間
日

29
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活

動

中の
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数出 演

予定 !

入場無料

らんください。

Angela’s
YOGA
workshop

5月11日
（土）のステージプログラム
10:00~
10:50~

11:30~

オープニングセレモニー

Yoga workshop.

イリママヒプアレミフラスタジオ

Ilima Mahipua Lemi Hula Studio

オリラニフラスタジオ
Olilani Hula Studio
http://www.olilanihulastudio.com/

12:20~

13:35~
13:55~

♪カパラ スペシャルステージ

fOm

KAPALA Zanuck & Kimo

hWaI

えぼし麻呂 & ホヌッピー
フラハーラウカポリオルオマカナ

Hula Halau ka Poli Olu O Makana
http://makanahulasite.girly.jp/

14:40~

ヨシヨシタヒチダンススタジオ

5月11日(土)・12日(日)
2019年

両日10:00~17:00

茅ヶ崎公園野球場周辺

YOSHI2 TAHITI DANCE STUDIO

ティアレフラグループ
Tiare Hula Group
http://tiare.p1.bindsite.jp/index.html

茅ヶ崎市中海岸3-3-11

fOmHaAi

のヨガワークショップ

カパラ

表紙のイラストも描いた

Chigasaki を歌います

【アート作品展示・販売】

ザナック & キモ

クリスティ・シン

茅ヶ崎アロハマーケット presents
ホノルル市姉妹都市締結５周年記念行事
HIRAIDAI THE BEACH TRIP 2019
詳細については

5/1(Su)

Angela’s
YOGA
workshop
アンジェラ・磨紀・バーノン

https://hiraidai.comをご覧ください

主
催：茅ヶ崎アロハ実行委員会
事 務 局：アロハマーケット事務局（茅ヶ崎商工会議所内）
〒253-0044 神奈川県茅ケ崎市新栄町13-29
☎0467-58-1111（平日9：00〜17：00）
後
援：茅ヶ崎市、茅ヶ崎市教育委員会、茅ヶ崎商工会議所、
（一社）茅ヶ崎市観光協会、湘南祭実行委員会、茅ヶ崎市商店会連合会、
茅ヶ崎市大型店連絡協議会、
（株）
タウンニュース社、
（株）湘南リビング新聞社、
FM湘南ナパサ78.3MHz、FMレディオ湘南83.1、tvk、
（株）ジェイコム湘南・神奈川、
情報誌ぱど、ホノルル市・郡姉妹都市交流委員会
協
力：
（株）弘電社、茅ヶ崎商工会議所青年部、文教大学湘南校舎聳塔祭実行委員会、
慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス秋祭実行委員会、
茅ヶ崎市資源分別回収協同組合
特別協賛：
（有）湘南ちがさき屋十大、
（株）星美製作所

10:10~
11:05~

スペシャルステージ タヒチアン

【アート作品展示・販売】

Christie Shinn.

