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インターナショナル・ワイキキ・フラ・カンファレンス 2012

【参加申込書】
お名前

申込日

(姓)

(名)

(姓)

(名)

20

年

月

日

（漢字）
お名前
(ローマ字)

生年月日

年

(西暦)

〒

月

日

性別

男性・女性

フラ歴

年

-

ご住所

TEL

FAX

E-mail

＠

(携帯可)
ご希望
クラス

＊ご希望クラスの欄には、スケジュール（別紙）に記載されている、クラス番号をご記入ください。
最大８クラス(うちワークショップは最大６クラスまで、２クラス以上はセミナーよりお選びください)受講可能です。
(オープニングセレモニーのご参加は自由となっておりますので、オープニング・セレモニー以外で８クラスをお選びください）
＊お名前(ローマ字)はパスポートに記載されている通りのローマ字でご記入ください。

開催日：2012 年
会場：

5 月 11(金)・12(土)・13(日)

ハワイ・コンベンション・センター・カンファレンス

参加料金：お１人様 ＄３８５/3 日間分 x \80(11/21 現在)で計算すると 約 ３０，８００円です。
参加費に含まれるもの
◆３日間通しの入場券と、ワークショップとセミナー合計最大

８クラス

までの受講料

（うちワークショップは最大６クラスまで）。
◆ワイキキ内プロステージでのホーイケに参加可能です。
（参加ご希望の方は、ホーイケ有りのクラスを必ず受講してください。）
◆オープニングセレモニー
◆ランチタイムの演奏とパフォーマンス。クムとの交流が楽しめます。
◆ハワイコンベンションセンター会場内の売店にて使用可能な 15 ドル相当の食事クーポン
（5 ドル券 3 枚。おつりはでません。）
◆ワイキキビーチでのクロージングコンサート
◆第５回インターナショナル・ワイキキ・フラ・カンファレンス受講証明書
◆期間中（３日間）最終のクラス・ワークショツプ終了後、ハワイコンベンションセンター～ワイキキまでの
無料シャトルを運行いたします。（ワイキキまでのお帰り用としてご利用ください。）
◆その他のアメニティー（ご利用は無料です。）
◆ハワイ語を除く全ワークショップには、簡単な日本語通訳がつきます。
◆全セミナーに、日本語同時通訳がつきます。専用イヤホンを無料で貸し出し致します。
◆ハワイ関連ショップが多数出展しますので、休憩時間にはショッピングが楽しめます。
必要事項をご記入の上、弊社まで Fax,郵便,E メールでお送りください。 お申込み後、ご参加確認書をお送りします。
＊本申込書は、フラ・カンファレンスのみの参加申込書となります。 また同時にハワイツアーも企画いたします。
ツアーご参加希望の方は右記に記入ください。ツアー参加希望（
）します。 後日ツアー書類をお送りします。

ツアー日程 5/10(木)～5/15(火)4 泊 6 日(延泊可)予定。

＊各クラスの（

）内の数字がクラス番号となります。

2012 年 1 月 31 日現在

5 月 11 日(金)
8:00～10:00

セミナー
オープニング・セレモニー/開会式
ワイキキ・インプルーブメント・アソシエーション
歓迎のご挨拶、祈り、カンファレンスのご説明、注
意事項などの後、エインズリー・ハレマヌによるハ
ワイ音楽とフラが披露されます。

【注意事項】
・
“満席”表記がないクラスでも、申込時期に
よっては既に満席になってしまったクラス
もございます。 予めご了承ください。
・
“ホーイケ有り”クラスを選んだ方は、ホーイケ
にてクムのワイキキ・フラ・ショー（同日夜）に

10:30～12:30

セミナー

セミナー

ケント・ギラードの伝説とフラ・ナニ
フラ・プリザベーション・ソサエティー
（フラ保存協会）
1950 年代に一世を風靡したｹﾝﾄ・ｷﾞﾗｰﾄﾞとﾌﾗ・ﾅﾆ・
ｶﾞｰﾙｽﾞ。1947 年から 1961 年まで在籍していたﾀﾞﾝｻｰ達
は人々から羨望の的でした。ｹﾝﾄ・ｷﾞﾗｰﾄﾞはよくﾌﾗ・
ﾗｲﾝの精密さにおいて高く評価されますが、そこには彼
の心の底からの熱意があったからでしょう。是非ｱﾝｸﾙ
ｹﾝﾄとｵﾘｼﾞﾅﾙのﾌﾗﾒﾝﾊﾞｰと一緒にその時代の話を聞いて
みませんか！ﾌﾗ保存会の提供でお送りいたします。

お気に入りのフラソング （弾いて歌おう！）
ノエラニ・マーホエ
人気のある伝統的なﾌﾗ ｿﾝｸﾞの数曲をﾊﾜｲで最も
有名な音楽のｴｷｽﾊﾟｰﾄの一人である歌の講師に習
いましょう! 昨年に引き続き､貴方のﾌﾗ ﾐｭｰｼﾞｯｸ
のﾚﾊﾟｰﾄﾘｰに新しい歌を加わります｡単独で歌いま
す｡宜しかったらｳｸﾚﾚをご持参下さい(ｵﾌﾟｼｮﾝ)｡

フラ・カヒコ 初級
エインズリー・ハレマヌ
"ｹ・ｱｵ・ﾅﾆ" ホイケ有り
ﾏﾘｰ・ｹｳﾞｧﾅ・ﾌﾟｸｲのｺﾚｸｼｮﾝからで典型的な初級ﾌﾗ・ｶﾋ
ｺと言われています。ﾁｬﾝﾄでは鳥や花や木々や魚はこの
美しい世界を作るものたちというとても優しい詩で
す。ﾀﾞﾝｻｰの方達には､同夜に開催されるﾜｲｷｷのﾌﾗ・ｼｮ
ｰで踊っていただきます｡（満席）

フラ・カヒコ 初級 日本語のみ
アール・パーマイ・テン
"ｲﾌﾟひょうたんﾄﾞﾗﾑを叩く" 楽器ｲﾌﾟまたはｲﾌﾟ ﾍ
ｹ(一層または二層のひょうたんﾄﾞﾗﾑ)
ｲﾌﾟまたはｲﾌﾟﾍｹ(一層もしくは二層のひょうたん
ﾄﾞﾗﾑ)とﾀﾞﾝｻｰ達の伴奏をする技術を学びます｡ﾄﾞﾗ
ﾑ・ﾋﾞｰﾄと足さばきの調和に重点を置きながらﾌﾗ・
ｶﾋｺの基本の足運び､手の位置とﾎﾟｰｽﾞも習います｡
ｲﾌﾟ の基本的な打ち方を習ことでﾀﾞﾝｻｰの為に適
切なﾍﾟｰｽと時間を保つことがいかに大事かが分か
ります｡このｸﾗｽではﾁｬﾝﾄの伴奏は､重要視しませ
ん｡ﾌﾗ・ｶﾋｺに興味のある方､今までﾄﾗｲした事のな
い方､または基本のｽﾀﾝｽ､動き､ｲﾌﾟの叩き方をきち
んと覚えたい方にお勧めです｡ﾊﾟﾏｲ・ﾃﾝのｸﾑ・ﾌﾗで
あるﾌﾗ・ﾏｽﾀｰ・ﾍﾝﾘｰ・ﾊﾟのｽﾀｲﾙです｡このｸﾗｽには
各自楽器をご持参ください｡ （１２）
フラ・カヒコ 中級～上級
メリア・ローベンシュタイン・カーター
"ｱｲｱ・ｲ・ﾘﾊｳ・ｺ・ﾚｲ・ﾅﾆ"
ｸｲｰﾝ・ｶﾋﾟｵﾗﾆと彼女のﾚｲ・ｺﾚｸｼｮﾝに敬意を表して
作られたﾒﾚです。ﾘﾊｳとは美しいﾚｲにした花の名前
で鳥たちの作った花飾りは、ﾋﾟｲﾗﾆ王を和やかな気
持ちにさせたという美しいﾒﾚです。
（１３）

