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第４回 タヒチアンダンスコンペティション in いわき 

“Nati Aroha2022”のご案内

大会趣旨 

言葉のない古代、コミュニケーションの手段として生まれたタヒチアンダンス。人が人へ何かを伝えるのがタヒチの踊りです。東日本大震

災で大きな被害を受け、10 年を迎えました。今も復興へ向けて歩み続けるここ福島県いわき市において本大会を開催する事に大きな

意義があります。情熱のドラムビートと皆様の元気と笑顔で復興の一助となればとの有志が集い本大会を設立致しました。趣旨に御賛

同頂き、コンセルバトワールよりファビエン院長を始め、3年前からゲストの皆様をお迎えする事が出来ました。今回はタヒチよりゲストの皆

様をお招きすることができず、様々な制限の中での開催となります。 

コンペを通じて、御参加頂いた皆様が世代や団体を越えてタヒチへの興味をさらに深め、相互交流の架け橋となる事を願っておりま

す。そして、皆様に笑顔と元気をお届けしましょう。 

 
 

イベント概要 

イベント名 第 ４ 回 タヒチアンダンス コンペティション in いわき “Nati Aroha 2022” 

開催場所 福島県いわき湯本温泉 スパリゾートハワイアンズ ビーチシアターステージ 

〒972-8326 福島県いわき市常磐藤原町蕨平 50 

 

主催 Nati Aroha 実行委員会 

 

後援（予定） いわき市、一般社団法人 いわき観光まちづくりビューロー福島民

報社、福島民友新聞社、いわき民報社 

 

 

審査員・ゲスト 審査委員長 コンセルバトワール 学院長 

Fabien Dinard（ファビエン ディナール）氏 
 

他２名のジャッジによるオンライン審査を予定しております。 
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第 ４ 回 タヒチアンダンス コンペティション in いわき 

“Nati  Aroha 2022” 
 

参加要項 

 

期日 2022年 2月 5 日（土）15：00～18：00 ソロ・オテア部門 

6 日（日）09：30～11：30 エキシビション（グループ） 

 

会場 スパリゾートハワイアンズ ビーチシアター 

 

種目 ソロ･オテア 部門、エキシビション 

 

表彰 ソロ・オテア 部門 総合優勝 

エアタヒチヌイ  成田ータヒチ  往復航空券  エコノミークラス  1 名分＋副賞（予定） 

 

各カテゴリー 1 位～3 位 

賞状+副賞 

 

審査員 3 名によるオンライン審査 

 

審査方法 ソロ・オテア 部門 

課題曲を録音音源で約 60 秒～90 秒、最大３名で踊ります

審査は 録画した映像を現地に送る形で、行います。 

結果発表は、後日、ホームページ、SNSにて行います。 

＊審査内容については 出演レギュレーション（P3～P4）をご確認ください。 

参加資格 コンペティションの出場者の国籍は国内外を問わない。 

すべての団体、無所属のダンサーが出場可能。 

年齢はコンペティション参加当日を基準とします。 

 

参加費用 ソロ・オテア 部門 （１名様あたりの基本費用） 

18,000 円（大人、小人、幼児 同額） 

 

注.1） エントリー者は、実行委員会が用意するオフィシャルの｢宿泊｣または｢日帰｣プランに申込をする必要があります。 

詳細は、Ｐ7をご覧ください。 

注.2）ソロ・オテア部門参加者が、翌日のエキシビションに参加する場合は、追加料金はかかりません。 

エキシビションのみの参加の場合は、１名￥5,000/込が、かかります。 

 



3  

 出演レギュレーション 
 

１. ソロ･オテア 部門 

＜エントリーフィー＞ 18,000 円/一人 (チケット割当等はありません) 

【開催日時】 

2 月 5 日（土）15：00～18：00 

 

【カテゴリー】 

3～7 歳、8～12 歳, 13～18 歳, 19～27 歳, 28～33 歳, 34~39 歳, 40～49歳、50 歳以上 

上記の各カテゴリーを女性/男性に分けた 計16カテゴリー 

コンペティション当日の満年齢が基準となります。 

 

【進行】 

（録音音源での演技） 

エントリーナンバー順に最大 3 名ずつ入場します。 

約 60 秒～90 秒の音源にあわせて競技します（事前に渡された数種類の音源から 1 曲がランダムに再生されます） 

 当日撮影する映像を、後日タヒチへ送り審査を行います。結果の発表は後日となります。 

  