クリスティ・シン

フラハーラウオレイラニ

Hula Halau ‘O Leilani

11:40~

えぼし麻呂 & ホヌッピー

12:20~

♪カパラ スペシャルステージ

13:15~

hWaI

カロケメレメレフラスタジオ／トカリガ

Kalokemelemele Hula Studio/TOKARIGA
http://www.kalokemelemele.jp/

14:00~

まで日本で育ち、その後ハワイに移住。サーフィ

ィストとしてあげられるクリスティ・シンが今年も茅ヶ崎ア

ある日実行委員会のメンバーの一人が、日ごろの感謝をこめて年

ン雑誌やテレビ番組でモデルやパーソナリティ等

ロハマーケットにやってきます。観光客のほとんどが一度は

幅広く活動し、ハワイではプロサーファー・カリ

訪れるワイキキの免税店「Tギャラリア ハワイ」でもアー

スマロコサーファー として大人気に。

ト・ギャラリーを展開し、まぎれもない今のハワイのNo.1

そしてヨガのスペシャリストでもある彼女は、ヨ

アーティストです。有名靴メーカーVANSとのコラボ作品や

ガDVD「Feel the ALOHA」や「Hawaiian Life

ハワイのビッグ３サーフィンコン

るハワイアンミュージックが流れています。

Style with Yoga」をリリースするなど、健康的な

ペのトリプルクラウンのデザイン

演奏していたのは、まぎれもなくKAPALAの二人。老夫婦は美し

ヨガライフを実践。日本でもイベント出演やヨガ

なども描く彼女ますます目が離せ

く奏でられるハワイアンを聞きながらゆったりと人生を振り返る

のワーク ショップ、企業でのヨガを開催。

ません。また今回のマーケットで

認定NPO法人のボランティアサーフィンスクール

は新作や未発表作品など多数展示

「Ocean’
s Love」は、障がいを持つ子ども達に海や

即売をします。アーティストご本

サーフィンの楽しさを伝えたいという彼女の想い

人にお会いできるのはもちろん、

から始まり、2005年より活動をスタート。

直筆のサインや写真も撮れるチャ

部屋いっぱいに彼らの演奏が流れ、夢のような一時を思いおこさ

ンスです。

せる時間に浸っていると、どうしても茅ヶ崎—、茅ヶ崎—、と

出演予定ハラウ：ケアロハモミフラサークル
フラハーラウオレイラニ
カロケメレメレフラスタジオ／トカリガ

ケアロハモミフラサークル

http://www.facebook.com/kealohamomihulacircle/

14:35~

ノテヘレイテオリタヒチ

No te Here I Te Ori Tahiti
http://tahitiannotehere.com/#header

15:20~

スペシャルステージ ケイキ

てもらいたいと、少しぜいたくなホテルを予約。自らは相変わら
ずリーズナブルなホテルへ宿をとり、ワイキキへ滞在しました。
家族での食事を終え、老夫婦は少しムードに酔ったのか、久々に
二人だけでホテルのバーへ。そこでは、しっとりと生演奏で奏で

演奏も終わり、はじめてのハワイアンの生演奏に感動したふたり
は、ぜひ記念にとKAPALAのCDを購入。そして帰国後、ハワイの
思い出が冷めやらぬ老夫婦は、そういえばとお土産に購入した
KAPALAのCDをかけてみました。

ちがさき観光親善大使

うたっているように聞こえるフレーズが流れます。何度耳をこら
してみても、やっぱり茅ヶ崎に聞こえる。
そこでアルバムを調べてみると、なんと題名は「Chigasaki」。
これはどうしてだ？となったのが、ちょうど姉妹都市締結をむす

場所：茅ヶ崎公園野球場内テニスコート
5月11日（土）11：00〜12：00
5月12日（日）11：00〜12：00
両日それぞれ定員 80 名（予定）
参加費無料（要 事前申し込み）

ぶ一年前のことでした。
のちにこの曲は、茅ヶ崎ホノルル姉妹都市応援ソングとして愛さ
れることになります。
どうやらKAPALAの二人は過去に茅ヶ崎を訪れたことがあり、
その風土と住人の人柄がハワイのそれに非常に近いと親近感を
覚え、この曲を作ったそうなのだとか。

茅ヶ崎アロハマーケットのホームページよりお申し込みください。

姉妹都市締結より約５年ぶりに、５周年記念として来日する
彼らの「Chigasaki」にご期待ください。

うみかぜテラス内ワークショップ

ロミロミを 10 分間体験！

ロミロミを１０分５００円（アロマオイル代）で体験できます。
頭・デコルテ（首・肩）・背中・脚など疲れている部位をほぐしていきます。
ロミロミはハワイ語で『揉む・マッサージする』という意味があります。
手の平から肘までを使って施術を行うことで感覚神経の中の五感に訴えかけます。
肉体的・精神的なストレスを解消するマッサージです。【協力】
（株）湘南ビューティースタジオ

体 験 教 室 ハワイアンハーバリウムやバスソルト製作など自分なりの作品を作ってみませんか？
※材料費のみ【主催】
（一社）日本プルメリア協会
ウクレレ体験 初心者を中心に約1時間のワークショップを行います。
初心者を中心にウクレレを楽しく親しんで頂ける内容で皆様をお待ちしています。
簡単なコードを弾ける様になります。※60分200円(資料代) 一回定員10名。
無料貸出ウクレレありますが既にお持ちの方は持参して下さい。