クラス番号（１）
フラ ワークショップ

出演できます
（その日に習った曲を踊ります）
。
尚、参加は希望者のみで、強制ではありません。
・プイリ、ウリウリ、イリイリ、イプなどの楽器を
必要とするクラスを受講される方は、各自楽器を
ご持参いただきますようお願い致します。
（カンファレンス期間中会場内のショップで楽
器を購入することもできます。
）
・楽器製作、クラフト製作、レイメイキングなど別
途材料費あかかるクラスがあります。
材料費は当日クラス内で直接クムへ現金（ドル）
でお支払い（おつりのないようにご用意くださ
い。
）
料金に関しては、各クラス情報内に記載されてお
りますので、ご確認ください。
・ワークショップには適宜日本語通訳が付きます。
セミナーには同時通訳が付きます。
・講習受講中は音声の録音は可能ですが、写真・ビ
デオ撮影は禁止となっておりますのでご理解を
お願い致します。講習終了後の写真・ビデオ撮影
は可能です。
・講習の際、フラスカートや動きやすい服装にてご
参加下さい。フラワークショップでは履物はお脱
ぎ下さい。ホーイケ参加希望の方は下記をご覧下
さい。
アウアナ：ムームー
カヒコ：フラスカートと白い T シャツ（フラコン
フレンス限定 T シャツ着用をお勧めしますが必
要ではありません。
）
・フラワークショップはカーペット敷きの部屋にて
行われ、クムはマイクを使用します。飲料水は数
箇所に設置場所があります。

14:00～16:00

フラ・カヒコ 中級～上級
クラニアケア・カレイキ・アーロー
"ｳﾗ・ﾉ・ｳｴｵ" ホイケ有り
ｶｳｱｲ島のﾁｰﾌ､ｶﾓﾊｲとﾊﾅﾚｲ渓谷を讃えたこのﾒﾚは沢山の
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝがあると言われています。
ﾀﾞﾝｻｰの方達には､同夜に開催されるﾜｲｷｷのﾌﾗ・ｼｮｰで踊
っていただきます｡ （３）
フラ・アウアナ 初級
レイモミ・ホー
"ｶ・ﾌﾟｱ ・ｳｲ" ホイケ有り
ﾋﾞﾅ・ﾓｽﾏﾝが孫娘の為に書きあげたこの素晴らしいﾒﾚ
は『天国の美しい花』と呼ばれています｡軽快なﾒﾛﾃﾞｨ
ｰで､ﾌﾗ・ﾀﾞﾝｻｰのﾚﾊﾟｰﾄﾘｰの中でも珠玉です｡ﾀﾞﾝｻｰの方
達には､同夜に開催されるﾜｲｷｷのﾌﾗ・ｼｮｰで踊っていた
だきます｡ (満席)
フラ・アウアナ 中級
メリア・ローベンシュタイン・カーター
"ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙ・ﾏﾍｱﾗﾆ・ﾑｰﾝ"
この歌は満月を褒めた讃えた歌でｼﾞｮﾝ・K・ｱﾙﾒｲﾀﾞによ
って作られました。僕の変わりに
美しい恋人をそのすばらしい月の光で照らして欲しい
という究極のﾗﾌﾞ・ｿﾝｸﾞです。
（満席）
フラ・アウアナ 中級
カピオラニ・ハオ
"ﾚｲ・ﾋﾟｶｹ" ホーイケ有り
この心に残るﾗﾌﾞ・ｿﾝｸﾞは､香りの良いﾋﾟｶｹの小さな花
を愛の対象にたとえています｡ここで教えるﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
は､ﾊﾊﾟの CD“Collection”のﾅﾝﾊﾞｰです｡ﾀﾞﾝｻｰの方達
には､同夜に開催されるﾜｲｷｷのﾌﾗ ・ｼｮｰで踊っていただ
きます｡ (満席)
フラ・アウアナ 中級
アウケレ・シアンコ
"ｸｸﾅ・ｵｶﾗ"
ｻﾝｼｬｲﾝ､ﾚｲﾝﾎﾞｰ・ﾊｯﾄ､ｺﾒｯﾄ・ﾘﾎﾞﾝ､ｵｰｼｬﾝをｽﾗｲﾄﾞするｳｪ
ｰﾌﾞなど自然、装い、美しさを歌い上げた曲です。ｸｸﾅ・
ｵｶﾗというのは太陽の光という意味でｸｸﾅ・ｵｶﾗはｶﾞｸの
部分を乾燥させてﾚｲにしたとてもﾕﾆｰｸなﾚｲです。ﾛｻﾞﾘ
ｰ・ﾌﾛｰﾚｽとｼﾞｮﾆｰ・ﾉﾍﾞﾙ作曲です。
（７）

（１１）

フラ ワークショップ

フラ・アウアナ 初級
カレ・パーワイ
"ﾌﾟｱ・ｲﾘｱﾋ" ホイケ有り
これはｶﾒﾊﾒﾊⅠ世の時代に豊富にあった白檀の木の花
の香りです｡偉大なﾌｧﾙｾｯﾄ・ｼﾝｶﾞｰのﾋﾞﾙ・ｱﾘｲﾛｱ・ﾘﾝｶ
ｰﾝの作品とされ､このｱｯﾌﾟﾋﾞｰﾄの歌は遠いところにい
る恋人を恋しく思い嘆いている歌です｡ﾀﾞﾝｻｰの方達
には､同夜に開催されるﾜｲｷｷのﾌﾗ ｼｮｰで踊っていただ
きます｡ （満席）
フラ・アウアナ 中級
コルセン・イナ・カネイ
"ﾌﾟｱ・ﾏｴｵﾚ"
ｼﾞｮﾝ・ｽｸｲｰｽﾞ・ｶﾏﾅがｱﾝﾃｨｰ ﾋﾞｯｷｰ・ﾛﾄﾞﾘｹﾞｽの力を
借りて作ったｸﾗｯｼｯｸ ｿﾝｸﾞで意味は永遠に枯れな
い花です。ﾏﾋ・ﾋﾞｰﾊﾞｰが当初歌い普及し、その後
ｸﾗｯｼｯｸ ｿﾝｸﾞとなりました。
（１５）
フラ・アウアナ 中級
カリヒアヴァ・”ヒヴァ”
・ヴォーガン-ダーヴァ
ル
"ﾍ・ﾜﾋﾈ・ｳｲ"
1935 年にｼﾞｮﾝ・ｶﾒｱﾛﾊ・ｱﾙﾒｲﾀﾞによって作曲されま
した。ハワイの美しい花々のことを詩にしていて
ﾚﾌｱ､ｸｸｲ､ﾓｷﾊﾅ､ｲﾘﾏ､ｽﾐﾚ等を島の美しい女性にたと
えています。
（満席）
フラ・アウアナ 中級
エイプリル・チョック
"ﾌﾟｱ・ｶｰﾈｰｼｮﾝ"
このﾁｬｰﾙｽﾞEｷﾝｸﾞのｸﾗｼｯｸは､愛する者を失った悲しみを歌
にしています｡ｶｰﾈｰｼｮﾝは『全ての花の中で最も美しい』と
言われています｡作者のｶｰﾈｰｼｮﾝが､その愛を忘れずに再び
彼のもとに戻ってくるよう願っています｡ （１７）

フラ・アウアナ 上級
カリヒアヴァ・”ヒヴァ”
・ヴォーガン-ダーヴァル
"ｶ・ﾛｹ"
この甘いﾒﾚはﾒｱﾘﾌﾗ・ﾍｱﾇによって作られ､とても多くの
人々によって歌われています。ｶﾌﾗ・ﾛｹとはﾏｳｲのﾊﾞﾗ
の花のことで､この美しく可憐な花に深い愛情、そして
いつくしみをも描写しています。
（満席）

