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「カ フラ ホア」へご出演の皆さま

2022年10月吉日

改めましてこの度は「第30回 カ フラ ホア」へご出演くださり、心より御礼を申し上げます。
多くの皆さまにご参加頂けますことを心より感謝いたしております。
新型コロナの感染者数もようやく落ち着きを見せ、様々な規制が緩和されて日常の活気が
戻りつつある中で、皆さまと共にフラを楽しめるイベントを開催できる喜びを強く感じて
おります。

いよいよカ フラ ホア開催日も近づいて参りました。遅くなりましたがご出演に向けて最終
のご案内を送らせて頂きますので、お目通しください。
不明点やご質問がおありの際は、事務局へお気軽にご連絡ください。
また、今開催も新型コロナウィルス感染予防対策を講じての開催となりますので、
皆さまにおかれましても、何卒、ご理解、ご協力の程、お願い申し上げます。

なお今回、ついに 3年振りにフラアンバサダーとして、
クムフラ メリア・ローベンスタイン・カーター氏をお迎えすることが叶いました。
クムのステージやワークショップをはじめ、大人気のワンコイン・ワークショップも復活
です！是非、ハワイからの風を感じてください。
また、ご出演前後もステージ観賞や各種ワークショップやショッピング、屋外デッキでの
バンドさんの生演奏で踊る “ カニ カ ピラ ” などにもご参加頂き、お仲間と楽しくお過ごし
ください。

当日、皆さまとお目に掛かれますことを楽しみに会場にてお待ちいたしております。
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第30回 KA HULA HOA 当日のご案内

会場 ： 横浜大さん橋ホール（横浜港大さん橋国際客船ターミナル）
神奈川県横浜市中区海岸通1-1-4

最寄駅 ： みなとみらい線「日本大通り駅」下車、徒歩 約7分（3番出口）

お問合せ先：カ フラ ホア事務局 045-511-8418



第30回 KA HULA HOA
当日のご案内

2022年10月22日・23日開催
於：横浜大さん橋ホール

カ フラ ホア事務局
〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1-11-1-1F
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【入場制限について】

新型コロナウィルス感染予防対策として、大さん橋ホールでは現在も会場内の
入場者数の制限が講じられています。
入場者が制限数に達した場合、ご入場をお待ち頂くことがあります。
予め、ご了承くださいませ。

※出演が近いダンサーを優先します
※出演までの時間に余裕がある場合は、お待ち頂くことがあります。

何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。



ご出演後は、他のハーラウやグループによるフラの鑑賞、
屋外デッキでのカニ カ ピラへも是非、ご参加ください！
お買い物や各種ワークショップへのご参加など、「KA HULA HOA」を存分に
お楽しみください！

パフォーマンス終了後
・ステージを降りた後、すぐにマスクを着用

※マスクは事務局で用意しますが、複数曲出演の方は下記をご参照ください。
・記念撮影(撮影無料、後日販売）
・お荷物置きエリアへ ⇒ 荷物をピックアップ ⇒ 更衣室へ
・お着替え終了後は、会場側の出口より退出

※お預かりした音源は更衣室出口横のカ フラ ホアブースにて返却します。

出演待機スペースが空きましたら、ステージエリアへご案内
・他のグループとの過密、密接を防ぐため、出演待機スペースには

出演直前のグループのみのご案内となります。
・スタッフがお声掛け・誘導
・パフォーマンス時にマスクを外して踊られる場合は、ステージへ

上がる直前にマスクを所定のゴミ箱に廃棄

【当日受付～出演～退室までの流れ】
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検温、体調チェック、手指の消毒終了後
ご出演時間の約40分前に、受付にて代表者さまがチェックイン
・エントリー内容の最終確認
・エントリー曲順に録音された音源（CD）をお預かり
・人数の確認（変更等は、受付時にお知らせください）