時間(各日共)

10:00〜11:00
13:00〜14:00
14:30〜15:30

茅ヶ崎商工会議所青年部「アロハ風お化け屋敷」毎年人気のお化け屋敷が今年も登場！

〜茅ヶ崎スロースピリット〜

Ke Aloha Momi Hula Circle

老いた両親をハワイ旅行に誘いました。両親にはゆっくり過ごし

のでした。

茅ヶ崎の物語をモチーフにしたお化けたちが、アロハマーケットに集まります。どんなお化けが
いるかを探してみるのも面白いかも！？ なお茅ヶ崎商工会議所青年部の最新情報はFBでチェック！

スペシャルステージ カネ

カパラ（ザナック&キモ）

この「Chigasaki」という曲には、ひとつのエピソードがあります。

用意されたステンドグラスの透明のガラスにカラフルなガラスのつぶつぶを貼ります。
※金額800円（対象年齢お子様からOK）【主催】KALAMA Glass Art Studio

fOm

STAGE.

ノースショア在住、今、ハワイで最も人気急上昇中のアーテ

ステンドグラスのキーホルダー / サンキャッチャー

KAPALA Zanuck & Kimo

彼らの作った曲 Chigasaki を歌います。

日本人の母とアメリカ人の父の間に生まれ、18歳

ハワイの伝統マッサージ

http://www.leilanihula.com/

●ご来場の際は、会場に駐車場は
ございませんので、徒歩または
公共交通機関をご利用ください。
●茅ヶ崎駅南口より徒歩15分

Zanuck & Kimo

wRkHo lSt

5月12日
（日）のステージプログラム

平井 大オフィシャルサイト

特別後援：

アンジェラ・磨紀・バーノン

KAPALA

http://www.shinnstudio.com
@shinnstudio

ホノルル市姉妹都市締結５周年記念特別企画で
ハワイからやってきます

ちがさき観光親善大使

ちがさき観光親善大使

fOmHaAi

アンジェラ・磨紀・バーノン
ヨガワークショップ
http://tahiti-dance.tokyo

15:25~

イからやってきます

場所は中面の会場 MAP をご

湘南を代表するトップフラが多数出演 !
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ホノルル市姉妹都市 締結
５周年記念特別企画でハワ

StGePrGrM
5/1(Sa)

ハワイを
感じ
る

2

ホノルル市姉妹都市締結５周年

プト
イベントコンセ
茅ヶ崎アロハ実行委員会では「窓を開け、風を感じる」環境にやさしい街を目指し、エアコンの利用を控え、ネクタイをはずし、アロハシャツの着用を
すすめております。その事業の一環として、茅ヶ崎ブランドとハワイ関係物産を紹介するアロハマーケットを開催し、茅ヶ崎とハワイの文化の融合から、
茅ヶ崎市の商業活性化を目指していきます。また、平成26年10月の本市とホノルル市の姉妹都市提携を受け、交流促進につながる事業を実施いたします。

秋祭 10月12日(土)
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(通
称SFC)の学園祭である 秋祭 は、10
月12日に開催されます。今年のテーマ
は
「リニューアルしました。」
です。
前回までを超えるような秋祭を新鮮な気
持ちで迎えたい。秋祭に何度も来てくれ
てる人も
「あっ」
と驚かせたい。
そんな気
持ちをシンプルに表現しました。ぜひ秋
祭でお会いしましょう
！

文教大学聳塔祭
11月2日(土)
3日(日)

文教大学湘南キャンパスの聳塔祭は今年で節目
の35回を迎えます！今年の聳塔祭のテーマは
「Kassai〜活祭×喝采〜」です。今年のテーマに
込められた思いは学園祭自体が盛り上がるもの、
活力のあるものとして開催され、学園祭期間には
各々の日頃の努力に拍手を送り、拍手喝采が起こ
ることを期待している実行委員の思いが込められ
ています。実行委員会はじめ、多くの方々の協力の
もと、活力と拍手に満ち溢れた学園祭を開催して
いこうと思います。聳塔祭にてお待ちしております。