フラ・アウアナ 上級
ドディ・ホームズ＆ジョン・アイウォヒ
"ﾊﾟｶﾗﾅ・ｹ・ ｱﾛﾊ"
この歌は､ﾎﾙﾅﾍﾟのｶﾅｲｱ・ﾅｶﾑﾗが後に彼の妻となる恋人の為
に書きました｡踊りは､ｱﾝﾃｨ・ﾄﾞﾃﾞｨが自分のｳﾆｷの一部に振
り付けをしたもので､ほとんどが彼女のｸﾑ・ﾌﾗで指導者だ
ったｱﾝﾃｨ・ﾏｲｷ・ｱｲｳ-ﾚｲｸの流を受継いでいます｡歌は､ﾎﾙﾅﾍﾟ
のCD”Ahea?Ano! ”のﾅﾝﾊﾞｰです｡ （１８）

クラフト

クラフト

“ウリウリ”パート I
マイク・コップ
"ｳﾘｳﾘ" (羽毛で覆われたﾘｽﾞﾑ楽器) ﾊﾟｰﾄ 1
材料費$55（ﾍﾟｱにする為に２つ目を購入の場合は$45）
ﾌｪｻﾞｰに覆われて音がｼｬｶｼｬｶ鳴るｳﾘｳﾘを楽器作りの名
人である講師から二回のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟで教わります｡この
楽器は､よくﾌﾗ ｶﾋｺで座りながら､自分自身の伴奏とし
て用いられるのと同様に､立って踊るﾌﾗ ｶﾋｺでも使わ
れます｡ｳﾘｳﾘの歴史､背景､鳴らし方､そしてどのように
取り扱うかを学びます｡ｷｬｯﾌﾟ部分にﾌｪｻﾞｰを縫い付け
る作業をﾊﾟｰﾄⅠのｸﾗｽで始めますが､たぶんﾊﾟｰﾄⅠとⅡ
の合間の宿題となるでしょう｡ﾊﾞﾗｴﾃｨｰに富んだ色合い
の羽が用意されます｡ｳﾘｳﾘは､ﾌｪｻﾞｰｷｬｯﾌﾟの取り外しが
可能です｡このｸﾗｽは二回に分かれていて､最後のｸﾗｽは
日曜日の8:00am -10:00am となります｡ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを修了
するには､ﾊﾟｰﾄⅠとﾊﾟｰﾄⅡを受講する事が必須です｡

“イプ・ヘケ作成パート 1”
マイク・コップ
"ｲﾌﾟﾍｹ" (二層のひょうたんﾄﾞﾗﾑ) ﾊﾟｰﾄ 1
材料費$88
二層のひょうたんからなる伝統的なｲﾌﾟ ﾍｹをﾊﾜｲ
で最も素晴らい楽器製作者の一人である講師の指
導の下で作りましょう｡この打楽器は自分自身の
伴奏あるいはﾎｵﾊﾟｱ(ﾁｬﾝﾀｰ)として他のﾀﾞﾝｻｰ達の
為に使われます｡上部と下部がちゃんと釣り合う
ような二つのひょうたんで製作します｡ｻｲｽﾞは小
から中位のものです｡仕上げにﾛｰﾌﾟを編んで取っ
手を作ります｡このｸﾗｽは二回に分かれていて､最
後のｸﾗｽは日曜日の 10:30am-12:30pm となります｡ﾜ
ｰｸｼｮｯﾌﾟを修了するにはﾊﾟｰﾄⅠとﾊﾟｰﾄⅡを受講す
ることが必須です｡ .（満席）

シェル・レイ・メイキング
イポラニ・バーガン
材料費$30
ﾆｲﾊｳの島民が小粒の貝殻で作る独特の宝石は『ﾀﾞﾌﾞﾙｰ
ﾀｲﾄﾞ』方式を用いています｡このﾜｰｸｼｮｯﾌﾟでは､貴方が
お持ち帰りになる美しいｼｪﾙ・ﾚｲを作製する為に､糸を
通すことができるように予めﾄﾞﾘﾙで穴を開けた 200 以
上の小さいﾊﾄ色の貝殻を使います｡一度､この方法を取
得したら今後､本物の貴重なﾆｲﾊｳ・ｼｪﾙに応用できます｡
ｸﾑは昨年と違う色合いの貝を使うようです｡（１０）

オリ (チャント) 初級
アンソニー・ラアカプアカワイラニ・
レンチャンコ
ｵﾘ (ﾁｬﾝﾄ) 初級
ﾁｬﾝﾄのﾏｽﾀｰからｵﾘの基礎を学べるとても希尐価値
のあるｸﾗｽです。ﾁｬﾝﾄで使用するのは“ｵﾅｵﾅ・ｲ・ｶ・
ﾊﾗ・ﾒ・ｶ・ﾚﾌｱ”(香りはﾚﾌｱのついたﾊﾗ)です。

（９）

（満席）

5 月 11 日(金)
8:00～10:00

10:30～12:30

14:00～16:00

＊各クラスの（

）内の数字がクラス番号となります。

1 月 31 日現在

5 月 12 日(土)
8:00～10:00

10:30～12:30

セミナー
蘇れ！古代フラの小道具達
フラ・プリザベーション・ソサエティー（フラ保存協会）
古代のﾌﾗの道具達をご紹介するとてもﾕﾆｰｸで稀なｾﾐﾅｰです。ﾊﾟﾊﾟ
ﾍﾋ(ﾍﾟﾀﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ)､ｳﾘﾘ(3 連ｺｰﾄﾞﾗﾄﾙ)､ｵﾍﾊﾉｲﾌ(ﾊﾜｲｱﾝ鼻笛)､ｷｲ(ﾊﾜｲの
操り人形) などをご紹介します。ﾌｲ・ﾌﾟﾚﾚﾌｱに所属する10 歳か
ら17 歳のﾀﾞﾝｻｰがｱﾝﾃｨ ﾉﾅ・ﾋﾞｰﾏｰ、ｱﾝｸﾙ ｼﾞｮｰｼﾞ・ﾅｵﾍﾟそしてｱﾝｸ
ﾙ ｼﾞｮﾝ・ｹｵﾗ・ﾚｲｸに敬意を表して踊りを披露します。ﾌﾗ保存会の
提供でお送りいたします。
（２１）

14:00～16:00

セミナー

セミナー

5 月のレイデイにまつわる歴史と式典
キモ・アラマ・ケアウラナ
詩人のﾄﾞﾝ・ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞは 1927 年にﾚｲﾃﾞｲを設けようと
思いつきました。この春を告げる風習はﾊﾜｲ独自の風土
とぴったりと一致するものでした。近年のﾚｲ ﾃﾞｲではﾚｲ
を作り、ﾚｲを身につけそしてﾚｲを送ることの他、ﾚｲ ﾒｲｷ
ﾝｸﾞ ｺﾝﾃｽﾄの開催やｺﾝｻｰﾄ等のｲﾍﾞﾝﾄにも登場するように
なりました。さあ、一緒にﾚｲ ﾃﾞｲの歴史や儀礼を学びま
しょう。質疑応答も大歓迎です。
（３１）

メリー・モナーク・ミス・アロハ・フラ経験談義
ﾒﾘｱ・ﾛｰﾍﾞﾝｼｭﾀｲﾝ･･ｶｰﾀｰー､ﾄｩｴﾗ・ﾒﾝﾃﾞｽ、
ｶｲﾘﾋﾜ・ﾊﾞｰｶﾞﾝ
"ﾒﾘｰﾓﾅｰｸ・ﾐｽ・ｱﾛﾊ・ﾌﾗ経験談義"
ﾒﾘｰ・ﾓﾅｰｸ・ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙにてﾐｽ・ｱﾛﾊ・ﾌﾗの称号を得た経
験のあるﾒﾘｱ・ｶｰﾀｰ､ﾄｩｴﾗ・ﾒﾝﾃﾞｽそしてｶｲﾘﾋﾜ・ﾊﾞｰｶﾞﾝ
の三者による实体験談をﾘｱﾙにお話します。ﾊﾗｳの代表
者としてｸﾑより選出され代表としての誇りやﾌﾗへの深
い関わり、大会で称号を得るまでの準備や努力に至る
まで余すところなくお伝えします。さあご一緒にﾍﾞｽ
ﾄ・ｵﾌﾞ・ｻﾞ・ﾍﾞｽﾄの楽しい談話に参加されませんか？
質疑応答大歓迎です。
（４１）

