
Hotline (Information) ホットライン　ホットライン　ホットライン　ホットライン　(808)833-3378(FEST)       www.honolulufestival.com時間時間時間時間 団体名団体名団体名団体名 演目演目演目演目 時間時間時間時間 団体名団体名団体名団体名 演目演目演目演目10:15-10:30 菊染瑛社中 琴 10:15-10:30 HAENYEO in Us (Jeju National University) 韓国舞踊10:35-10:50 JARAN ABORIGINAL AND TORRES STRAIT ISLANDER DANCE COMPANY アボリジニ　ダンス 10:35-10:50 Alaska Native Heritage Center Dancers アラスカ　ダンス10:55-11:10 くまモン くまモン体操 10:55-11:10 NHK水戸文化センター　こまき恵ABCアカデミーフラ教室 フラ11:15-11:30 11:15-11:30 DANCE JUNCTION HAWAII ダンス11:35-11:50 11:35-11:50 ヴィオリラ　フレンズ ヴィオリラ演奏11:55-12:10 フラ　オハナ　カプア　イビ フラ 11:55-12:10 Soul Splash Crew ダンス12:15-12:30 フレスカリア オペラ 12:15-12:30 日本音楽高等学校 ミュージカル12:35-12:50 國學院大學栃木高等学校 ダンス 12:35-12:50 スタジオ　ダンス　アライブ① ジャズ、ヒップホップ12:55-13:10 専門学校　東京ビジュアルアーツ　ダンス学科 ダンス 12:50-13：05 スタジオ　ダンス　アライブ② ジャズ、ヒップホップ13:15-13:30 髙﨑　裕士 三味線 13:10-13:25 ハワイ雅楽研究会 舞と演奏13:35-13:50 Hawaii Taiwanese Association of America ダンス 13:30-13:40 北摂チアリーディングクラブ　DEARS チアリーディング13:55-14:05 Hula o Hokkaido～EAST～ フラ 13:45-14:00 Ryukyukoku Matsuri Daiko Hawaii 太鼓14:10-14:20 Hula o Hokkaido～WEST～ フラ 14:05-14:15 千葉花笠会　佐倉 花笠踊り14:25-14:40 4 U UKULELE 14:20-14:35 ハワイ韓国伝統音楽協会 韓国舞踊14:45-15:00 刀エクササイズ～AGE刃～  刀エクササイズ 14:40-14:55 清水康子と歌手の仲間たち シャンソン15:05-15:20 秋田市竿燈会  秋田竿燈15:25-15:40 すみだ花体操 花体操15:45-16:05 Chinagu Eisa Hawaii 太鼓10:15-10:30 Alaska Native Heritage Center Dancers アラスカ　ダンス 10:15-10:30 ながと不動太鼓 和太鼓10:35-10:45 ピカケ フラ 10:35-10:50 Hawaii Taiwanese Association of America ダンス10:50-11:05 円 杏寿 三味線 10:55-11:10 スタジオ　ダンス　アライブ① ジャズ、ヒップホップ11:10-11:25 菊染瑛社中 琴 11:10-11:25 スタジオ　ダンス　アライブ② ジャズ、ヒップホップ11:30-11:45 ステージ休憩 11:30-11:45 ステージ休憩11:50-12:05 HAENYEO in Us (Jeju National University) 韓国舞踊 11:50-12:05 ステージ休憩12:10-12:25 ながと不動太鼓 和太鼓 12:10-12:25 JARAN ABORIGINAL AND TORRES STRAIT ISLANDER DANCE COMPANY アボリジニ　ダンス12:30-12:45 不動太鼓みき 和太鼓 12:30-12:45 秋田市竿燈会 秋田竿燈12:50-13:05 Hawaii Shibashukai for Shamisen & Hauta/Kouta 三味線 12:50-13:05 マノア日本語学校 童謡13:10-13:25 13:10-13:25 和太鼓豆桜 和太鼓13:30-13:45 13:30-13:45 太鼓小僧 和太鼓13:50-14:05 いけばな草月流　ALT-22 　　　　　いけばな 13:50-14:0514:10-14:25 孝藤まりこ社中 日本舞踊 14:10-14:2514:30-14:45 Halla Huhm Korean Dance Studio 韓国舞踊 14:30-14:45 ステージ休憩14:50-15:05 民謡ぐるーぷ・雪っこ 津軽三味線15:10-15:25 いけばな草月流　ALT-22 いけばな15:30-15:4515:50-16:0516:10-16:25 Hawai'I Team Drum Line ドラム16:30-16:45 和太鼓豆桜 和太鼓16:50-17:05 太鼓小僧 和太鼓時間時間時間時間 団体名団体名団体名団体名 演目演目演目演目 時間時間時間時間 団体名団体名団体名団体名 演目演目演目演目10:05-10:20 ステージ休憩 10:05-10:20 着付け　前結び　さちこ 着物の着付け10:25-10:40 ステージ休憩 10:25-10:40 JARAN ABORIGINAL AND TORRES STRAIT