※当日の混乱を避けるため、人数変更がある際は、前もって
お知らせ頂けると助かります。

・受付完了後、更衣室の状況を確認の上、順次、ご案内

お着換え～出演待機
・更衣室の利用時間は、お一人5分（お着替えのみ）。
・お着替え終了後、お荷物置きのエリアへ

※貴重品の管理は各グループ内にて協力し合い、管理を行ってください。
・出演時間の20分～15分前になりましたら、メイクエリアへ

※ご出演前の最終メイクチェック

ご出演案内KA HULA HOA 当日のご案内
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*** マスクに関するお願い ***
ステージ終了後のマスクは、事務局にて用意しておりますが、複数曲出演の方はその度にマスク
を使用されてしまいますと数が不足してしまいます。複数曲踊られる方はその分のマスクをご自
身で用意頂くか、待機時の会話はなさらないよう、何卒、ご協力をお願いいたします。



ステージサイズ ： 横幅 14.4m×奥行き 4.8m、高さ 90cm （両サイドに数段の階段設置）
サブステージ ： 横幅 15m×奥行き 3.6m（高さは会場床面と同じ）

※サブステージは、メインステージ前に設置する客席と同じ高さに設けた
スペースです。

・ ステージ上には中央位置より1m間隔にて印をお付けしています。
・ ステージは上手から下手への一方通行（厳守）となります。

※ 客席より、向かって右から左への流れ（注）ステージの後ろは移動できません。
・ リハーサルはありません。グループ毎に、立ち位置を確認することもできません。
・ 今開催での早替えは、感染予防対策を最優先させて頂くため、できる限りお避けくださる

旨をお願いしています。事前にお打合せができていない場合の対応は、一切できません。
※当日のお申出には対応ができません。事前に必ずご相談ください。
※早着替えのテントのご利用は、最大5名までとなります。
※ご利用の際は、必ずご自身でマスクをご用意の上、着用してください。

＜ステージ上の人数について＞
本年については、ステージ上の人数制限を設けませんが、できる限り過密状態を避けての
並びにご協力ください。

※ダンサーとダンサーの間隔を保ってください。
※人数が多い場合は、動きのあるフォーメーションはできるだけお避けください。
※飛沫感染予防のため、カヘアは代表の方1名程度にてお願いします。

【当日の受付について】
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■ 各日の受付開始時間は、22日は10:30AM～、23日は9:10AM～となります。
出演順に受付いたします。

■ 出演時間の40分前に受付にて代表の方にチェックインして頂きますが、大幅に遅刻
された場合は出演頂けないこともございますので、ご留意ください。

■ 来場時に検温、体調チェック、消毒を行わせて頂きます。
■ 代表者の方が受付を行っている間、ご出演者は事務局スタッフが待機、整列のご案内を

いたしますので、従ってください。
■ ご整列時は極力、出演者同士の会話を少なくしてくださるよう、ご協力ください。
■ 当日お預かりする音源は、CDをご用意ください。

※ エントリー曲順にまとめて録音してください。（出演後、返却いたします。）
※ 再生が可能であるかを事前に必ずご確認ください。
※ 使用するCD-Rは、「音楽用」の使用を強くお勧めいたします。
※ 本番時に万が一、“音源”の再生が不可能である場合に備え、オリジナル（原盤）等、

予備をお持ちください。提出CDの再生不可能な事例あり。
ご出演の際はステージまでお持ちください。*受付でもお預かりいたします

※ ご出演後、使用いたしました“音源”は、更衣室出口横のKA HULA HOAブースにて
返却しますので、お立ち寄りください。

* 返却は当日のみとさせて頂きます。

ご出演案内
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【ステージについて】



【お荷物について】
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【メイクエリアについて】

■ メイクエリアでは、出演前の最終チェック程度にて、ご協力ください。
■ 過密、密接回避のため、メイクエリアでのフルメイクはできません。

※予め、ご自宅を出る前にメイクやヘアスタイルのベース作りを行って頂けますよう、
何卒、ご協力をお願いいたします。

■ メイク最終チェックが完了次第、マスクを着用してください。
■ メイク室内での会話も極力、お避けください。
■ 状況によりましては、一旦、メイク室から退出して頂くこともあります。

スタッフの誘導にご協力ください。

ご出演案内
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■ 荷物置きエリアにお荷物を置かれる際は、各グループ毎にまとめてください。
■ 荷物置きエリア内には、ご出演者（事務局にご申請頂いた同伴者 含）以外の立ち入りを