フラ ワークショップ

フラ ワークショップ

フラ ワークショップ

フラ・カヒコ 初級
コルセン・イナ・カネイ
"ｶｰｳﾞｨｶ"
多くのﾀﾞﾝｻｰのﾚﾊﾟｰﾄﾘｰにあるこの名曲ﾀｲﾄﾙはｷﾝｸﾞ・
ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄ・ｶﾗｶｳｱのことです。彼の王としての功績を讃え
る歌で詩の中では花を人々にたとえています。ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ
やﾌﾗﾝｽまでも名声が届いていたことも描写されて
います。
（２２）
フラ・カヒコ 中級～上級
ティアレ・ノエラニ・チャン
"ﾌﾟｱ・ｱﾅ・ｶ・ﾏｶﾆ"
道具:ｼﾝｸﾞﾙ・ｳﾘｳﾘ
このﾁｬﾝﾄは､ｶｳｱｲとﾆｲﾊｳの島民達がｶｳｱｲのｶｳﾑｱﾘｲ王と結
婚するｶﾌﾏﾇ女王を祝う為に作ったものです｡ﾏﾚﾚｳﾞｧｱのﾊ
ﾗ(ﾊﾟﾝﾀﾞﾅｽ)の木立ちが風に吹かれ､ﾋﾅﾉの花の香りが漂
っています｡各自ｳﾘｳﾘをご持参下さい｡です。＊各自ウリ
ウリを持参してください。
（２３）

フラ・カヒコ 初級
カレオ・トリニダッド
"ﾏﾙｱ・ｷｲｳﾞｧｲ" ホイケ有り
楽器:ｼﾝｸﾞﾙ・ﾌﾟｲﾘ
このﾁｬﾝﾄは失った恋に関して､そして喉が乾いたﾏﾏﾈの
つぼみの近くでﾊﾟﾅｴｳﾞｧのﾚﾌｱの果汁を飲んでいる小鳥
に､ﾏﾙｱの風が『愛の水』を運ぶように頼んでいるもので
す｡このｸﾗｽには楽器をご持参ください｡（満席）

フラ・カヒコ 初級 英語のみ
アール・パーマイ・テン
"ｲﾌﾟひょうたんﾄﾞﾗﾑを叩く" 楽器ｲﾌﾟまたはｲﾌﾟ ﾍｹ(一
層または二層のひょうたんﾄﾞﾗﾑ)
ｲﾌﾟまたはｲﾌﾟﾍｹ(一層もしくは二層のひょうたんﾄﾞﾗﾑ)
とﾀﾞﾝｻｰ達の伴奏をする技術を学びます｡ﾄﾞﾗﾑ・ﾋﾞｰﾄと
足さばきの調和に重点を置きながらﾌﾗ・ｶﾋｺの基本の足
運び､手の位置とﾎﾟｰｽﾞも習います｡ｲﾌﾟ の基本的な打
ち方を習うことでﾀﾞﾝｻｰの為に適切なﾍﾟｰｽと時間を保
つことがいかに大事かが分かります｡このｸﾗｽではﾁｬﾝﾄ
の伴奏は､重要視しません｡ﾌﾗ・ｶﾋｺに興味のある方､今
までﾄﾗｲした事のない方､または基本のｽﾀﾝｽ､動き､ｲﾌﾟ
の叩き方をきちんと覚えたい方にお勧めです｡ﾊﾟﾏｲ・ﾃ
ﾝのｸﾑ・ﾌﾗであるﾌﾗ・ﾏｽﾀｰ・ﾍﾝﾘｰ・ﾊﾟのｽﾀｲﾙです｡この
ｸﾗｽには各自楽器をご持参ください｡（４２）

フラ・アウアナ 初級
カレイカアプニ・”ハーモニー”
・ブライター
"フラの表現方法"
手と目の動きに焦点を当てたﾌﾗの表現法を学びます｡

（満席）

フラ・アウアナ 中級
クラニアケア・カレイキ・アーロー
"ﾏｲ・ｽｲｰﾄ・ﾋﾟｶｹ・ﾚｲ"
ﾛﾊﾞｰﾄ ｳﾙｳｪﾋ ｶｼﾞﾒﾛ とｶﾚｵ ﾁｮｯｸによる曲で､この胸に響く歌は
ﾌﾗのｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾅﾝﾊﾞｰとなりました｡身に付けたときに優しく
包みこまれた気持になるよう甘い香りのﾋﾟｶｹに愛を込めてﾚｲ
に縫いこんでいることが描かれています｡ （２５）
フラ・アウアナ 中級
デレック・ヌウヒバ
"ﾌﾟｱ・ﾒﾘｴ"
ｴﾃﾞｨｽ・ｶﾅｶｵﾚのﾌﾟﾙﾒﾘｱ､あるいはﾌﾟｱﾒﾘｱとも呼ばれる花
をﾃｰﾏにした1979 年のｸﾗｼｯｸ・ｿﾝｸﾞです｡大地を覆うよう
に香る為に､とても高い場所で育つ花を称える歌に届く
様に軽快なﾒﾛﾃﾞｨが弾んでいます｡ｹｱｵ・ｺｽﾀ の
CD“Whee-Ha!”のﾅﾝﾊﾞｰです｡（２６）

フラ・カヒコ 中級～上級
エド・コリアー
"ｶﾋｺ・ｶ ・ﾌﾟｱ・ﾅﾆ ・ｲ・ﾇｳｱﾇ"
このﾁｬﾝﾄはｸｲｰﾝ・ｴﾏを崇敬する数多くの歌の一つです。
美しい花はﾇｳｱﾇを飾り立てるという意味でｸｲｰﾝ・ｴﾏがい
かに地元ﾊﾜｲの人々そして夫であるｶﾒﾊﾒﾊ４世に崇拝さ
フラ・カヒコ 中級～上級
れていたかを物語っています。ｸｲｰﾝ・ｴﾏ自身が好んだ花
ﾚﾌｱをこのﾒﾚで言及しています。これはｸﾑ ﾌﾗ ｴﾄﾞ・ｺﾘｱｰ キモ・アラマ・ケアウラナ
自らが振り付けしたﾌﾗでｱﾗ・ｱﾊﾟﾊﾟ・ｸﾋﾘﾏです。
（３３） "ｶ・ﾘｺ・ﾌﾟｱ・ｸｸｲ"
楽器:ｲﾘｲﾘ(水でさらされて平たくなった石)
ｸｸｲの木のつぼみに例えた恋人を語っている優しい響
フラ・アウアナ 初級
きのﾁｬﾝﾄで､座りながら(ﾉﾎ)踊るﾌﾗです｡この古典の有
ジョーン・リンジー
名なﾌﾗは大人の方向けです｡楽器をｸﾗｽにご持参くださ
"ﾌﾟｱ・ﾏﾏﾈ"
い｡ （４３）
このとても有名な歌は､ｼﾞｮｰｼﾞ・ﾍﾙﾑ､ﾃﾞﾆｽ・ﾊﾟｳﾞｧｵ､ｹｱﾛ
ﾊ・ｶﾗﾏ､ｷﾞｬﾋﾞｰ・ﾊﾟﾋﾇｲその他大勢のﾐｭｰｼﾞｼｬﾝがﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
しています｡主として愛する人を花にたとえた内容です フラ・アウアナ 初級
が､ｶｳｱｲ島の名所にもふれています｡ﾌﾗの動作に表現を カレオ・トリニダッド
つける為に心を傾けましょう｡（３４）
"ﾆｳ・ﾊｵﾊｵ"
楽器:ﾆｳ(半分に割ったｺｺﾅｯﾂの殻のﾍﾟｱ)
フラ・アウアナ 中級
ｸﾑがﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ期間中に使う用にﾆｳを配ります｡ﾋﾞﾅ・ﾓｯ
トワィラ・メンデス
ｽﾏﾝは､彼女が幼尐時代に過ごした庭にあるｺｺﾅｯﾂの木
"ｸｳ・ﾚｲ・ﾋﾟｶｹ" ホイケ有り
この軽快なﾒﾚはﾃﾞﾘｹｰﾄなﾋﾟｶｹﾚｲの匂いと恋人を比べていま に捧げる為にこの有名なﾒﾚを書きました｡彼女の好み
す。恥ずかしがらないでこちらにおいでよと恋人に話しか のﾔﾝｸﾞ・ｺｺﾅｯﾂの果肉(ﾊｵﾊｵ)にｲﾝｽﾊﾟｲｱされた楽しい歌
ける甘い愛の囁きです。ｹｱｵ・ｺｽﾀのCD “Whee-Ha!”からの で人気の高いｸﾗｼｯｸ・ｿﾝｸﾞとなりました｡ (満席)
ﾅﾝﾊﾞｰです。
（満席）