〈アロハプログラム〉

ハワイスペシャリスト検定セミナー
byハワイ州観光局
この度ハワイ州観光局は、茅ヶ崎アロハマーケット2019にて、ハワイスペシャ
リスト検定セミナーを開催いたします。こちらのセミナーでは、ハワイから来日する
講師がハワイスペシャリスト検定に合格するための特別セミナーを行い、
その
場で筆記試験でハワイスペシャリスト検定を受検いただきます。ハワイが大好き
な方、
もっとハワイ通になりたい方、
これからハワイの新しい魅力をもっと知りた
い方、必見のセミナーです。是非皆様からのご参加をお待ちしています。

2019年5月11日
（土）
初級検定セミナー 11：00〜12：30Ⓐ
中級検定セミナー 14:00〜15:30Ⓑ
2019年5月12日
（日）
初級検定セミナー 11：00〜12：30Ⓒ
中級検定セミナー 14:00〜15:30Ⓓ
会 場：茅ヶ崎公園内『うみかぜテラス1階（1F-5集会室）』
定 員：各回 25 名
（先着順とさせていただきます）
参加費：初級検定セミナーⒶ &Ⓒは無料
中級検定セミナーⒷ&Ⓓは検定料金2,600円
（現金にて当日徴収いたします）
※検定料の一部はハワイ現地NPO団体へ寄付いたします
★ハワイ州観光局からのお土産付きです

【注意事項】
※セミナーご参加前にハワイ州観光局公式アロハプログラムへの会員登録をお願いいた
します。
（https://www.aloha-program.com/register/）
※中級検定セミナーⒷ orⒹにご参加される方は、事前にハワイスペシャリスト検定初級を
取得するか、初級検定セミナーⒶorⒸへのご参加が必須となります。
※お申し込み後、後日確認メールをご記入いただきましたメールアドレスにお送りいたします。

講師：ハワイ州観光局公式アロハプログラムキュレーター よしみ だいすけ氏

雑貨
アパレル
フード
飲食や物販などの多彩なお店が 70 店以上 !

