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　Since I talked about a Hawaiian singing competition last 
month, I thought why not talk about a Hawaiian dancing 
festival this month?
　Every year in the April the world’s most prestigious hula 
festival, The Merrie Monarch Festival, is held in Hilo, Hawaii. 
Established in 1968, this week long event is a showcase 
for hula, the traditional dance of Hawaiians, as well as 
indigenous arts from all of Polynesia, culminating in the main 
events on the last three nights, the competition that decides 
the best of the best in the world of hula. The hula competition 
portion is separated into three parts, Miss Aloha Hula, a 
women’s solo portion, group Kahiko (ancient Hawaiian hula), 
and group Auana (modern hula). The judge’s panel consists 
of highly respected kumu hula (hula masters and teachers) 
and cultural experts that scrutinize every bit of each halau’s 
performance, from their oli (chants) to the authenticity of their 
costumes. At the end of the competition, scores are tallied 
and the best halau get awards in the form of beautifully 
made traditional instruments, like ipu heke (gourd percussion 
instrument) or pahu (Hawaiian drum). The competition is 
so popular it’s broadcasted on television every year and 
sometimes sold on DVD a year later.
　The event is a celebration of not just hula, but Hawaiian 
culture as a whole, the old and the new, crafts, language, 
fashion, food as well as other aspacts. Look up “Merrie 
Monarch” online if you would like to see what world-class 
hula looks like!

Aloha and see you next month! 

　前月号では、ハワイの合唱コンクールについてお話ししたので、
今月は、ハワイのダンスフェスティバルについてお話しします。
　毎年4月に、ハワイ島ヒロ区で有名な「M

メ リ ー

errie M
モ ナ ー ク

onarch」という
フェスティバルが開催されます。このイベントは1968年に始まり、
フラダンスを中心として、1週間かけてポリネシア中の伝統芸能を
披露し、最後の3日間にメインイベントである世界一のフラダンス
のグループを決めるフラダンス大会がおこなわれます。大会は、ソ
ロフラダンスのM

ミ ス

iss A
ア ロ ハ

loha H
フ ラ

ula、古典フラダンスのK
カ ヒ コ

ahikoと現
代フラダンスのA

ア ウ ア ナ

uanaの3部に分かれています。フラダンスの世
界には長い歴史があり、崇敬されているK

ク ム

umu H
フ ラ

ula（ダンスの先
生）やハワイ文化のエキスパートがそれぞれのh

ハ ラ ウ

alau（ダンスグル
ープ）のダンスをよく見て、o

オリ

li（詠唱）や衣装など、数多くの細かい
基準に基づいて採点します。最高点を獲得したhalauには、フラダ
ンスの楽器のi

イプ

pu h
ヘ ケ

eke（瓢箪の打楽器）やp
パ フ

ahu（ココナツ木の打
楽器）などの素敵な賞品が贈られます。大会は毎年テレビで放送さ
れ、DVDも発売されるほど大変人気のあるイベントです。
　Merrie Monarchはフラのお祝いだけでなく、ハワイの文化の
あらゆること、過去と現在、工芸、言語、ファッションや食物などの
幅広い分野も祝うイベントです。動画投稿サイトで「Merrie Mona
rch」を検索して、世界クラスのフラダンスを見てみてください！

Aloha! また来月！
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出身：ハワイ　年齢：24歳
趣味：料理、まちへ出かけること、カラオケ

講座 とき 対象・定員
抽選 費用

甲州流いけば
な教室

6月～12月（8月を除く。）
第1・3日曜日
午後1時30分～3時30分

10人
500円

（お花代は別
途必要です。）

初歩の英会話 6月～11月 第2・4木曜日
午後7時～8時45分

15人

2,800円程度

はじめての
韓国語

6月～9月 第2・4水曜日
10月～11月 第1・3水曜日
午後7時～8時30分

1,000円程度

はじめての
水墨画教室

6月～11月 第1・3土曜日
午前10時～11時30分 500円

はじめての
日本画教室

6月～11月 第1・3土曜日
午後1時30分～3時30分

10人
3,000円

はじめての
茶道教室

6月～11月 第2・4水曜日
午後1時30分～4時 6,000円

着物の着装と
マナー

7月～12月 第1・3木曜日
午後1時30分～3時30分 10人（女性） 1,800円程度

講座 とき 対象・定員
抽選 費用

子ども将棋教室 6月～11月 第2・4日曜日
午前10時～11時30分

30人
（小学4年生～
中学生）

500円

■対  市内にお住まい又はお勤めの方
■申  ・■問4月1日～24日（必着）に、はがき又はファックス
で、希望の講座、氏名（ふりがな）、郵便番号・住所（市内
にお勤めの方は勤務先の名称と住所）、電話番号、小・
中学生向けの講座は学年、保護者名を記入して次へ。

　〒619-0214 木津宮ノ堀149 東部交流会館
　 fax 71-8131　☎71-8130
■他  詳しくは、市ホームページをご覧になるか、問い合わ
せてください。

東部交流会館 いずみホール（中央交流会館）

健康体操
西部交流会館
■時５月16日・23日・30日（火）　午後３時～４時30分
東部交流会館「カルチャールーム１」
■時５月17日・24日・31日（水）　午後３時～４時30分
■講ねむの花　■定各10人 抽選　■対市内にお住まいの方　
■￥500円　■持タオル・バスタオル（各１枚）、飲み物
■他体操のできる服装で参加してください。

はがき絵体験
■時  ５月26日、６月23日、７月21日（金）　午後１時～
■所東部交流会館「カルチャールーム２」
■講はがき絵サークル　■定５人 抽選

■対市内にお住まいの方

■申  ４月28日までに東部交流会館（☎71-8130）へ。
■共木津川市文化協会、教育委員会

市民講座　受講生募集

文化協会体験講座　受講生募集