フラ・アウアナ 中級
デレック・ヌウヒバ
"ｸﾞﾘｰﾝ・ﾛｰｽﾞ・ﾌﾗ"
道具:ﾀﾞﾌﾞﾙ・ｳﾘｳﾘ
この有名なﾌﾗの歌は､ｸﾞﾘｰﾝ・ﾛｰｽﾞを恋人にたとえていま
す｡ｸﾞﾘｰﾝ・ﾛｰｽﾞは､实際､このｴｷｿﾞﾁｯｸな植物の葉で､いつ
もつぼみからﾕﾆｰｸでｽﾊﾟｲｼｰな樹液が出ています｡

（満席）
フラ・アウアナ 中級
ケアベ・ロペス
"ｸｳ・ﾚｲ" ホイケ有り
ｸｳ・ﾚｲは旧州議会で初の女性議員であったﾋﾞﾅ・ﾓｽﾏﾝ作
曲です。1939 年に演説が終わるのを待っていた時にこ
のﾒﾚが頭に浮かんで来たと言われており、この歌の中で
のﾚｲとは特別な人のことで愛しむ心を謳っています。ﾀﾞ
ﾝｻｰの方達には､同夜に開催されるﾜｲｷｷのﾌﾗ ｼｮｰで
踊っていただきます｡ （満席）

フラ・アウアナ 中級
モミ・クルーズ ロザノ
"ｶ・ﾚﾌｱ ・ｲ・ﾐﾘｱ"
このｸﾗｼｯｸのﾗﾌﾞ・ｿﾝｸﾞは､ﾏﾘｰ・ﾌﾟｸｲとﾏﾃﾞｨ・ﾗﾑの作品で､
高地に咲くﾚﾌｱの花に霧雤が優しく触れている情景を描
いています｡とても美しいﾒﾛﾃﾞｨｰで詩的なこのﾒﾚは最も
親しまれているﾌﾗの曲の一つです｡（３７）

フラ・アウアナ 中級
ジョーン・リンジー
"ﾅｳﾊﾟｶ" ホイケ有り
この白く小さな花の花びらは半分の形をしています｡
山で育つﾅｳﾊﾟｶは海辺に咲く花とよく似ています｡神話
ではこれらは人生を裂かれた悲劇の恋人達の姿をした
植物とされています｡二つの花びらが一つになった時
彼らは再び一緒になれるとされています｡ﾀﾞﾝｻｰの方達
には､同夜に開催されるﾜｲｷｷのﾌﾗ ｼｮｰで踊っていただ
きます｡（満席）

フラ・アウアナ 上級
エド・コリアー
"ﾛｾﾞﾗﾆ・ﾌﾞﾛｯｻﾑ"
300 以上もの作曲を手がけた音楽史上に名を残す盲目ﾐｭ
ｰｼﾞｼｬﾝ ｼﾞｮﾝ・ｶﾒｱｱﾛﾊ・ｱﾙﾒｲﾀﾞの歌ったすばらしいﾗﾌﾞ・
ｿﾝｸﾞです。ﾏｳｲを象徴するﾛｾﾞﾗﾆまたはﾊﾜｲ語でﾛｹﾗﾆとは
ﾊﾞﾗのつぼみのことで歌の中では多くの女性にたとえら
れていますと同時にを愛しむ想い、思慕、深い愛情を表
しています。ｱﾙﾒｲﾀﾞ自身のCD “ｼﾞｮﾝ・ｶﾒｱｱﾛﾊ・ｱﾙﾒｲﾀﾞ
からのﾅﾝﾊﾞｰです。
（２８）

フラ・アウアナ 上級
レイモミ・ホー
"ﾌﾟｱ・ﾐｷﾉﾘｱ"
雤がﾊﾟﾗﾊﾟﾗと屋根に落ち､ｶﾌﾘ・ｽﾈｲﾙ(大きなｶﾀﾂﾑﾘ)が高
台で歌っているとき、恋人達は雤宿りの場所を見つけま
した｡このﾗﾌﾞ・ｿﾝｸﾞは､ﾏｸﾞﾉﾘｱの花の甘い香りを愛する
人にたとえています｡ｹｱﾘｲ・ﾚｲｼｪﾙの
CD“Kamalei-Collection Two”で聴くことができます｡

（満席）

フラ・アウアナ 中級
シャリー・レッカ
"ｸﾋｵ・ﾋﾞｰﾁ" ホイケ有り
ｲﾋﾗﾆ・ﾐﾗｰ作のﾒﾚで有名なﾜｲｷｷ・ﾋﾞｰﾁ・ｴﾘｱにあるｸﾋｵ・
ﾋﾞｰﾁをﾓﾁｰﾌにしています。ｻｰﾌｨﾝ､ﾛﾏﾝｽ､ﾊﾜｲｱﾝﾐｭｰｼﾞｯｸ
そしてﾑｰﾝﾗｲﾄと表しやしの木の下でﾋﾞｰﾁ・ﾎﾞｰｲｽﾞがｶﾞ
ｰﾙ ﾊﾝﾄをする為に待っている様子が描写されていま
す｡ﾀﾞﾝｻｰの方達には､同夜に開催されるﾜｲｷｷのﾌﾗ ｼｮｰ
で踊っていただきます｡ （４６）
フラ・アウアナ 中級
モミ・クルーズ・ロザノ
"ﾌﾟｱ・ﾛｹﾗﾆ"
この素晴らしい歌は､ｼﾝｶﾞｰ・ｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰのｹﾘｲ・ﾌﾞﾚｲｽﾞﾃﾞ
ﾙを称えるものです｡ﾏｳｲ島に咲くﾛｰｽﾞﾗﾆの花は､この才
能豊かな男性を象徴していました｡音楽を通じて広が
る彼の思いを､彼のﾎｰﾑ・ｱｲﾗﾝﾄﾞに咲く花の香りが漂う
様にたとえています｡ （４７）
フラ・アウアナ 上級
イワラニ・カリマ
"ｶ・ﾋﾅﾉ・ｵ・ﾌﾟﾅ"
ﾊﾜｲ島ﾌﾟﾅに咲くﾋﾅﾉの花をﾓﾁｰﾌに歌ったｶｲﾅﾆ・ｶﾊｳﾅｴﾚ
の詩です。燃え上がる思慕を燃え盛るﾍﾟﾚの炎に重ね、
美しいﾊﾗの木やﾋﾅﾉの花も描写しています。このｼﾝｶﾞｰ
ｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰはｸﾑ ｲｳｧﾗﾆのゆったりとした動きが好きだと
も語っています。このﾒﾚはｶｲﾅﾆのCD “Na`u `Oe.”か
らのﾅﾝﾊﾞｰです。 （満席）

