県内最大級のハワイの祭典

Ohana

わくわくハワイ体験がいっぱい！

〜 つ な が るき ず な 〜

※Ｏｈａｎａ
（オハナ）…家族、仲間、心のつながりなどを表すハワイのことば

入場・観覧無料

土

日

会場▶アオーレ長岡
主催

共催

長岡市

後援

アメリカ合衆国大使館、ハワイ州観光局

大手通り

TEL 0258(39)2500 E-mail:network@ao-re.jp
大手スカイデッキ

アオーレ長岡3Fに接続

至東京

アオーレ長岡
※アオーレ長岡および周辺の駐車場には限りがあります。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
※自転車でご来場の際には所定の駐輪場をご利用ください。歩道上への駐輪は禁止されています。※会場内は禁煙です。喫煙は指定された喫煙所をご利用ください。
※会場内では酒類を販売しています。飲酒運転は法律で禁止されています。※掲載内容は変更する場合があります。詳しくはお問い合わせください。

JR
長岡駅

東口方面

NPO法人ながおか未来創造ネットワーク

駅の改札口からアオーレ長岡へ
雨に濡れずに直接アクセスできます。

大手口
駅前広場

お問い合わせ

アオーレ長岡は
JR長岡駅から徒歩3分

城内通り

Atelier Infinity、アロハタッチセラピー、H.I.S、Ｍ.Ｃ ＣＡＦＥ、KIWA HULA、ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ ＣＯＦＦＥＥ、GRAMERCY、
コーヒーハウス ミチル、㈱JTB関東、ＪＡＭＥＳ ＮＡＧＡＯＫＡ、手芸小物 Ｓｏｕｒ
ｉ
ｒｅ、ダイニング・カラオケ グランピア、タニタカフェ
（一社）長岡観光コンベンション協会、長岡グランドホテル、長岡こども福祉カレッジ、
（公財）長岡市国際交流協会、
長岡市中心市街地活性化協議会、長岡商工会議所青年部、
（一社）長岡青年会議所、
（一財）長岡花火財団、ナニマウロア、
Nā Poaka O Eriko、花屋 利平、Hawaiian ＆Dining Mahalo/BarbarossA、fuuno、レフエ

10:00〜17:00

至新潟

協力

長岡アロハクラブ、NPO 法人ながおか未来創造ネットワーク

●アリーナ
ハワイアンマーケット ＆ 体験ブース

フラ ＆ ウクレレステージショー

無料

出演リスト
▶ウクレレ オージマ & カルチャープラザ長岡 ＆

８日︵出演順︶

７日︵出演順︶

新潟日報三条教室
▶スタジオ エムカ フラクラス
▶ マカレフア順子ハーラウ
▶ウクレレ ふぁみりあ
▶ アロハグループ
▶ ハーラウ フラ オ レイラニ
▶ウクレレ メディアシップ
▶スタジオ リオン
▶ ユザワケイキフラ ハーラウ オ シホ
▶ ナニマウロア フラスタジオ フラ ＆タヒチアン
▶ フイ オ ケアロプアケア フラスタジオ
▶ フイ フラ オ ナー プア サクラ
▶ フラ ハラウ オ ポリアフ
▶ウクレレ メディアプラッツ &
フラ プアナーナーラー

▶ウクレレ ハイビスカス
▶ウクレレ オルオル & ウクレレ ゆめみどり1/ｆ
▶アロハ ヘカラアケア オ フラ
▶ナーマラマ オ カイオロヒア
▶ＪＦＢ＋Ｈ かむろ真鶴
▶ヴィーナス アロハ
▶ウクレレ ヴィーナス K
▶フラ プアナーナーラー
▶ナニカイ フラスタジオ
▶フラスタジオ ラウレア
▶フラスタジオ カプアレイピカケ
▶カフラ オ ハワイ 新潟教室 ＆

フイイア オ カフラ 能仲咲子教室

▶アロハ エ コモマイ
▶カフラ オ ナー プアケア
▶ナーリコ オ ハウケアイカライ
▶ ハーラウ フラ オ リハウ フラ ＆ タヒチアン

※ステージの進行状況により、出演は前後する場合があります。

有料

●ハワイアンキャンドル作り
●ロミロミ
●アクセサリー作り
●ハートのオーナメント作り
●キッズネイル ハンドケア
●リボンレイ作り
●ハーバリウム作り
など楽しい体験が盛りだくさん！

ハワイアン雑貨

ハワイアンキャンドル作り

アクセサリー作り

7/7 ・8
14：00〜

ステージで
フラ体験開催!

hula

長岡ホノルル姉妹都市
交流パネル展
ホノルル市との交流の歩みを紹介！

●ナカドマ
ハワイアンフードコート

有料

ハワイのローカルフード・スイーツ・ドリンクが勢ぞろい！

ガーリックシュリンプ

キラウエアチーズバーガー

リリコイパンケーキ

ロコモコ丼

キッズパーク

無料

サイバーホイールやプールが登場！

南国植物販売
ラーメン
選手権
プレオープン

●ホワイエ
ウクレレ体験

●ホールA
無料

14：00〜

●ホールB・C

ハワイアンキルト作品展

ハワイ日系人の歩み写真展 見どころ解説（要申込）

無料

無料

７/７
（土）
・８
（日）11:00〜

（問・申込）国際交流協会
☎0258-39-2207

トークショー開催！
７/８
（日）12：00〜

7/7

太平洋航空博物館人気ガイドの小池良児氏
と日系兵遺産保存協会のバーンズ山下氏に
よるトークショーをアリーナで開催！

11：00〜

アオラジ公開生放送

●まちなか連携企画
まちなかコラボ！

7/2㈪ 10:30〜12:30 タニタカフェ × ピアス&イヤリング作り
7/3㈫ 10:30〜12:30 GOOD LUCK COFFEE × リボンレイ作り
7/4㈬ 14:30〜16:30 コーヒーハウス ミチル × チョークアート
7/5㈭ 14:00〜16:00 ダイニング・カラオケ グランピア × ハーバリウム

（問・申込）
手芸小物 Sourire (熊野) ☎070-4486-6754

第 ２ 弾

第 １ 弾

まちなかのカフェで
ハワイアン手作りアート体験！ 有料

すずらん通り
ハワイ店「JAMES AFTER BEACH CLUB」の商品を7/7㈯、
8㈰に限定販売！
(問)JAMES NAGAOKA(長岡市東坂之上2-6-9) ☎0258-37-1885

すずらん通り Hawaiian & Dining Mahalo
ナガオカアロハフェスティバル初出店記念！ 7/1㈰〜
女性限定特別コース
（2H飲み放題＋料理４品）
を税込3,000円で提供!
(問)Hawaiian & Dining Mahalo(長岡市坂之上2-4-10) ☎0258-39-6699

※詳しくはアオーレ長岡ＨＰをご覧ください。

