
つくば市ふれあいプラザ“Ｋつくば教室”の8月レッスン日程

8月のふれあいプラザ“Ｋつくば教室”のレッスン日時です。随時、見学・体験の

受付を行っています。

★ 8月９日（日）12：00～14：00 ★８月２３日（日）18：30～20：30

★会場：つくば市ふれあいプラザ 2Ｆ 軽運動室

 

構成：ｎａｋａｊｉｍａ

ツイート  

2015.07.27（Mon）00:00

hirolani / HIROLANI / CM(0) / TB(0)

ブログ HIRO LANI フラスタジオ
ヒロラニ  フラスタジオの活動報告ページです  ◎公式ホームページはこちら http://hirolani.com
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NEW ENTRIES

Facebook 開設！ (05/04)
H28.3.6 (日)  つくば市文化協会主催 
春の芸能芸術祭典に出演しました。

(03/07)
ヒルトンホテル成田でＨａｗａｉｉａｎ

X’masパーティー!! (01/17)
設立15周年記念行事参画について

(12/22)
新聞掲載;稲敷市すだちの里クリスマスパ

フォーマンス!! (12/16)
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芝山ホタル夏祭りに出演しました。

2015年7月18日（土）芝山町・航空博物館にて、芝山ホタル夏祭りにプメハナ

成田クラスが出演しました。

大木 広子さんの写真

出演された4名のメンバーです。ドゥザフラ・メレオラナイ・カプアマカオナオ

ナ・ケアロハの4曲をお踊りました。残念ながら踊っている映像がありません。

 様でした!!
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老人ホーム「すだちの里」に出演しました。

6月27日 老人ホームすだちの里にて、つくばアロハサウンズと共に老人ホーム

すだちの里に出演しました。

アロハサウンズの皆さんです。

MOBILE
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《カイマナヒラ》

HIRO LANI Hula Studioさんの写真

《ヒロフラ》

HIRO LANI Hula Studioさんの写真

多くの方が見に来られました。レイをかけ、手には楽器を持って、私達の踊りに

合わせて演奏してくれました。

 

今日の参加者の皆さんです。



《月の夜は》

 

                        私達の踊りを喜んでくれました。

楽しく踊れて、美味しいお弁当もご馳走になり、すだちの里の皆さん！アロハサ

ウンズの皆さん！ありがとうございました！ 

(撮影・構成:kusida)
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つくば市ふれあいプラザにて【無料体験レッスン】を開催しまし
た。

６月１１日（木）・６月２１日（日）つくば市ふれあいプラザに於いて、無料体

験レッスンを開催しました。

Kimiko Nakajimaさんの写真

9名の参加者と基本ステップ・ハンドモーションを行いました。一曲“ハナレーム

ーン”を踊りきりました。楽しく体験できたのではないでしょうか・・・

（構成：nakajima）
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ホイケの打ち上げ会を行いました。

６月７日（日）牛久市ひたち野にある『ぱすた屋 ブロッサム』にて、第２回ホ

イケ打ち上げパーティーを行いました。先生からお褒めのご挨拶を頂き、11：
30～15：00の楽しい時間があっという間に過ぎました。ホイケに向かってのエ

ピソード・ホイケ当日のエピソードを語り始め、「ホイケ、お疲れ様」の挨拶は

要らないほど、楽しい事だらけのお話でした。
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ねっ！！みんなの顔見て下さい！！楽しいホイケ・楽しい打ち上げ！！生きるっ

てことは楽しむことです。

   



 

デザートプレートのイラストがみんな違うキャラクターで描かれています。ちな

みに先生はスヌーピー、他はムーミン・タラちゃん・・・・・ふなっしーもいま

した。              ブロッサムさん“ありがとう！”

  

 

はやっ！！  完食した人いましたね～

 

  

 

ホイケの司会進行をお願いしました小林大輔さんからのお褒めのメッセージを聞

き、嬉しさに包まれて終了です。先生！ありがとうございました。感謝申し上げ

ます。

 

そして、打ち上げの担当をお願いいたしましたＭさん、ありがとうございまし

た。一人でのセッティング・進行役、ご苦労さまでした。

 

https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=0f38b1d2c6003d73&page=browse&resid=F38B1D2C6003D73!129&parId=F38B1D2C6003D73!103&type=5
https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=0f38b1d2c6003d73&page=browse&resid=F38B1D2C6003D73!141&parId=F38B1D2C6003D73!103&type=5
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ヒロラニ  フラスタジオ  第2回ホイケを開催しました！