クラフト

クラフト

クラフト

オリ 中級
アンソニー・ラアカプアカワイラニ・
レンチャンコ
ｵﾘ (ﾁｬﾝﾄ) 中級
ﾁｬﾝﾄのﾏｽﾀｰからｵﾘのもう一段上を学びましょう。
このｸﾗｽでは 2 つのｵﾘを学びます。題目は“ﾏﾌﾟ・
ｶ・ﾊﾇ・ｵ・ｶ・ﾗｳｱｴ・ｲ・ｶ・ﾊﾟﾘ”と“ｵ・ｶﾗﾗｳ・
ｱｱﾗ・ﾎｰｲｴ”です。（２９）

ノーズ・フルート作製 オヘ・ハノ・イフ
カルビン・ホー
"オヘ・ハノ・イフ"
材料費$5
ｵﾍ・ﾊﾉ・ｲﾌは､数箇所に穴が開いた竹筒のﾊﾜｲｱﾝ・
ﾉｰｽﾞ・ﾌﾙｰﾄです｡他のﾌﾙｰﾄと同じく指を穴に当て
演奏しますが､口で空気を吹き込む代わりに鼻で
吹奏することで心に響く独特な音色を奏でます｡
このﾜｰｸｼｮｯﾌﾟでは、ﾉｰｽﾞﾌﾙｰﾄ界の第一人者である
専門家から､ﾊﾜｲｱﾝ・ﾃﾞｻﾞｲﾝを施したﾌﾙｰﾄの製作､ﾌ
ﾙｰﾄの歴史と物語り､吹き方､楽曲作りを学びま
す｡ （３９）

イプ・フラ 作製
マイク・コップ
"ｲﾌﾟ ﾌﾗ" (一層のひょうたんﾄﾞﾗﾑ)
材料費$30
一つのひょうたんからなるｲﾌﾟ ﾌﾗ､同様にｲﾌﾟ ｵ
ﾍ､あるいはｲﾌﾟ ﾍｹ ｵﾚとして知られているﾌﾗの
打楽器をﾊﾜｲ最高の楽器製作者の一人に教わり
ます｡上部部分を切り落とした一層のひょうた
んで作ります｡ｻｲｽﾞは中位で､25 ｲﾝﾁ(63.5cm)-28
ｲﾝﾁ(71.1cm)の状態のものです｡ （４９）

フラの為のウクレレ
ノエラニ・マーホエ
"ﾌﾗの為のｳｸﾚﾚを弾く"
現在､幅広く人気のあるｳｸﾚﾚの弾き方は､ｳｸﾚﾚのﾈ
ｯｸ部分を指で上下に速弾きしたり派手なﾋﾟｯｷﾝｸﾞ
法です｡これはｺｰﾄﾞをｽﾄﾗﾐﾝｸﾞする伝統的なﾊﾜｲｱﾝ
のｳｸﾚﾚではありません｡ｽﾄﾗﾑはﾌﾗ ｶﾋｺのｲﾌﾟのﾋﾞｰ
ﾄが基本で､ﾀﾞﾝｻｰ達をきちんとｻﾎﾟｰﾄする為に調
和し音が鮮明に残ることが必要です｡ﾌﾟﾗｽ音色が
素晴らしいこと!このﾜｰｸｼｮｯﾌﾟで教えるﾊﾜｲで最
も有名なﾐｭｰｼﾞｼｬﾝ兼指導者の一人にｽﾄﾗﾑの弾き
方を習いましょう｡ｳｸﾚﾚをご持参下さい｡参加条
件はｳｸﾚﾚ演奏経験有る方です。
（３０）

ラウハラ・ウェービング・ブレスレット
イポラニ・バーガン
"ﾗｳﾊﾗ・ｳｪｰﾋﾞｨﾝｸﾞ・ﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ"
材料費$15
ｷﾞﾌﾄにも最適なﾌﾞﾚｽﾚｯﾄにする為に､ﾊﾟﾝﾀﾞﾅｽ・ﾂﾘｰ
のﾗｳ(葉)を使う二色のﾊﾜｲｱﾝ・ﾗｳﾊﾗからなるｳﾗﾅ・
ﾗｳﾊﾗを作りましょう!!素晴らしいぎざぎざ編み
のﾃﾞｻﾞｲﾝと伝統的な『ﾏｶ・ﾓｴﾅ』様式の編み方を
教わります｡これはﾏｳｲ島だけに伝わる『ｼｪﾌﾞﾛﾝ・
ﾃﾞｻﾞｲﾝ』をこのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟで初めて教える試みで
す｡教材一式は全ての受講者に$15 で提供します｡
追加の素材ｷｯﾄはｸﾗｽの終了時に購入していただ
くことになるでしょう｡ （４０）

ブレスレット・クエペ レイ・メイキング
エインズリー・ハレマヌ
"ﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ・ｸﾍﾟｴ"
材料費$15
ﾊｸもしくは伝統的な編み込みの手法で作製しま
す｡ﾌﾗ・ﾀﾞﾝｻｰのﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ 『ｸﾍﾟｴ』は多種の素材
を用いることができます｡裏打ちや糸で巻き付
ける必要がなく､植物を編んだりﾊｸ(縛る)の技
術を習います｡この効果的な方法なら植物を摘
み取った時その場で作製でき､同様にﾈｯｸやﾍｯ
ﾄﾞ・ﾚｲにも応用が利きます｡ （５０）

5 月 12 日(土)
8:00～10:00

10:30～12:30

14:00～16:00

＊各クラスの（

）内の数字がクラス番号となります。

1 月 31 日現在

5 月 13 日(日)
8:00～10:00

10:30～12:30

14:00～16:00

セミナー

セミナー

セミナー

クムフラ イオラニ・ルアヒネへの賛辞
フラ・プリザベーション・ソサエティー
（フラ保存協会）
並外れた才能の持ち主であるｸｲﾆｰ ﾍﾞﾝﾁｭﾗ・ﾄﾞｳｾｯﾄが忘
れがたいｸﾑについてのお話を聞かせます。いくつかの
ﾋﾞﾃﾞｵ上映には2010 年のｱﾝﾃｨ ｸｲﾆｰや晩年のｸﾑ ｱﾝﾃｨ ｲｵ
ﾗﾆの様子をお送りします。是非ｱﾝﾃｨ ｸｲﾆｰに会いに来ま
せんか？ﾌﾗ保存会の提供でお送りいたします。

生草花装飾品の作り方
エインズリー・ハレマヌ
このｾﾐﾅｰではｸﾑ ｴｲﾝｽﾞﾘｰがﾌﾗに使う装飾品の知識につい
て経験やﾉｳﾊｳを交えてお話しします。ｽﾋﾟﾘﾁｭｱﾙな儀礼や
環境に対する配慮、適度な量や種類、材料の購入方法、
そして装飾品の保管の仕方などにも触れて説明します。

ソング・オブ・メイ・フラワーズ
クウイポ・クムカヒ
ｱｳｫｰﾄﾞ受賞者でﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ｱｰﾃｨｽﾄ兼作曲家の指導の下
で花を祝福する歌を学び演奏するｸﾗｽにご参加下さい｡
ﾊﾜｲｱﾝ ・ｿﾝｸﾞには数え切れないほどの花についての歌
があり､花はたびたび､愛する人に例えられます｡ﾊﾜｲｱﾝ
の生活や詩においての花の重要性を説明します｡
ｳｸﾚﾚを持参して演奏しながら歌いましょう!
(必須ではありません) （７１）

フラ ワークショップ

フラ ワークショップ

フラ ワークショップ

フラ・カヒコ 初級
サリー・ヨザ
"ﾚｲ・ﾉ・ﾘﾘｳｵｶﾗﾆ"
これはｱﾝﾃｨ ﾏﾘｱ ｸﾚｲﾊﾞｰによって書かれました。
このﾁｬﾝﾄでは “ｱﾋ ﾌﾟｱ ｴ ｸｳ ﾗﾆ ｴ”-「おお！貴い花、
わたしの最愛なる」と表現しており、ｸｲｰﾝ ﾘﾘｳｵｶﾗﾆが
ﾊﾜｲの子供達にとって多くの功績を残した女王を謳っ
ています。女王が亡くなった後世にもその時代の栄誉
が語り継がれ、こんにちにもﾊﾜｲの英雄として親しまれ
ています。
（満席）