1. 日本プルメリア協会 / トロピカルビレッジ
湘南エリアで大人気のプルメリアや
熱帯植物苗を販売いたします。

2. フラピクシー

茅ヶ崎アロハ価格でのご提供。
是非お待ちしています！

3.Red Lehua

ハワイ仕入にこだわったアクセサリー、
アロハシャツを販売。

4. デロチャンクアロハワークス

カッコいいアロハシャツだけを
セレクトしたアロハシャツ専門店。

5.Mana Wind

ＵＳＥＤアロハシャツをアロハマーケット
限定価格にて販売します！

6.Foote's（フッティーズ）

色々なブランドのアロハシャツを
たくさん販売しております。

7.Kai Makani

今年も限定ハギレセットなどを用意して
皆様をお待ちしています！

8. リララ . あんど . あろは

よりすぐりの雑貨、アクセ、ＵＳＥＤアロハ
取り揃えてお待ちしております。

9. オーシャンデプト

夏の先取りアイテムを
【特価】アロハマーケットプライスで！

10.Hanalima

11.MOANALU（モアナルー）

茅ヶ崎駅南口すぐに店舗。
主にオリジナル制作を扱うお店です。

12.ALOALO Hawaiian Jewelry
ホノルルと茅ヶ崎にあるハワイアン
ジュエリーの本格専門店です。

13. ハワイアンジュエリーレインボーハウス

ハワイ直輸入＆ここにしかない海を感じるアクセサリー販売。

29.Beach sandal store B-san

天然ゴムを使ったやわらかく履き心地の良い
ビーチサンダルです。

30.Ploom TECH

プルームテックスターターキットを
特別価格で販売します

31.RainbowSandals

展示品、サンプル品など
お買い得価格で販売致します。

32.ecotto Hawaii Water 湘南

ドリンク類ならお任せ！ハワイNO.１の売り上げ。
Hawaii Waterを是非！

33. アロハエプロンズ

毎日が楽しくなるMade in Hawaiiの
オリジナルエプロン

ハワイ感あふれるレディース、メンズ
アイテムを多数ご用意しています。

15.wavers design

56.Honey’
s Lei

トロピカルジュースを飲んで
アロハマーケットを満喫しよう！！

57.GUARDCafe

アロハマーケット限定のスペシャルメニュー
をご用意します！！

58.aloha street 茅ヶ崎カフェ

食べるとプキッてなるフランクフルトを
ハワイアンソースで！

生地選びから縫製まで丁寧に作製しています。
1点物の商品です。

35.TO SEA

36.MixHawaii

茅ヶ崎アロハマーケット限定の
特価商品を多数ご用意しております。

17.makamaka Hawaii

ハワイアンテイストのドッグウェアでわんちゃんも
おしゃれにキメてみませんか？限定品多数。

18.linolino aloha

クラフトパーツに雑貨、ワクワクする
アイテムを豊富に展開中！

19.One Life General Store

イベント限定のアメリカ製Tシャツをご用意しています。

ハワイのプルメリアとお花を茅ヶ崎アロハ価格でご用意!
遊びに来てね！

21.Lei Pua

オリジナル商品の販売。
楽しい課題をご用意してお待ちしております。

22.MAHINA

さらっと羽織れるハワイアンなカーデを
ご用意してお待ちしています。

23. ダイワサイクル

ビーチクルーザーに乗って湘南の海へ！
神奈川県内、配達OK！

24.ipolani Hawaii & coco aloha
リボンレイのワークショップ
wRkHo
ボディペイントが楽しめます

wRkHo

ハワイ産プルメリアの園芸品種を多数ご用意してお待ちしています。
鉢にプルメリアの絵柄をペイントするワークショップもおこないます！

37.LORE HAWAII

２０００種類以上の国内有数の品揃え、
リーズナブル価格でご提供。

I

hWa

StGe

KAPALA

Zanuck & Kimo

60.SHONAN Bar-B-Q

TVチャンピオンBBQの王の煌めく
本格的ステーキ＆フランク！

61.３rd place cafe’

