[KOBE ALOHA BREEZE 2017]

≪第 2 次募集のご案内≫
★ごあいさつ
10th Anniversary
KOBE ALOHA BREEZE 2017
神戸にアロハの風が吹いて１０年、KOBE ALOHA BREEZE は記念すべき節目の
回を迎えます。
フラをやっていたからこそ巡り合えた素敵なこと、緊張も悔し涙も、振り返
ればみんな一つの大切な思い出箱に収まります。そんな大切な思い出づくりの
お手伝いが出来ることを願って続けてまいりました。
１０年目の大会は、これまで支えて下さった方々への感謝の意を込めて、出
来るだけたくさんの皆様とともに喜びを分かち合うことが出来る最高にアロハ
な集いといたします。ご期待ください。

2016 年 11 月吉日
KOBE ALOHA BREEZE
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実行委員長
今崎 陽吉
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≪開催案内≫
★開催日時
2017 年 5 月５日（金）10：00~

・６日（土）10：00~・７日（日）10：00~

（開催時刻は予定）
★内容
フラエキシビジョン・ハワイ関連物販ほか
★会場
神戸ファッションプラザ

サン広場

兵庫県神戸市東灘区向洋町中 2 丁目 9-1
★運営
主催

特定非営利活動法人

総合文化推進機構（NPO

運営主体

KOBE ALOHA BREEZE 実行委員会

協力

Aloha Walker、神戸ファッションプラザ

特別協賛

Hilo Kume

カルコム KOBE）

★フラエキシビジョンのエントリー（完全先着順）

第 2 次募集は 2017 年 5 月 5 日（金）と 5 月 6 日（土）です。
5 月 7 日は定員に達しておりますので受付はできません。
第 2 次募集と締切：

2016 年 12 月 4 日から

ひとつのハラウ様のご出演は 1 日限りとしております。5 日と 6 日の両日のご出演は
できません。
★エントリーの方法
エントリーシートの№1 を、シートに記載してある FAX 番号へ送信してください。
★入金について
2017 年 2 月 10 日までに下記へお振込みください。
※振込み手数料はご負担ください。
三菱東京 UFJ 銀行

三宮支店

神戸アロハブリーズ実行委員長

普通

3018085

今崎陽吉
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★10th

Anniversary 企画！！！

ご出演者を対象に毎日抽選会を行います。出演料の入金人数分の抽選券を発行いた
します。景品は目下検討中ですがご期待ください。
毎日２回抽選を行います。

≪応募要項≫昨年からの変更があります。
よくお読みいただきエントリーをお願いします。
★ 2017 年 3 月 12 日（日）14：00 から KOBE ALOHA BREEZE 会場に隣接する神戸
ファッション美術館４F セミナー室で開催に関する説明会を開催します。そ
の説明会にハラウから責任者の方がご参加いただけること。
★ 参加費
1 名につき 2,500 円
（ステージに上がられる方は一律料金です。）
★エントリー人数
最低 15 名からです。
★楽曲割
15～40 名
41～70 名
71 名以上

2曲
4曲
6曲

★テーマ
ハワイアンに関連があれば自由です。
★音源
CD または MD の音源・ 同行するバンドの演奏
（注）CD または MD には「ハラウ名」と「曲名」を必ず記載してください。
CD または MD には必ず踊る順番のとおりに 1 枚に収めて提出してください。
カセットテープでの音源提出は受付できませんのでご了承ください。
・ 曲のサイズは、1 曲 4 分以内に編集頂きますようご協力をお願い
致します。
・ ご提出いただく音源は提出前に再生し、録音曲をご確認ください。
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・