ISLANDER DANCE COMPANY ダンス10:45-11:00 立命館大学　dig up treasure ダブルダッチ 10:45-11:00 喜久順会（きくよりかい） 日本舞踊11:05-11:20 ラウ・カウカニ ウクレレ 11:05-11:20 ホアヘレ　オ　クワナ フラ11:25-11:40 カ　パー　フラ　オ　ラアケア フラ 11:25-11:40 くまモン  くまモン体操11:45-12:00 鹿児島おはら祭踊り連 おはら節踊り 11:45-12:00 MCL専門学校グループ さんさ踊り12:05-12:20 渦の會 阿波おどり 12:05-12:20 すみだ花体操 花体操12:25-12:40 チーム　レガシー よさこい 12:25-12:40 ボンボ藤井とゆかいな仲間たち ウクレレ12:45-13:00 ステージ休憩 12:45-13:00 よさ恋人 よさこい13:05-13:20 花咲舞踊研究会 創作舞踊 13:05-13:20 アロハ・ケ・アーヌエヌエ・フラ・ポリネシアン フラ13:25-13:40 コマンソレイユと歌の仲間たち 歌 13:25-13:40 カヴェヒラニ フラ13:45-14:00 大正琴　G.Tanuki  大正琴 13:45-14:00 柏崎シニア合唱団 合唱14:05-14:20 メア　フラ　スタジオ フラ 14:05-14:20 よさ恋人 よさこい14:25-14:40 14:25-14:40 PEROOON ダンス14:45-15:00 14:45-15:00 Un Bijou ダンス15:05-15:20 下駄っぱーず 下駄タップ15:25-15:40 アロハピカケ　フラスタジオ フラ15:45-16:00 姉妹都市　茅ヶ崎　ちゃんばら　“えぼし” ちゃんばら16:05-16:20 カ・パー・クー・カウイオクゥプアレフア フラ16:25-16:40 ステージ休憩16:45-17:00 ステージ休憩17:05-17:20 The Wreck バンド17:25-17:40 健康体操　百寿グループ よさこい17:45-18:00 The Friends of the Jazz Peace Concert ジャズ時間時間時間時間 団体名団体名団体名団体名 演目演目演目演目 時間時間時間時間 団体名団体名団体名団体名 演目演目演目演目10:05-10:15 コークアロハ フラ 10:05-10:20 カヴェヒラニ フラ10:20-10:25 フィ　オ　ナ　プア　マカマエ フラ 10:25-10:40 濱松孝行・山本悠尋・高橋健介 歌10:30-10:45 The Sounds Of Aloha Barbershop Chorus コーラス 10:45-11:00 Kupuna Islanders ウクレレ10:50-11:05 ホアヘレ　オ　クワナ フラ 11:05-11:15 上原まき　フラスタジオ フラ11:10-11:25 ピカケ　レイラニ　フラ　ハーラウ フラ 11:20-11:35 大正琴　G.Tanuki 大正琴11:30-11:45 アロハピカケ　フラスタジオ フラ 11:40-11:55 コマンソレイユと歌の仲間たち 歌11:50-12:00 東邦ハートブレーカーズ バトントワリング 12:00-12:15 ハラウ　フラ　オ　リリアナ フラ12:05-12:20 フラ　オ　ポハイ　ケ　アロハ フラ 12:20-12:35 円 杏寿 三味線12:25-12:40 下駄っぱーず 下駄タップ 12:40-12:55 斎藤真弓　エンゼル・バトン・スタジオ バトントワリング12:45-13:00 姉妹都市　茅ヶ崎　ちゃんばら　“えぼし” ちゃんばら 13:00-13:10 ハラウ　フラ　オ　モアニケアラ フラ13:05-13:15 アヴァプヒ・フラ・ジョイ フラ 13:15-13:25 フラスタジオ　プアメリア フラ13:20-13:35 健康体操　百寿グループ よさこい 13:30-13:45 フラサークル・ホアヘレ フラ13:40-13:55 太田紀美子とザ・バーズ ハワイアン演奏 13:50-14:05 NHK水戸文化センター　こまき恵ABCアカデミーフラ教室 フラ14:00-14:10 マコ　フラスタジオ フラ 14:10-14:25 スタジオ　ダンス　アライブ① ジャズ、ヒップホップ14:15-14:30 PEROOON ダンス 14:25-14:40 スタジオ　ダンス　アライブ② ジャズ、ヒップホップ14:35-14:50 Un Bijou ダンス 14:45-15:00 The Wreck バンド14:55-15:10 Hula Halau Ka Makanimoe フラ15:15-15:30 ジャグてっく ジャグリング15:35-15:45 上智大学応援団チアリーディング部　EAGLES チアリーディング15:50-16:00 北摂チアリーディングクラブ　DEARS チアリーディング16:05-16:20 チーム　レガシー よさこい16:25-16:35 Meguhula　Team フラ16:40-16:55 立命館大学　dig up treasure ダブルダッチ17:00-17:15 清水康子と歌手の仲間たち シャンソン17:20-17:35 カ　パー　フラ　オ　ラアケア フラ17:40-17:55 共立女子大学フラダンスサークル　Hula o Naopio フラ18:00-18:15 わけべのりこ　フラスタジオ フラ18:20-18:35 渦の會 阿波おどり18:40-18:55 ラウ・カウカニ ウクレレ19:00-1915 姉妹都市　茅ヶ崎　ちゃんばら　“えぼし” ちゃんばら19:20-19:35 花咲舞踊研究会 創作舞踊

