
開始時間 NO. 団体名 内容

14:00 1. Violet Jam チアダンス

2. プルメリア フラダンス

3. 小袖座（こそでざ） 日本舞踊劇

15:00

4. マイレ レイ フラダンス

5. MIKI BALLET クラシックバレエ

6. ラウラニ フラ スタジオ フラダンス

16:00 7. Crystal Wing クラシックバレエ

8. タヒチアンダンス Hei Tiare タヒチアンダンス

17:00

9. Vamos Baila テーマパークダンス

10. モダンキッズ モダンバレエ

11. 颯(ソウ) ダンス

18:00 団体紹介・お楽しみフィナーレ！

休　憩（１０分間）

休　憩（１０分間）

タヒチアンダンスを踊ってみよう(ワークショップ)

 
 
 

【お願い】 

※ 時間は目安です。開始時間が前後する場合があります。余裕を持ってご入場下さい。 

※ 撮影許可書のない方は、写真・ビデオの撮影ができません。ご協力お願いします。 

※ 演技中の会場への入退場はできるだけ控えていただきますようお願いします。 



 
 
  

3. 小袖座（こそでざ） 
 

日本舞踊で白雪姫。 

姫たちが着物で踊ります。 

 
曲：クルミ割り人形 など より 

 
 
 

4. マイレ レイ 
 

アロハの心で  

ハワイの 風を 感じながら 

心を 込めて 踊ります。 
 

 ① ア ソング オブ オール ド ハワイ 

 ② タ フ ワ フ ワイ 

 ③ ヘポラニ マカマエ 

 ④ アロハ カマニニ 

5. MIKI BALLET 
 

「わらべ」 

～こども達のまなざし～ 
 

      ① 情景                ④ 母の想い 

      ② かごめかごめ    ⑤ かくれんぼ 

      ③ はないちもんめ ⑥ またあした 
 

こども達の遊びをモチーフにしました。 

今年も、舞台いっぱい元気に踊ります。  

2. プルメリア 
 

自分達に出来る範囲で、 

楽しく練習しています。 
 

    ① アレコキ 

    ② ハナレイムーン 

    ③ クウレイホク 

    ④ カマヌ 

    ⑤ アロハオエ 

1. VIOLET JAM 

 
私達は、心はひとつをモットーに 

笑顔と元気を届けます！ 
 

   ① OPENING ② PETIT  

 ③ LYNX ④ DAIA ⑤ SPIRIT 

   ⑥ AOBA ⑦ RUSH ⑧ BARK  

   ⑨ ENDING 

 

6. ラウラニ フラ スタジオ 
 

優雅な踊りを目標に、 

今年で２１年目を迎えました。 
 

① ワヒネ イリケア 

② クーレイ ホク 

③ プナイキ エア 

④ カイマナ ヒラ 時間は目安です。開始時間が前後する場合があります。余裕を持ってご入場下さい。 



 
 
  

7. Crystal Wing 
 
私たちCrystal Wingは昨年10周年を

迎えたクラシックバレエ教室です。バ

レエに親しむ、バレエを好きになるを

目標に3歳〜高校生までの生徒たちが

日々楽しく練習に励んでいます。 
 

  曲：10周年記念作品 白鳥の湖より 

      二幕抜粋 
  

8. タヒチアンダンス Hei Tiare 
 

今年もタヒチの楽しい曲をたくさ

ん踊ります！ 
 

① Te vai nei ② Otea Matai 

③ Otea Hitimahana ④ Ua vai api 
    ※途中でワークショップを行います。 

⑤ Kapa api ⑥ Te here 

⑦ Otea Paea～Takoto 
 

 
  

★ワークショップ 
 

出演団体： 

タヒチアンダンス Hei Tiare 
 

体験！皆で踊りましょう。 

タヒチアンダンスって…楽し～い☆ 
 

ステージで踊れるチャンス!! 

曲： Kapa kirugaimaigapu 

9. Vamos Baila 
 

初参加！ 

ハピネスがとどきますように♡ 
 

① It'll Be Magical 

② Electrical Parade Dreamlights 

③ 爽涼鼓舞 

④ 星に願いを 

 ～Remember the Dreams 

11. 颯(ソウ) 
 

こどもの元気、大人の頑張り、

見てください。 
 

① アジアの海賊 

② 南中ソーラン 

③ もったいない婆さん音頭 

10. モダンキッズ 
 

地域イベント、ボランティア！

人々とふれあいながら楽しくレッ

スン！リトルバレリーナのお教室。 
 

① 魔女の宅急便 より 子猫のバレエ 

② ドンキホーテ より 

③ パキータ より 

 



 
  

司会者 
 

（Violet Jam）     （小袖座） 

 勝山 杏 さん       藤原 咲希 さん  

 長嶋 杏果 さん      飯田 萌々 さん 

 中里 藍菜 さん      松原 碧波 さん 

 東谷 アリス さん 

 大川 弥空 さん    （Vamos Baila） 

 大川 澪 さん      杉本 周子さん 

 吉村 紗 さん 

 久家 彩 さん 

 ★お楽しみ フィナーレ！ 
 

  ○ 出演団体紹介 

      みんなで、Shake it off！！ 

 

  ○ 妖怪の仮装をして みんな集まれ～！ 

    

     ようかい体操第１を踊ろう！！！ 
 

  最優秀仮装の人には、プレゼントがあるよ。 

    

  17:30 頃までに、公会堂の客席に集合！ 

  静かに座って待っていてね。 

  ステージに上がれるのは 先着５０人（予定） 
 

  見に来てくれた人も参加できるよ～ 