テニスコート

メインステージ

5月11日
（土）
12：20〜
5月12日
（日）
12：20〜

wRkHo

25 24 23

22 21 20

19 18 17 16 15

14 13 12 11

38. ハワイアンガレージ
サーフブランド各種Tシャツ他 販売中

39.PUKANA

クリーン
ブース

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

62. プレンティーズ

生チョコアイスサンドを販売します。

26 27

63.RiKi RiKi DELi

28 29

30

31
本部

64.Loco Kitchen

湘南祭

うみかぜテラス内の
トイレも使えます。

32
33
34
35
36

65.Sean’
s Kitchen

ハワイの伝統的な
ローカルフードが味わえるお店

66.87cafe

８７cafe(ハナカフェ）特製のFoodsをご賞味下さい。

今年もお得な商品を大放出。
是非ご来店ください！

40.Leimeria

ここにしかない色々なハワイのアイテム、
500円からあなたへ！

ULU－HAWAII

サーフアンドシーなどハワイ直輸入の
商品を取り揃えております。

42.SECOND WIND

Tシャツを始め、全てオリジナルで
商品を作っています。

44.THE BONZ

一中通りの海近にある雑貨＆CAFÉのお店です。

ハワイの虹をテーマにした
レインボーブレンド＆コーヒーとお酒

野球場

Food truck area

45.Leolea（レオレア）

ハワイ直輸入のフラ楽器や
オリジナルアクセサリーもレオレアで

46.RagShop

Daily WearをSPECIAL価格にてご提供

47.NaneaLumi（ナネアルミ）
イベント限定ものありますので、
是非お立ち寄りください♪

48.Locottsu

ハワイを感じられる商品をお求めやすい価格で
提供しています。

49. ハワイアン クラフト レイアロハ－ハワイアンボックス
他店では手に入らないオリジナルの
ハワイアン商品を販売します。

50.aloha street 茅ヶ崎ショップ

aloha street茅ヶ崎ショップの
大人気セレクトアイテムが大集結！！

51.KONA BEER

ＡＬＯＨＡ！！ハワイ人気Ｎo.1の
コナビール樽生をどうぞ！

52~54. ハワイ商工会議所

茅ヶ崎商工会議所の姉妹商工会議所である
ハワイ商工会議所が今年も出店！
ハワイの魅力がたっぷり詰まった商品が
数多く並びます！！

fO

hW

m

aI

フードトラックエリア

K68.surfers

オアフ島ノースショアで親しみのある
フードトラックランチをぜひ！！

K69.THUMBS

ハワイ商工会議所

ClAnBoTh

UP( サムズアップ）

自慢のハンバーガーは絶品！
他にもロコモコプレートもどうぞ！

出来立ての「マラサダ」を頬張りながら
ハワイの風を楽しんでください。

ご協力いただいております。ゴミは各自お持

ハワイアンフードを組み合わせて
自分だけのハワイアンBOXに！！

ち帰りいただくか、会場内に設置している
「クリーンブース」にお願いします。

K72. パラダイス
ステーキとガーリックシュリンプが人気！

K73. レストランなんどき牧場

創業49年を迎える老舗レストランが
作った味を是非どうぞ！！

茅ヶ崎産の釜揚げしらすや
11日（土）
ロコモコのホットサンドを販売中
のみ出店

Christie
Shinn

52
53
54
スルガ銀行

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

当イベントではご来場の皆様にゴミの分別を

K71.COCONUT TREE

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ATM

ゴミの分別にご協力いただき
ありがとうございます。

K70.Meg’s Kitchen

K74.Kitchen Kanaloa

37
38

ホノルルマラソン
PRブース

67.Rainbow Cafe × Aloha coffee Lab

駐輪場

Food
truck
area

クリーン
ブース

K68
K69
K70
K71
K72
K73
K74

※バイクは恵泉幼稚園内駐輪場に停めてください
神奈中バス停

（茅ヶ崎駅方面）

障がい児のためのサーフィンスクールなどを開催している
NPO法人です。よろしくお願いいたします。

27.TOPRANK アンティークス

うみかぜテラス内
ワークショップ

いつもはロコモコですが、今夏はガーリックシュリンプをぜひ！

サーフ系アイテムを激安販売

wRkHo

しおさい広場

神奈中バス停

（浜見平団地方面）

←平塚

藤沢→

海↓

26.Ocean’
s Love

ウクレレパーク

ワークショップ内容は
裏面をご覧ください。

fOm

MC:ガブさん

歩道橋

20.Lani Hawaii（ラニハワイ）

駐輪場

茅ヶ崎アロハマーケットのホームページよりお申し込みください。

Angela’s YOGA workshop

Ukulele Park

ハワイの人気料理をRiKi RiKi風にアレンジ！！

ご好評につき！
今年もハワイアンジュエリー50％オフを実施します！

43. ナニプア

16.Kuulei Hawaii

場所：茅ヶ崎公園野球場内テニスコート
5月11日（土）11：00〜12：00
5月12日（日）11：00〜12：00
両日それぞれ定員 80 名（予定）
参加費無料（要 事前申し込み）

ハワイのソウルフードハンバーガーと
ちがさき牛のコラボを是非！

人気ＮＯ．１

100種類以上のパレオとオリジナルの
ワンピースを紹介します。

うみ か ぜ テ ラ ス

アンジェラ・磨紀・バーノン
ヨガワークショップ

59. マシュー

オリジナルTシャツ、アロハ柄風バッグ、
傘等をご用意しています。

オリジナル商品を中心に
大特価価格でご提供いたします。

カマクラ）

ハワイのローカル料理フリフリチキン・
ガーリックシュリンプを提供。

ハワイのおやつを食べに来て下さい！！

34.Kanaloa HONU

41. ハワイアン雑貨

14.To The Beach

25.Jim Little Plumeria

ビーチウエアや海系な雑貨等を揃えて
お待ちしております。

55.Kahana’
s 鎌倉（カハナズ

高砂通り

ビキニ、パレオやレザーバッグ等、
ビーチスタイルなグッズを販売！！

28. クロスロード

ちがさき観光親善大使

↑茅ヶ崎駅

ShPIs

ショップリスト

