミリー

BIG WAVE

ククイ

フラ・ハワイ好きの方のために、婦人服、
バッグ、
アクセサリー、
雑貨、
小物など、
ハ
ワイアン雑貨を取り揃えております

ハワイのロコＴシャツをはじめ、アクセサ
リー、
ジュエリー、サンドレス、雑貨など
ハッピーアイテムがずらり。

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

カラフルでかわいいカバンやハワイアン
ジュエリーなどが盛りだくさん！その他雑
貨やレアアイテムもあるので必見！

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

ハワイアングッズ
ショップ
モアナルー

トロピカルクレープ 350円

アサイボウル 400円

Love Heart Crepes(ラブハートクレープス)

トロピカルフルーツ 500円

ハワイアングッズを扱う素敵なお店が並びます

日々を楽しむ為のリゾートテイストな小
物、
アクセサリー、
ウェアをオリジナルで
展開中。一部ハワイセレクトもあり。

Creer(クレエ)和歌山
９月初旬、岩出市中島にオープン予定の
ガーデニングやエクステリア・雑貨のお店。
アンケート記入の方、先着200名にパン
ケーキをサービス。
さらにうちわも差し上げま
す。お子さんにアメ入り風船プレゼント。
ぜひご来場ください

【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

※写真はイメージです

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