 

【衣装】 

＊頭飾りの着用を必須とします。 

＊女性は上半身にブラまたはビスチェを着用。男性は上半身裸とします。 

＊女性は腰パレオを着用、丈は膝丈にしてください。片側結びとし、ロールアップは可。    

男性はマロスタイルまたはティヘレスタイルとします。 

*手に持つ道具や腰に着ける装飾品は不可とします。 

 

【注意事項など】 

＊出演者以外の入場について 

控室(広間)ステージ裏共に、出演者以外の立ち入りは原則不可となります。参加者が幼齢（12歳未満）で着替えに 

補助がいる等の場合は、オフィシャルププランにお申込の上、当日ステージに出られる際に、サポートとして舞台裏に 

同行される旨を現場の者にお伝えください。密を避けるため、舞台裏への同行は、1 参加者につき 1 名様にてお願いして

おります。ご了承ください。 

 

下記の行為を禁止します。 

＊他の競技者の演技の妨害 

＊舞台袖への競技者以外の立ち入り 

＊出場する前後の舞台袖での応援（座席から応援してください） 

＊その他、主催者側がふさわしくないと判断した行為は即刻注意、内容によっては退場していただきます 

 

【審査項目】 

衣装、熟練度、表現力（リズム感、迫力）、振付 について、現地の基準に則って審査されます。 
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２、エキシビション（グループ） 
 

【開催日時】 

2022 年２月 ６ 日 (日) 9：30～11：30 

 

【参加資格】 

下記のいずれかに該当する方で構成されたグループ(年齢・男女は問いません) 

① “Nati Aroha 2021” ソロ・オテア部門参加者 ※コンペティション参加者は無料で参加できます。 

②  エキシビジョンエントリーフィー（￥5,000 /一人） 納入者 

 

【人数・持ち時間】 

3名~7名でお申込み ⇒ 5分以内 

8名以上でお申込み  ⇒ 8分以内 

 

【その他】 

衣装・小道具に指定はありません。大道具を持ち込む場合は事前に実行委員会へ御連絡下さい。 

 

【新型コロナウイルスの対策について】 

・下記事項に該当する方は、ご参加をお控えいただきますよう、お願い申し上げます。 

１）新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がある方 

２）同居家族や身近な知人に感染が疑われる場合がある方 

３）過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、 

地域等への渡航ならびに当該在住者との濃厚接触がある方 

４）イベント当日に、発熱（37.5℃以上）がある方 

 

・館内（ステージ上以外）では、マスクを着用ください。フェイスシールドは不可となります。 

・事前に、ご自宅で検温をし、参加の可否を判断していただきますようお願い致します。 

・発熱などの症状が無い場合でも、館内でのマスク着用、検温・手洗い・うがい・手指消毒などの感染防止対策の徹底に 

 ご協力をお願い致します。 

・イベントスタッフのマスクや手袋の着用につきまして、ご理解ください。 

 

・福島県で、緊急事態宣言が発令された場合は、本イベントを中止いたします。 

・お住いの都道府県で、緊急事態宣言が発令された場合は、ご参加をお控えください。 

 

その他、スパリゾートハワイアンズの取り組みの詳細は、下記でご確認ください。

https://www.hawaiians.co.jp/special/anshin_torikumi/ 

タトゥーについて 

ホテル及びウォーターパーク施設（パブリックスペース）においてはタトゥーの露出を固くお断りしております。         

ステージ上のみ、特別に許可となります。 ご参加者の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
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「第４回 タヒチアン ダンス コンペティション in いわき Nati Aroha 2022」 

コンペティション参加者の基本スケジュール 

 

日付 館内スケジュール 

 

１
日
目( 

土 ) 