フラ・カヒコ 初級
ヒイレイ・マックスウェル・ジュアン
"ｶ・ﾌﾟｱ・ﾛｹ・ｵ・ﾏｳｲ"
道具:ｼﾝｸﾞﾙ・ｲﾌﾟ
これはｸﾑ・ﾋｲﾚｲの母であるﾆﾅ・ﾏｯｸｽｳｪﾙによって書かれ、
ﾏｳｲのｸｨｰﾝ・ｶｱﾌﾏﾇとﾛｷﾗﾆの花を比べたﾁｬﾝﾄでﾈｰﾐﾝｸﾞの由
来ともなっています。このﾒﾚはﾉﾎ（座った姿勢）でのﾌﾗ
でｼﾝｸﾞﾙ・ｲﾌﾟを使用します。
（６２）

フラ・カヒコ 初級
シャリー・レッカ
"ﾌﾟｱ・ﾊｳ・ｵ・ﾒﾚｶ "
このﾁｬﾝﾄはｶﾒﾊﾒﾊ II 世の第三の妻であるｳﾞｨｸﾄﾘｱ・ｶﾏﾏ
ﾙに捧げたものです。ｸｲｰﾝを “ｶ・ﾌﾟｱ・ﾊｳ・ｵ・ﾏﾚｶ”
（アメリカの白い雪の蕾）と表し彼女が夫と共にﾅｲｱｶﾞ
ﾗの滝やﾛｼｱ､ｱｼﾞｱ､ついにはｲｷﾞﾘｽ等世界中を旅した話
をしています。歌の中ではにどこにいるの？と問いか
けていますが、彼女と夫は道中難病はしかに罹り惜し
くも亡くなってしまったことを嘆いています。

（満席）

（５１）

フラ・カヒコ 中級～上級
リリノエ・リンジー
"ﾉ・ﾙﾅ・ｴ・ｶ・ﾊﾚ・ｶｲ・ｵ・ｶ・ﾏｱｴｳﾞｧ"
ﾍﾟﾚとﾋｲｱｶの神話に基づかれています。力強さの象徴でも
あるﾋｲｱｶが海を渡るために女神に海を鎮めてもらえるよ
うに頼みに行きますが、それがﾍﾟﾚの怒りにつながる様子
を描写しています。
（５３）
フラ・アウアナ 初級
カレ・パーワイ
"ｶ・ﾌﾟｱ・ ｴ"
『花はいたるところに｡ﾊﾜｲの島々の隅々に咲いていま
す!』これは5 月を祝うのにﾋﾟｯﾀﾘな歌で､ところどどこ
ろにそのことが歌われています｡活気に溢れたﾌﾗを踊
りたくなります｡ （５４）

フラ・カヒコ 中級～上級
トワィラ・メンデス
"ｴ・ﾎｲ・ｹｱﾛﾊ・ｲ・ﾆｲﾊｳ』"
ｸｲｰﾝ・ｶﾋﾟｵﾗﾆに捧げられた歌で「ﾆｲﾊｳに愛は戻る」と歌
われています。ﾆﾎｱやｶｳｱｲの隣の小さな島ﾆｲﾊｳのｼﾝﾎﾞﾙで
ある神秘の水に棲むﾊﾟｵｵ・ﾌｨｯｼｭやパンの木、土から掘り
出されたｼｭｶﾞｰ・ｹｲﾝなどが描かれています。
（６３）
フラ・アウアナ 初級
カレン カオフラニ アイウ
”ﾌﾟｱ・ｵ・ｶ・ﾏｶﾊﾗ”
この歌はｸﾑﾌﾗ ｱﾝﾃｨ・ﾋﾞｯｷｰを祖母に持つ作曲家ｹｲﾃｨ・ｽﾃｨ
ｰﾌﾞﾝｽ・ｲｲによって 1916 年に作られました。彼女が家族
と住んでいたﾜｲﾒｱの家の車道にはﾏｶﾊﾗの生垣がありその
情景を描写しています。若い恋人が裕福層への魅力に捕
らわれ、だんだんと相手との関係がうまくいかなくなる
様を描いています。
（６４）

フラ・アウアナ 中級
トレーシー・ファリアス・ロペス
フラ・アウアナ 中級
"ﾋﾟｶｹ・ｵﾅｵﾅ"
カピオラニ・ハオ
ﾋﾟｶｹ・ｵﾅｵﾅとは親愛なる友人という意味でｶｲﾎﾟ・ﾊﾚによって
"ｶ・ｴﾊ・ｹ・ｱﾛﾊ"
ﾌﾗﾝｸ・ｶﾌﾟｵｶﾗﾆ・ﾋｭｰｴｯﾄにより作詞作曲されたこの歌は 作られました。ﾋﾟｶｹとは貴重なつぼみでこのﾒﾚでは「僕の君
（満席）
神話に基づいて作られました。ﾏｳﾅｹｱに住む雪の女神、 を想う気持ちを現す花」と真の愛を表しています。
ﾎﾟﾘｱﾌ。ｶｳｱｲのﾁｰﾌであるｱｲｵﾋｸﾌﾟｱとの恋に破れた彼女 フラ・アウアナ 中級
の切ない気持ちを歌っています。ｼｮｰﾝ・ﾅｱｳｱｵの歌と同 ポハイ・スーザ
名のCD よりの選曲です。
( 満席 )
"ｳﾞｪﾘﾅ・ｵｱﾌ"
このﾒﾚはﾛﾊﾞｰﾄ・ｶｼﾞﾒﾛとﾚｲｰﾅｱﾗ・ｶﾗﾏ・ﾊｲﾈとｳｪｲﾝ・ﾁｬﾝｸﾞ
フラ・アウアナ 中級
の３人によって作られました。
この３人のｸﾑ ﾌﾗをﾊﾜｲの美
カレイカアプニ・”ハーモニー”
・ブライター
しい花達にたとえています。
（６６）
"ﾌﾗの表現方法"
フラ・アウアナ 中級
手と目の動きに焦点を当てたﾌﾗの表現法を学びます｡
イワラニ・カリマ
（５６）
"ﾌﾟｱ・ﾚｲ・ｱﾛﾊ"
フラ・アウアナ 中級
作者のﾋﾞﾙ・ｱﾘｲｵｱ・ﾘﾝｶｰﾝが愛する恋人に捧げた愛の歌で
ドディー・ホームズ&ジョン・アイウォヒ
詩にある花やﾚｲは愛する恋人にたとえて歌っています。
"ﾚｲ・ﾛｹﾗﾆ"
ﾁｬｰﾙｽﾞ・E・ｷﾝｸﾞによって書かれたこの歌はﾏｳｲのﾛｹﾗﾆ 歌い手や踊り手が優しい声や目線でお互いに愛の表現を
の花の香りも美しさも愛しみ、最高のﾚｲを身に着けの します。このﾒﾚはﾅ・ﾊﾟﾗﾊﾟﾗｲのCD “Ke Ala Beauty”か
らの選曲です。
（６７）
を誇りに想うことが描かれています。ｱﾝﾃｨ ﾏｲｷ・ｱｲｳﾚｲｸによって振り付けされた踊りは優しいですがｼﾝﾌﾟﾙ
フラ・アウアナ 上級
であるがゆえに難しいﾌﾗであると言えるでしょう。
リリノエ・リンジー
（５７）
"ﾌﾟｱ・ｱﾋﾋ"
フラ・アウアナ 上級
この曲はﾒｱﾘｰ・ｶｳﾞｪﾅ・ﾌﾟｸｲとﾏﾃﾞｨｰ・ﾗﾑがｸﾑﾌﾗ ｱﾝﾃｨ・
ヒイレイ・マックスウェル・ジュアン
ﾏｲｷ・ｱｲｳに恋をした音楽家ｶﾊｳｱﾇ・ﾚｲｸにﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄし、ｱﾝﾃｨ・
"ｸｳﾚｲ・ｱｳﾞｧﾌﾟﾋ・ﾒﾚﾒﾚ"
ﾏｲｷに歌のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄをさせた名曲です。
このﾒﾚは愛は時には愛しい人をも置き去りにする、ｱｳﾞ ｱﾋﾋはﾚﾌｱ科の植物でﾇｳｱﾇﾊﾟﾘの最高峰ﾗﾘﾌﾘに多く生息し
ｧﾌﾟﾋ・ｼﾞﾝｼﾞｬｰを濡らす小雤のようにという描写で離れ ている低木です。このｸﾗｼｯｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞはﾀﾞﾝｻｰ達のﾌｪｰﾊﾞﾘｯﾄ
去った恋人を想う気持ちを歌っています。もし会えた ﾚﾊﾟｰﾄﾘｰとなるでしょう。
（６８）
ら甘くせつない抱擁を交わしたいという願いがこめら
れています。
（５８）

