[KOBE ALOHA BREEZE 2018]
★ごあいさつ
KOBE ALOHA BREEZE は１１回目を迎えます。
神戸ならではの恵まれた自然環境の下、ゆったりと落ち着いた雰囲気で美しい
フラをご披露いただけるよう新たな企画も取り入れます。
ハーラウと一般のお客様が交流できる場を作ったり、音楽を楽しむ時間を設け
ます。
皆様に愛され親しまれる最高のフラエキシビジョンとして長く続けていけるこ
とを願っています。
2017 年 12 月吉日
KOBE ALOHA BREEZE 実行委員長
今崎

≪開催案内≫
★開催日時
2018 年 5 月 4 日（金）
・5 日（土）・6 日（日）
（開催時刻は未定）
★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
★フラエキシビジョンのエントリー（完全先着順）
募集開始：

2017 年 12 月 25 日から
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★エントリーの方法
「KOBE ALOHA BREEZE」のホームページの「お問合せ」から、お問合せ内容に
「エントリーシート希望」と入力、
・データで受け取りを希望されるときは、添付ファイルを開くことができる
E-MAIL アドレス、
・FAX で受け取りを希望されるときは FAX 番号、
・郵送で 受け取りを希望されるときは、受取人の名前、郵便番号、住所、
いずれかの受け取り方法をお問い合わせ内容に併せて入力し送信してください。
実行委員会からエントリーシートを受け取られましたら、必要事項を記入し
必ず FAX で送信してください。
FAX 送信の際には
・原稿の裏と表をよく確認してください。毎年白紙の FAX が数件は届きます。
・送信先の FAX 番号を間違えないようによく確認をして、スタートボタンを
押してください。間違い FAX のクレームがありますので、ご留意ください。
・エントリー受付は 12 月 25 日からです。フライングは無効とします。

※2018 年度のお申込みより、出演のご希望につきましては、
5 月 4 日、5 日、6 日の 3 日間に、第一希望、第二希望、第三希望を
つけていただくことにしました。エントリーシートに記入欄がありますので
第三希望まで必ずご記入ください。
ご出演の日程につきましては、追ってご連絡いたします。
～第三希望までの何れかで受付ますので、3 日間の予定人数に達しましたら
受付を終了いたします。～
【お願い】
お子様のご出演につきましては、ご出演翌日が休日になるようなご検討をお願いいたしま
す。毎年、「小さい子どもがいるので早めの時間を希望します」とお聞きします。
事務局といたしましては配慮したいのですが、該当するハラウ様が多いとプログラムの構成が
できなくなります。
また、遠方より参加されるからと出演時間を指定されることもありましたが、該当するハラウ
様が増えますと対応できません。
主催者が構成したプログラムに合わせて、スケジュールを組んでいただきますようお願いいた
します。
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≪応募要項≫
昨年からの変更が数か所あります。よくお読みいただきエントリーください。
★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。
★ 2018 年 3 月 11 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若しくは代理の方が必ずご参加いただ
けること。
★ 参加費
1 名につき 3,000 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

2曲
4曲

71 名以上

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。
・ ホイとカイはご遠慮ください。
・ 生バンドの演奏をお待ちしております。
※音源提出期限は 2018 年 3 月 11 日厳守
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★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。
★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 13 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 126,000 円を振り込んだ。
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 120,000 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 60,000 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。
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★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 ㎝
◆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。
参加されるバンドには、フラ曲とは別に
１ハラウ様につき１曲をバンドのステージとして提供いたします。
バンドエントリーシートに演奏される曲名をご記入ください。
なお、サイズは４分以内といたします。
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。
★ステージ上でのハラウ様 PR
プログラム進行中、各ハラウ様が交替し、ダンスを始める前にステージ上で
MC と共にハラウ様のトークタイムを設けます。
２分弱ですがお話いただく方をおひとり決めてください。
お問い合わせ
ホームページの「お問合せ」からお願いいたします。
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