2015年5月24日(日)牛久生涯学習センター大ホールにて、ヒロラニ フラスタジ

オ 第2回ホイケを開催しました！多くのお客様に、日頃の成果を観ていただく事

が出来ました

 
牛久生涯学習センター

 

開場前から並んでお待ちいただき、嬉しい限りです

お天気にも恵まれ、佳き日5月24日のHoikeを迎え、又盛況に終了することができ、何より嬉しい一日でし

た。

開場前の様子等、私には全くわからず、この写真を見て、早くからお客様が外まで並んで待っていて下さ

ったんだと感激しました。

この様に楽しみに来て下さるお客様に私達は充分にお応えしなくてはいけませんが、今回のHoike私的

に見ましても、生徒の皆さん、よくここまで頑張って良いステージにしてくれましたね！と感謝の気持ちで

一杯です。…　世川　…
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開場の様子。萌木色のプログラムをおひとりずつに手渡します。 

受付のお手伝いにご協力いただいた皆さまも、ありがとうございました  

 

出店の4ショップ

 

１体ずつ表情が違うドールは、１つずつ手作りとのこと

出店の方々にもお世話になり御礼申し上げます。…　世川　…



 
客席にお着きになるお客様達。

 
当日の様子を、後ほど生徒用ＤＶＤにしていただきます。

客席の感じは、私もモニターで見ていまして、徐々に埋まっていく席を見て嬉しかったです。…　世川　…

    

 
司会進行は、元フジテレビアナウンサーの小林大輔さんにお願いしました。

司会を務めて下さった小林大輔さん、とてもやわらかい口調で感触も良く、お客様への反応もとても大き

かったですね。ありがとうございました。　　　　　　　…　世川　…



 

オープニング！幕開け！ずらりと色とりどりの衣装で並んでご挨拶です

 
この日のために、何十回と練習してきた「カプア マカ オナオナ」。 
上から見ると、HIRO LANI の「Ｈ」、HIROKOの「Ｈ」を表現しています。

 
後半は放射線状に広がるフォーメーションに移動。 

沢山の拍手をいただきました

オープニングは、私のイメージ通りで、緞帳が上がった時、客席からのどよめきが聞こえました。

この色々な色のドレスにして良かった、このフォーメーションで良かったと自分なりに満足できたものでし

た。

生徒の皆さんも、その歓声に応えるかのように見事なフラでした。

私は、ドアの隙間から涙を拭きながら見ていました。

…　世川　…   
    



 
オープニング後の１曲目は、プチケイキ（親子）クラスの「パイナップル プリ

ンセス」。

プチケイキは、リハでは少し心配なところもありましたが、本番では全てクリアにして、ママも子供達も集

中して、一番良いフラを見せてくれました。嬉しかったですよ。…　世川　…

 
２曲目は、ケイキクラスの「ハレアカラ」。

ケイキクラスは、良い笑顔でいつものように落ち着いて、力を発揮してくれましたね。先生はとても満足し

ています。これからも一緒にガンバロウね！　　　　　…　世川　…

 
3曲目は、城ノ内ティキティキフラガールの「アロハノカラカウア」

竜ケ崎　城ノ内ティキティキの皆さん

なかなかしっとりとこの曲のイメージをかもし出し、見ていて気持ち良かったですよ、ステキ！　　…　世

川　…

こうして、1部2部3部とも、１０曲以上の構成で、フラを観ていただきました。



2部は小林大輔さんの歌声を聴かせていただいたり、世川先生とのトークタイ

ム、また、先生とアラカイ・インストラクターの模範演技などもあり。

3部の最後は、世川先生のソロの後、牛久市長に檀上へあがっていただき、チャ

リティー目録のお渡しもありました。

お越しくださった皆様を始め、今回のホイケに関わってくださった皆様に、心か

ら感謝申し上げます。どうもありがとうございました

 
今回、2部やエンディングの演奏に加え、準備の段階からご協力くださいました

「つくばアロハサウンズ」の皆様です。ありがとうございました

ゲスト出演を引き受けて下さった「つくばアロハサウンズ」の皆様

まるで、ハワイで聞いているかの様な、素敵な演奏と歌声！しみじみと聞かせて頂きました。

お疲れのことと思いました。ありがとうございました。　　…　世川　…

(構成：sato)
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チャリティーホイケ募金を牛久市社会福祉協議会に寄付致しまし
た