（７２）
フラ・カヒコ 中級～上級
ポハイ・スーザ
"ｶｸﾋﾍｳﾞｧ"
これは英雄の王様ｶｸﾋﾍｳﾞｧを歌っています。彼が生まれ
た時のことを歌った、詩の中にはﾌﾟｱ・ｺﾒﾗやｶﾒﾘｱそし
てﾜｲｱﾅｴのﾏｲﾚ・ﾗｳ・ｲﾘｲﾘやﾍﾚﾏﾉのﾚﾌｱについても描かれ
ています。
（７３）
フラ・アウアナ 初級
トレーシー・ファリアス・ロペス
"ｸｳ・ﾚｲ・ｱｳﾞｧﾌﾟﾋ"
ﾛｲｱﾙ・ﾊﾜｲｱﾝ・ﾊﾞﾝﾄﾞで有名な歌手ｱｰﾋﾞｰ・ｺﾝｸﾞ・ｳｨﾙｿﾝ
の作品です。このﾒﾚでは緑々としたﾇｳｱﾇ渓谷のﾚｯﾄﾞ・
ﾚﾌｱ・ｱﾋﾋとｲｴﾛｰ・ｼﾞﾝｼﾞｬｰをﾃｰﾏにしています。
（満席）
フラ・アウアナ 中級
ティアレ・ノエラニ・チャン
"ｶ・ﾚﾌｱ・ﾌﾟﾉﾉ"
ｶﾘｺﾘﾊｳ・ﾊﾅｽ・ﾊﾟｲｸの曲です｡花やかな若い女性のよう
に美しく開花したﾚﾌｱの中から最も綺麗な花を小鳥の
群れが探し出します｡これは“Alea’s”のCD
『Kaulupono』からのﾒﾚです｡ （満席）
フラ・アウアナ 中級
ｻﾘｰ ﾖｻﾞ
"ｼﾞﾝｼﾞｬｰ・ﾌﾞﾛｯｻﾑ"
このﾗﾌﾞ ｿﾝｸﾞはﾅﾀﾘｰ・ｱｲ・ｶﾏｳｳ作曲で、彼女の夫であ
るｲｵﾗﾆに捧げるﾒﾚです。彼の大好きなｼﾞﾝｼﾞｬｰ・ﾚｲをこ
とあるごとにﾅﾀﾘｰに愛をこめて送っていたのを詩にし
ました。彼女自身のCD“I”からのﾅﾝﾊﾞｰです。
（７６）
フラ・アウアナ 中級
エイプリル・チョック
"ｱ・ﾏｲﾚ ・ﾚｲ・ﾌｵｰ ・ﾕｱ・ﾍｱｰ"
葉の装飾品としてはもっとも有名であるﾏｲﾚの特有な
匂いをも思い起こさせるﾉｰﾏﾝ・ｹｲ作曲のﾒﾚです。ﾏｲﾚ・
ﾚｲは優しさから出た甘いｱﾛﾊと描写されています。ｷｬﾚ
ﾝ・ｹｱｳﾞｪﾊﾜｲのCD “Songs of Old Hawaii, Vol. 1”
からのﾅﾝﾊﾞｰです。 （７７）
フラ・アウアナ 上級
アウケレ・シアンコ
"ｱﾛﾊ・ｲｱ・ﾉ・ｵ・ﾏｳｲ"
“愛おしいﾏｳｲよ。
”ﾊﾞﾗや美しい花々の花冠で着飾ったｼｪ
ﾌ・ﾋﾟｲﾗﾆを讃えるﾒﾚでｱﾘｽ・ｼﾞｮﾝｿﾝによって作られました。
ﾏｳｲの美しい情景ｶﾌﾙｲ港、ｲｱｵ川、ﾊﾚｱｶﾗ山そしてそれらを
取り巻く街道等を情緒豊かに表現しています。
（７８）

クラフト

クラフト

クラフト

ウリウリ パート 2
マイク・コップ
"ｳﾘｳﾘ』"(羽毛で覆われたﾘｽﾞﾑ楽器) ﾊﾟｰﾄ 2
ｳﾘｳﾘの仕上げ｡金曜日のﾊﾟｰﾄ 1 で製作したものをご持
参ください｡（５９）

ティーリーフ・スカートメイキング
シャーリーン・カラエ・キャンベル
ﾃｨｰﾘｰﾌ・ｽｶｰﾄ-ﾒｲｷﾝｸﾞ "ﾊﾟｳﾗｲ・ｻﾝﾌﾟﾗｰ"
材料費$20
ﾃｨｰﾘｰﾌの芯を抜き､準備をしてからいくつかの技法に沿
って結んでいくという伝統に忠实でﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙなﾊﾟｳﾗｲ
作成法を習います｡ 50 枚の葉からなる作品は今後の参考
の為に乾かして保存する事が出来ます｡これらの手法か
ら､ｽｶｰﾄはしなやかに揺れ動くと共に､長時間の激しい踊
りにも十分に対応し､くるくる回っても裂けたり解れた
りしません｡ﾃｨｰﾘｰﾌはﾊﾜｲから新鮮な状態でどこにでも配
送可能です｡ （満席）

イプ・ヘケ作製 パート2
マイク・コップ
"ｲﾌﾟﾍｹ"(二層のひょうたんﾄﾞﾗﾑ) ﾊﾟｰﾄ 2
二層のひょうたんからなるﾄﾞﾗﾑのｲﾌﾟ ﾍｹを仕上げま
す｡金曜日のﾊﾟｰﾄ 1 で製作したものをご持参ください｡

オリ 初級
クウアロハヌイ・カウリア
"ｵﾚﾛ・ﾊﾜｲ" (ﾊﾜｲ語)
ﾊﾜｲ語入門｡（６０）

オリ 中級
クウアロハヌイ・カウリア
"ｵﾚﾛ・ﾊﾜｲ" (ﾊﾜｲ語)
ﾌﾗにおけるﾊﾜｲ語のｸﾗｽです｡ﾌﾗ ﾐｭｰｼﾞｯｸとﾁｬﾝﾄで耳にする
ﾌﾚｰｽﾞとｷｰﾜｰﾄﾞに焦点を当てます｡歌の中でよく使われる
ﾊﾜｲｱﾝの言葉の意味を理解し知ることを学びます｡

（満席）
編み込み式ネックレイ
エインズリー・ハレマヌ
"編み込み式ﾈｯｸ ﾚｲ"
材料費$40
ﾊｸもしくは伝統的な編み込みの手法で作製するあざや
かなﾚｲは､多種の素材を用いることができます｡裏打や
糸で巻き付けたり縫う必要がなく植物を編んだりﾊｸ
(縛る)の技術を習います｡この効果的な方法なら植物
を摘み取った時その場で作製でき､同様にﾈｯｸやﾍｯﾄﾞ ﾚ
ｲにも応用が利きます｡（８０）

（７０）

5 月 13 日(日)
8:00～10:00

10:30～12:30

14:00～16:00