2015年年年年2月月月月26日現在日現在日現在日現在3月7日　（土）3月7日　（土）3月7日　（土）3月7日　（土） ハワイコンベンションセンターハワイコンベンションセンターハワイコンベンションセンターハワイコンベンションセンター 3月8日　（日）3月8日　（日）3月8日　（日）3月8日　（日）

3月7日　（土）3月7日　（土）3月7日　（土）3月7日　（土） 3月8日　（日）3月8日　（日）3月8日　（日）3月8日　（日）

3月8日　（日）3月8日　（日）3月8日　（日）3月8日　（日）3月7日　（土）3月7日　（土）3月7日　（土）3月7日　（土）

アラモアナ・センターアラモアナ・センターアラモアナ・センターアラモアナ・センター
平井大&ALEXXX 歌手

お祭り広場ステージお祭り広場ステージお祭り広場ステージお祭り広場ステージ

ふれあいステージふれあいステージふれあいステージふれあいステージ
盆ダンスタイム

ワイキキビーチウォークワイキキビーチウォークワイキキビーチウォークワイキキビーチウォーク
盆ダンスタイム

ふれあいステージふれあいステージふれあいステージふれあいステージ

お祭り広場ステージお祭り広場ステージお祭り広場ステージお祭り広場ステージ

盆ダンスタイム

マウイ御輿披露 御輿発表
すべてのイベントスケジュールは予告なく変更となる場合があります。第21回

* * * * 花火見物には花火見物には花火見物には花火見物にはFMFMFMFMラジオをお持ちください。ラジオをお持ちください。ラジオをお持ちください。ラジオをお持ちください。FMFMFMFMステーションステーションステーションステーション Hawaiian 105 KINEHawaiian 105 KINEHawaiian 105 KINEHawaiian 105 KINEより花火に合わせて音楽が流れます。より花火に合わせて音楽が流れます。より花火に合わせて音楽が流れます。より花火に合わせて音楽が流れます。* * * * パーキングは限られていますのでお早めにご来場ください。パーキングは限られていますのでお早めにご来場ください。パーキングは限られていますのでお早めにご来場ください。パーキングは限られていますのでお早めにご来場ください。* * * * 花火の打上げは当日の天候により中止になる場合があります。花火の打上げは当日の天候により中止になる場合があります。花火の打上げは当日の天候により中止になる場合があります。花火の打上げは当日の天候により中止になる場合があります。
◆午後◆午後◆午後◆午後4444時時時時30303030分～分～分～分～8888時時時時((((予定予定予定予定))))ワイキキの夜空にワイキキの夜空にワイキキの夜空にワイキキの夜空に長岡長岡長岡長岡((((新潟県新潟県新潟県新潟県))))の花火があがる！の花火があがる！の花火があがる！の花火があがる！グランドパレード（カラカウア通りグランドパレード（カラカウア通りグランドパレード（カラカウア通りグランドパレード（カラカウア通り))))◆午後◆午後◆午後◆午後8888時時時時30303030分～分～分～分～((((予定予定予定予定))))3333月月月月8888日日日日((((日日日日))))の夜はワイキキへ！の夜はワイキキへ！の夜はワイキキへ！の夜はワイキキへ！