平成２７年５月２４日（日）牛久市中央生涯学習センター文化ホールに於いて、

第２回チャリティーホイケを開催し、お客様のご厚意により募金が金.１４２，

２２５円になりました。先生と中島で牛久市社会福祉協議会、総務担当・寺田美

博様にお渡ししましたことをご報告致します。

0シェア

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fblog.hiro.cutegirl.jp%2F%3Fpage%3D3&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E3%83%92%E3%83%AD%E3%83%A9%E3%83%8B%E3%80%80%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%80%80%E7%AC%AC2%E5%9B%9E%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%82%B1%E3%82%92%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%EF%BC%81&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fblog.hiro.cutegirl.jp%2F%3Feid%3D821297
http://blog.hiro.cutegirl.jp/?pid=1
http://blog.hiro.cutegirl.jp/?cid=33184
http://blog.hiro.cutegirl.jp/?eid=821297#comments
http://blog.hiro.cutegirl.jp/?eid=821297#trackback
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=264046217008105&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fblog.hiro.cutegirl.jp%2F%3Feid%3D821297&display=popup&ref=plugin&src=share_button


…平成２７年５月２８日（木）Ｐｍ4：00牛久市社会福祉協議会会議室にて…
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つくば市ふれあいプラザに於いて無料体験レッスンを開催致しま
す

       無料体験レッスン開催

◆１回目・・2015年６月11日（木）Pm4：00～5：30

◆２回目・・2015年６月21日（日）Pm7：00～8：30

          ・・重複して受講出来ます・・

◆場 所・・つくば市ふれあいプラザ ２階 軽運動室

◆受 付・・①電話予約②当日会場にて

              どちらでも受付致します

0シェア

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fblog.hiro.cutegirl.jp%2F%3Fpage%3D3&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%82%B1%E5%8B%9F%E9%87%91%E3%82%92%E7%89%9B%E4%B9%85%E5%B8%82%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E3%81%AB%E5%AF%84%E4%BB%98%E8%87%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fblog.hiro.cutegirl.jp%2F%3Feid%3D821296
http://blog.hiro.cutegirl.jp/?pid=1
http://blog.hiro.cutegirl.jp/?cid=33184
http://blog.hiro.cutegirl.jp/?eid=821296#comments
http://blog.hiro.cutegirl.jp/?eid=821296#trackback
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=264046217008105&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fblog.hiro.cutegirl.jp%2F%3Feid%3D821296&display=popup&ref=plugin&src=share_button


★ 持参・・水、タオル、

★ 運動の出来る動きやすい服装でお越しください

　　　お気軽にお越しください！お待ちしております。

ツイート  
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ホイケ前日の様子

たくさんの準備や練習を重ねてきた「ヒロラニ フラスタジオ 第２回ホイケ」、

とうとう明日に本番を迎えることとなりました
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前日となる本日5/23(土)は、午前に準備、午後にリハーサルという日程。看板

も手作りにて、立体的に仕上げます。

 

受付も、ハワイアン柄の布や小物を配置し、お客様のお迎え準備万端  

 
そして、出店の４ショップも準備ＯＫ！出演者達は、今日が購入デーでした。



 
前回も人気だったLittyさんも出店！ 
他に、アロハスタンダードさん、MMJマウナロナさん、有限会社 亜土さんがお

買い求めやすい価格にて、たくさんの商品をご用意してくださっています

そして、本日のリハーサルでは、司会の小林大輔さん、つくばアロハサウンズの

皆さんもご参加くださり、本番さながらの練習となりました！

明日は、皆様のご来場を、ヒロラニフラスタジオ一同、心よりお待ちしておりま

す。車は乗り合わせでお越しください。よろしくお願いします

 
※小林大輔さんと つくばアロハサウンズの皆さん

（記載：Sato）

ツイート  

2015.05.23（Sat）20:30

hirolani / 教室／生徒さん投稿 / CM(0) / TB(0)

ホイケ１週間前！

2015年5月24日(日)開催のホイケ（発表会）まで、１週間となりました！本日

5/17(日)は、同会場をお借りしての2回目のステージ練習。衣裳も着けて、１曲

１曲、丁寧に確認をしていきます
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間に昼休みを挟んで、朝から夕方までの練習。随分と、雰囲気はつかめてきた感

じはしますよね。本番を不安なく迎えるための、大事な練習日となりました

（記載：Sato）
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