固くお断りいたします。※同伴者の方には「同伴者シール」をお渡しします。
■ 荷物置きエリアは施錠ができません。運営スタッフが巡回し、不審者の立入り等 注意を

払っております。※運営スタッフはスタッフＴシャツを着用しております。
■ 貴重品の管理にはくれぐれもお気を付けください。

※ステージに出演されない関係者へ貴重品をお預け頂くのが一番安全かと思われます。
※事務局では管理ができず、責任は負いかねますことをご了承ください。

【更衣室について】

■ 更衣室は頭上に覆いのない大きな更衣エリアを作り、全ての出演者の方にご利用頂き
ます。ご利用にあたっては、マスクの着用、検温、消毒が前提となります。

■ 人数を確認しながらご利用頂きます。入替え毎に、スタッフが内部を消毒いたします。

■ 更衣室内での会話はできるだけお避けください。
■ 更衣室はお着替えのみとなり、お一人5分にてお願いします。
■ 更衣室内に荷物を置いておくことはできません。お着替えが済んだ後は、荷物置き

エリアへご移動ください。

【出演時について】

■ 出演直前、ステージ横での待機時は他のご出演グループと一緒にならないように
いたしますので、少しお待ち頂くこともあります。ステージサイドへの移動も
スタッフが誘導します。

■ 待機時はマスクを外さないでください。出演直前に”マスク廃棄用のごみ箱”へお捨て
ください。

■ パフォーマンスが完全に終了された方は、必ず下手側にハケてください。
■ 下手に新しいマスクをご用意していますので、ステージから降りましたらマスクの着用

をお願いします。



■ 各日の会場オープン（一般入場）は、22日午前10:45、23日午前9:25です。
ご出演順が早いグループの方は22日 午前10時30分、23日 午前9時10分より会場へ
お入り頂けますが、ショップエリアなどへお入り頂くことはできません。

■ イベントのガイドラインなど、会場である大さん橋ホールへの入場人数制限が現在も
564名となっています。人数制限により、出演以外のご来場者は入場をお待たせする

可能性がございます。

■ 感染予防のため、観客席数を減少させることもございます。
また、立ち見の際は、密集、密接が発生しないよう、お隣との間隔をあけてください。

■ 会場内での飲食は、事務局が指定する場所のみ可能となります。屋外デッキでは可能
ですが、発生するゴミは放置せず、必ずご自身にて処理してください。

■ 会場内のゴミ箱は、会場内の飲食ブースにて購入されたものから発生するゴミ専用
です。※分別廃棄にご協力ください。
お持込みになられたお弁当などの空き容器やゴミは全てお持ち帰りください。
絶対に会場内（更衣室、メイク室 含）やトイレなどに放置しないでください。

■ 会場内の床材は木が用いられているため、素足での歩行時にトゲやケガの恐れがあり
ます。移動の際は十分にご注意ください。

※ステージ上は問題ありません。

■ 横浜大さん橋は公共施設です。「メイクエリア」以外での“お化粧”、公共の場での
“練習”は一般の方への迷惑になりますので禁止となっております。
特に大さん橋ホール外となる出入国ロビー側の化粧室でのメイク、お着替えはトラブル
の原因となりますので厳禁です。

■ 当日、出演前に練習をされるスペースの用意はありません。

■ ステージスケジュールや会場のショップ配置図を記載した無料配布 プログラムの
発行はいたしません。

※会場内にプリントしたものを掲示 または QRコードを設置しますので、
スマートフォンで読み取り、表示してください。

■今開催より、フラアンバサダーが復活いたします。
今回のフラアンバサダーであるクムフラ メリア・ローベンスタイン・カーターは、
1993年のメリーモナーク ミスアロハフラに輝いた美しいクム。
当日、クムが対面にて指導するフラ ワークショップを開催します。

今回のワークショップは会場の都合により少人数のレッスンとなりますので、クムより
しっかり学べるチャンスです！観る人を魅了する美しいフラを是非、習得してください。
受講された方へは、その日のレッスンを記録した映像データを後日、お渡しします。
また、大人気のワンコインワークショップも開催いたします。
是非、ご参加ください。
ワークショップの詳細は、カ フラ ホアのWebサイトにてご確認ください。

https://www.kahulahoa.com/event

【その他の注意事項 および ご案内】
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ご出演案内
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会場図面 ※更衣室～ステージ間の移動は、スタッフの誘導に従ってください。