ホイとカイはご遠慮ください。

※音源提出期限は 2017 年 2 月 20 日厳守
提出先

〒651-0094
神戸市中央区琴ノ緒町 4-7-9 関西ビル 201 号
神戸アロハブリーズ実行委員会事務局

★早着替え
ステージ上手に早着替えテントを２張準備いたします。
（幅 3.6M×奥行 2.7M/１張）
早着替えをされる場合は、必ず曲の間に１曲以上を挟んでください。
（エントリー人数 40 名までのハラウは早着替えができません。
）
★入場
「上手（観客席からステージを観て右側）から出て、下手へハケる」としま
す。早着替えを除きます。
それ以外は対応致しかねますので順守ください。
★マイク等
カヒコを選曲されているハラウはスタンドマイク 2 本をご用意いたします。
ヘッドセットの用意はございません。持ち込みも不可といたします。
カヒコ以外でも MC 等でマイクが必要な場合はご相談ください。
別紙のバンドセッテイングシートに、スタンドマイクの配置図と本数をご記
入いただき FAX で送信してください。
★出演順
実行委員会で決定いたします。各ハラウのご要望がお有かと思いますが、お
繰り合わせいただきますようお願い致します。
★出演人数の変更について
最初に提出いただくエントリーシートに正確な参加人数をご記入ください。
エントリーシート提出後の変更は振込み期日（2 月 10 日）までといたします。
※出演料のご入金後の、人数の増減はご連絡ください。但し、返金はでき
ません。楽曲数は人数減のときは減数させていただきます。
例えば、
① 当初 42 名でエントリー、曲数は 4 曲、出演料は 105,000 円を振り
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込んだ。後日 5 名不参加で 38 名で参加に変更。出演料はそのままで
すが曲数は 2 曲で踊っていただきます。
② 当初 40 名でエントリー、曲数は 2 曲、出演料は 100,000 円を振り
込んだ。後日 20 名参加者が増えて 60 名の参加に変更。出演料は追
加で 50,000 円を振り込んでいただき、曲数は 2 曲のまま踊ってい
ただきます。
当日に人数の確認をいたします。人数変更は必ずお知らせください。
★ステージサイズ
・メインステージ
間口 10m80 ㎝×奥行 5m40 ㎝×高さ 60 ㎝
ステージはパンチカーペット仕上げです。
内ダンスステージは間口 10m80 ㎝×奥行 3m60 ㎝×高さ 60 ㎝
内バンドステージは間口 10m80 ㎝×奥行 1m80 ㎝×高さ 60 ㎝
・フロントステージ
間口 14m40 ㎝×奥行 3ｍ60 ㎝×高さ 0 ㎝×高さ
★変更等について
すべて FAX で受け付けております。実行委員会メンバーへ直接ご連絡をいた
だいても変更受付にはなりませんのでお気をつけください。
◆同行バンドについて
参加いただくハラウの依頼により演奏されるバンドの出場を認めております。
バンドのみのエントリーは受付できません。
バンド演奏によるメドレー曲は不可としております。
バンド演奏はフラの伴奏を目的としてご参加いただきます。フラの伴奏以外
は認めておりませんので順守ください。
バンドのエントリーは必ず依頼したハラウの代表者がご提出ください。
提出していただくもの
① エントリーシート
② セッティングシート
注 ）ギターアンプ２台（Fender Twin Rev.Pro Rev.）、ベースアンプ１台は主
催者で用意いたします。Dl、譜面台５台は主催者で用意いたします。その他の
機材をご使用の場合は必ず届出の上、各自の使用機材をご持参ください。
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お問い合わせ
事務局へ電話・FAX・E-MAIL で受け付けております。
（電話は平日はつながりにくいので、FAX か E-mail が確実です。）
電話 080-2501-1802
FAX
078-842-5865
E-MAIL culcom.kobe@mbr.nifty.com

※全てお読み頂いて、ご出演希望のハラウ様はホームページのお問い合わせか
ら「エントリーシート希望」のご連絡をお願い致します。E-MAIL で送りますの
で、パソコン・スマートフォン等添付ファイルの閲覧が可能なメールアドレス
をお知らせください。
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免責同意書および誓約書

私たちは「KOBE ALOHA BREEZE2017」に参加するにあたり、エント
リールールをすべて読み内容を理解した上でルールに従い、自己責
任において参加します。
イベント参加に際して起こった死亡・負傷その他の事故および損
失・損害については、主催者・イベント後援および協賛・その他本
イベント運営関係者に対して、いかなる責任も追及しません。また
損害賠償を要求しないことを誓約します。
2017 年

月

日

ハラウ名：

代表者名：

イベント当日受付に提出してください。
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【写真撮影について】
当イベントでは実行委員会が定めた撮影場所以外での撮影は禁止しております。
撮影場所の使用にあたりましては事前許可制としております。
ハラウから撮影者の申請書を実行委員会事務局へ提出してください。
イベント当日に許可証を発行いたします。許可証をお持ちでない方にはスタッ
フから確認のお声かけをさせていただくことがあります。
撮影許可申請書
KOBE ALOHA BREEZE 実行委員長
今崎 陽吉様

本日の私のハラウの出演時間に限り、以下の撮影者が指定場所で撮影するこ
とに対し許可願います。
2017 年

月

日

ハラウ名：
代表者名：
連絡先：
撮影者

連絡先

（

）（

）

（

）（

）

（

）（

）

（

）（

）

（

）（

）

3 月 30 日までに FAX で 078-842-5865 へ送信
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KOBE ALOHA BREEZ 2017 ご参加についてのチェックシート

エントリーご希望の連絡
「エントリーシート」の入手について

項目

1

2

提出書類

□ フラエキシビションエントリー

□ エントリー入金

「第2次募集のご案内」を全てお読み頂いて、ご出演希望のハラウ様はホームページのお問い合わせから「エントリーシート希望」
のご連絡をお願い致します。
エントリーについては、「KOBE ALOHA BREEZ2017フラエントリーシート NO.1」が必要となります。
お電話、メールのみの受け付けはいたしておりませんのでご注意ください。

期限

提出書類

提出先等

2016年12月4日から募
集、先着順。
「KOBE ALOHA BREEZ2017フラエントリー 事務局へ
定員に達しし次第締め切 シート NO.1」
FAX:078-842-5865
りとなります。

備考/注意事項

募集は2017年5月5日（金）
と5月6日（土）のみ。

振込先
三菱東京UFJ銀行 三宮支店
普通 3018085
手数料は参加ハラウ負担
神戸アロハブリーズ実行委員
長 今崎陽吉

2017年2月10日（金）迄

CDまたはMDのみ

〒651-0094
神戸市中央区琴ノ緒町4-7-9
神戸市中央区琴ノ緒町4
7 9
関西ビル201号
神戸アロハブリーズ実行委員
会事務局
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□ 音源提出

2017/2/20（月）迄

4

□ 説明会

2017年3月12日（日）
14：00～

5

□ 撮影許可について

2017年3月30日（木）迄

「撮影許可申請書」

事務局へ
FAX:078-842-5865
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□ 免責及び誓約書

参加当日提出

「免責同意書および誓約書」

会場実行委員会本部席

神戸ファッション美術館
4Fセミナー室

エントリーには説明会参加
が必須となります。

