
‐    ハ ワ イ ア ン フ 土ス テ ィノツレ習 志 野 2022 習志野市市民文化祭

2022.11.6(日 )習志野文化ホール (12:00開場 12:30開演)×入場料 無料

出演 Halau

Hula()狂 aka フラ オ ラカ 井合  しずか

Halau o Ka Puamelia   Melia Hula Studio ハァラウ オ カ フ
゜
アメリア  メリアフラスタシ

・
オ 稲坂 真利子

Mea Hula O Kamalanal メア フラ オ カマラナイ 三枝 恵美子

Halau Hula o Pua Nani O Ka Aloha Nakayama ハラウ フラ オ フ
゜
ア ナニ‐オ カ アロハ ナカヤマ 中山 清子

Halau O Kapuanani ハーラウ  オ カフ
゜
アナニ 西坂 直子

Halau O Ka Wallana Malie ハーラウ オ カ ウ'アイラナ マリエ 野里 久子

Halau Hula o Po‖ nahe Ka N4ea Lal ハーラウフラオポリナヘカメアラニ 野中 清未

クラクラフラスタシ
'オ

クラクラフラスタゾオ 松野 ケイ子

Hula O Nani Malie フラ オ ナニ マーリエ 渡辺 マリエ

Halau o Kealaroselani ノラウオ ケアラロセフー 宮川 恵子

1部 12:30開演

オーフ
゜
ニンク

・
Maewalkalaniマ平ウ:ァイカラニ(カ ヒコ) ハラウ オ ケアラロセ

・
ラニ 宮り|1  恵子

1 Ka Nani A`o Kilauea カ ナニアオ キラウエア ハーラウフラオホ
゜
リナヘカメアラニ野中 清未

2 Tuahine トウアヒネ クラクラフラスタゾオ松野 ケイ子

3 Lei Hala レイハフ ハラウオケアラロゼラニ宮り|ト ー恵子

4 Nani Wale Oahu ナニウ
・
ァレオアフ ハーラウオカプアメリア メリアフラスタシ

゛
オ稲坂 真利子

5 wairnealF‐ Ka La`| ワイメア イ
ー
カ ライ ハラウ オ ケアラロセ:ラニ 宮り|1  恵子

6 Ka Leimomlカ レイモミ フラオナニマーリエ渡辺 マリエ

7 Aloha tt Kohalaア ロハエコハラ クラクラフラスタシ
・
オ松野 ケイ子

8 Walkaloa ワイカロア ノ‐ラウフラオポリナヘカメアラニ野中 清未

9 Meliaメリア メアフラオカマラナイ三枝 恵美子

10 He Manao Alohaヘ マナオアロハ ハニラウ オカプアナニ西坂 直子

Pua Kiele フ
゜
ア キェレ ノラウフラオプアた オカ刑

'ヽ

ナカヤマ中山 清子

12 Malleis S6nЁ マリエズ ソンク クラクラフラスタシ
゛
オ松野 ケイ子

13 Ulupalakla ウノレヾ ラクア ノラウオケアラロゼラニ宮川 恵子

14 虹 を ノ‐ラウフラオポリナヘカメアラニ野中 清未

15 Molokal」amモロカイジャム フラオラカ井イヽ  しずか

16 KalPし aN/1aka Onaonaカー|プ ァマカオナオナ ノトラウオカプアメリア メリアフラスタゾオ稲坂1真利子

17 Wahine `|likea ワヒネ イリケア ハラウオケアラロセ
・
ラニ宮川 恵子

18 Pauoa Liko Ka Lehua ノヾウオア リコ カ レフア メアフラオカマラナイ三枝 恵美子

19 Kirno Hulaキ モフラ クラクラフラスタゾオー松野 ケイ子

20 Hanaハナ トラウ オカプアナニ西坂 直子

つ
乙 Ka Pua Haё ‐Hawal:|カ プアハエハヮイ ハラウ オ ケアラロセ

・
ラニ 宮り|1  恵子

22 He Lei No `Aulaniヘ レイノアウラニ フラ オ ナニ マーリエ 渡辺  マ リエ



|‐      ハワイアンフエステイバル習志野‐2022 習志野市市民気じ祭

2部  (10分間休憩御

お問い合わせ      ‐

Halau o Kealarosё lani         ‐‐

ハラウオーケアラロゼラニ 1主宰 営り|1恵子|

httOS://huladbhё e―tsudanuma.Com/

Ku`u Papale Lauhala クウ 'ゞ ハ:レ ラウハラ ノうウオケアラロゼラニ宮川 恵子

2 Wairnёa l Ka Laiワ イメアイカライ ハーラウフラオポーリナヘカーメアラニ野中 清未

3 Nani Ko`olau ナニ コオラウ ハーラウオカプアメリア メリアフラスタゾオ稲坂 真利子

4 Lё l Halblレ イーバラ クラクラフラスタゾオ松野 ‐ケイ子

5 Pa Aheahe‐ ′ゞ アヘアヘ ハラウオケアラロゼラニ宮り|1 恵子

6 Kё ハ16ha No Waip1loケ アロハノワイピオ バニラウオカウ
・
ァイラナマリエ野里 久子

7 Ka Nohona Pill Kal カ ノホナ ピリ カイ クラクラフラスタシ
・
オ松野 ケイ子

8 Meliaメ リア ノラウフラオプアに オカアロハナカヤマ中山 清子

9 He Wehi Alohaヘ ヴェヒアロバ フラオナニマーリエ渡辺 マリエ

10 Ka Ua Killhuneカ ウア
ー
キリフネ メアフラオカマラナイ三枝 恵美子

１
■ Haleakala Hulal ハレアカラフラ ハラウオケアラロゼラニ宮川 恵子

12 Mё lelaηaメレラナ クラクラフラスタゾオ松野 ケイ子

13 Ka Pua∪ `|カ プアウイ ハ
「

ラウオカプアメリア メリアフラスタゾオ稲坂 真利子

14 Malleis Songマリエズ
ー
ソング フラオラカ井合  しずか

15 tJlupalakua ウリレヾラクア ノ‐ラウフラオホ
゜
リナヘカメアラニ野中 清未

1‐6 He LeilMakana ヘ レイ マカナ ノラウフラオプアナニオカアロハナカヤマ中山 清子

17 Wena ウ・ェナ クラクラフラスタブオ松野 ケイ子

18 Bealty Hulaヒ
・
ュ
=テ

ィーフラ ノトラウ オカプアナニ西坂 直子

19 Wa101`o Paeaea ヮィヒ
゜
オ ノヾ―エアエア フラオナニマーリエ渡辺 マリエ

20 He Aloha No Punaluluヘ アロハノ フ
゜
ナルウ ハーラウフラオポリナヘカメアラニ‐野中 清未

21 Kaimana Hilaカ イマナヒラ ハラウオケアラロゼラニ宮川 恵子

22 AIHё Nanl Ke Ao Nei ア ヘ ナニケ アオネイ トラウオカプアメリア メリアフラスタゾオ稲坂 真利子

23 Kaionaヵィォナ クラクラフラスタシ
・
オ松野 ケイ子

×先生方紹介

24 Lei Nani レイ ナニ 先生方

16:301 終演