ご出演案内

【その他のお知らせ】

■ 大さん橋の駐車場は台数に限りがあるためイベント当日は混雑も予想されます。
ご来場の際はかなりの余裕を持ってお越し頂くことをお勧めいたします。

※満車の場合、駐車場の空き待ちは出来ません。

■ 開催中の出店者、出演者、来場者のお怪我は応急処置を行いますが、その後の対応は
できかねます。 ※状況によりましてはこの限りではありません。
また、イベント損害保険にも加入いたしております。

（自己の過失によるケガ、物品の盗難・破損などは対象外）

■ 新型コロナウィルス感染状況、天災、人災などの不可抗力により開催が困難と判断
される場合、主催者（カ フラ ホア事務局）がイベントの中止 または 延期を決定します。
中止と判断された場合は必要経費を除いた出演料を返金いたします。

■ 横浜大さん橋ホールは、海抜15m～20m（建物の3～4階相当）に位置し、耐震構造と
なっています。地震・津波が発生した場合は館内の係員の指示に従っての行動をお願い
いたします。
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KA HULA HOA 当日のご案内



【会場内での写真撮影について ※重要】

6

カ フラ ホアの会場では、ステージの写真撮影は、著作権保護の観点 および プライバシー
保護と安全上の理由により、関係者以外の撮影を全面的に禁止させて頂いております。
近年、スマートフォンが普及し、写真撮影や動画撮影が安易にできるようになり、ルール
やマナーなど、約束をお守り頂けない方が大変多くなってしまったこと、容易にSNSや動
画サイトへアップすることが可能となり、延いては著作権保護に抵触する恐れも浮上して
いることが理由です。
更に、心ない考えを持つ方がステージ上のダンサー（特にケイキ）へ盗撮まがいの行為をし
ているとの情報も寄せられてきました。
このようなことからダンサーの皆さまやフラをお守りするためにも、ステージに向かって
の撮影は、全面禁止対応といたします。但し、ご出演のハーラウ、グループの関係者による
撮影は、別途、規定を定めておりますので以下の項目をご確認ください。
何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。

■ 出演ハーラウ、グループ関係者によるステージの撮影は2名様までのみ可能です。
※受付にてビブス（ベスト状の目立つ上衣）を貸出しいたします。撮影時には必ず

着用ください。着用頂けない場合は撮影中止とさせて頂きます。
※撮影は関係するハーラウのみ可能です。他のグループを撮影することはできません。

ビブスは色分けをして管理しています。出演が終了されましたら、速やかに撮影も
終了し、ビブスの返却にご協力ください。

※ビブスを着用されていれば、動画、静止画ともに撮影頂けます。
■ 三脚や一脚など、固定して使う物の使用は、他の方の迷惑となるため禁止いたします。
■ 会場内ステージ以外の撮影は制限しておりません。バックステージでの記念撮影など

自由に行って頂けますが、他の出演グループの皆さまの迷惑とならないよう、お願い
いたします。

■ 予め生徒の皆さま、ご家族、お友達へもこの旨をお知らせくださいますよう、お願い
いたします。当日に判明し、落胆される方やトラブルも軽減されると思いますので
何卒、ご協力をお願い申し上げます。

■ 当日は、メリーモナークや様々な雑誌、コンペなどで素晴らしい写真を撮り続けている
有名プロカメラマンが率いる「Foto-808」もステージでのパフォーマンス中の写真を
撮影いたします。
プロが撮影する活き活きとしたダンサーの皆さまの記念のお写真となりますので是非、
お求めください。お写真は後日、専用Webサイトにて販売いたします。

※購入方法が記載された用紙は、ご出演当日に配布いたします。

■ パフォーマンス終了後、整列して記念撮影を行っている際にグループの関係者による
カメラやスマートフォンを利用しての撮影はできません。ご了承ください。

■ また、ステージの映像につきまして、フラステージの映像に定評のある「Maxi Media」に
よる、４台のカメラを使った素晴らしい映像も販売しておりますので（ご案内は先日送っ
ております）、こちらもどうぞご利用ください。

ご出演案内
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