10：00 

13：15 

11：00～14：00 

14：00～15：00 

15：00～18：00 

18：00～19：00 

19：00～20：30 

20：30～21：00 

21：30～22：00 

東京駅出発（送迎バス ご利用の方のみ） 

ハワイアンズ到着予定（送迎バス ご利用の方のみ）  

総合受付 13:30 以降 お部屋にご案内できます。 

開会式（参加者説明会）会場：ラピータ（予定） 

審査ラウンド   ソロ・オテア部門   会場：ビーチシアター 

場当たり①     エキシビション   会場：ビーチシアター 

バイキングの夕食 

＊ポリネシアン・グランドステージ観賞 

場当たり② エキシビション   会場：ビーチシアター 

*エキシビション参加グループの場当たりはオープンスペース（ビーチシアター）での 

場当たりとなりますことご留意ください。 

 

２
日
目( 

日 ) 

 

 

09：30～11：30 

11：30～12：00 

13：30～13：55 

15：30 

19：00 

朝食 

※各人にてチェックアウトをお済ませください。 

エキシビション    会場：ビーチシアター 

閉会式  会場：ビーチシアター 

＊ポリネシアン・サンライトカーニバル観賞 終了後、各自、ホテル出発、ご帰宅へ 

ハワイアンズ発（送迎バスご利用の方のみ） 

東京駅到着予定（送迎バスご利用の方のみ） 

＊参加人数・チーム数により、時間が前後することがあります。 

 

 ホテルハワイアンズ  

＊ゆっくり寛げる大型ホテルです。 

＊館内には、３つの大浴場があり、 

新鮮で豊富な温泉をご堪能いただけます。 

  

 モノリスタワー  

＊入り口からハワイを感じられる優雅な作り。  

＊「ハワイアン＆スパ」をコンセプトに、 

源泉かけ流しの温泉や、斬新なスパ施設が 

ご利用いただけます。  

＊夕食のブッフェが魅力的です。 
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「第４回 タヒチアンダンス コンペティション in いわき Nati Aroha 2022 宿泊・日帰入場券」について 

コンペティション参加の方は、エントリーフィーのほかに、スパリゾートハワイアンズの宿泊または日帰入場券の予約・購入が必要です。 

下記プランは、Nati Aroha2022 に参加される方用の特別プランです。応援・観戦者の方もご利用いただけます。 

専用フォームよりお申込みください。   旅工房ＨＰの  Nati Aroha  のページにリンクがございます。 
 

参加形態 利用条件 
大人 

13歳以上 

小人 

6 歳以上 12 歳以下 

幼児 

3 歳以上 5 歳以下 

 

宿泊 

ホテル ハワイアンズ 

バストイレ付き一般客室 

6 名１部屋 25,850 18,612 13,442 

5 名１部屋 25,850 18,612 13,442 

4 名１部屋 26,950 19,404 14,014 

3 名１部屋 29,150 20,988 15,158 

2 名１部屋 40,150 28,980 20,878 

 

宿泊 

モノリスタワー 

バストイレ付き一般客室 

 

5 名１部屋 29,150 20,988 15,158 

4 名１部屋 30,250 21,780 15,730 

3 名１部屋 32,450 23,364 16,874 

2 名１部屋 43,450 31,284 22,594 

日帰り ２日間入場 6,000 4,000 3,000 

※上記は、お一人様あたりの料金です。 ※日帰りは、1日のみご購入も可能です。（1日の場合は半額） 
 

  
 

【宿泊に関する諸条件】 

含まれるもの： ホテル宿泊費用（1 泊 2 食・税サ込）、スパリゾートハワイアンズ施設入場料 2 日分、無料送迎

バス(希望者のみ)、滞在中「Nati Aroha 2022 総合受付デスク」 をご利用いただけます。 

含まれないもの： ホテルまでの往復交通費、飲物代、昼食代、その他個人的費用 

その他諸条件： コンペティション参加者と応援・観戦者の方とで同室利用が可能です。 

1 部屋のご利用人数により宿泊費用が変動します。上記宿泊費用一覧表でご確認ください。 

 

【日帰りに関する諸条件】 

含まれるもの：    有料施設「ウォーターパーク」入場料 2 日間（2/5-6限定利用）  

その他諸条件：   ご購入後の払戻、一部払戻、利用日の変更はできません 

2/5-6 の 2 日間のみご利用いただけます。単日のみの料金設定はございません。 

 

 

※株主優待券はご利用いただけません。予め、ご了承ください。 

※宿泊棟により、夕食/朝食会場は異なりますのでご注意ください。
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参  加  申  込  方   法 
 

STEP1 ⇒ コンペティションへのエントリー 

以下のリンクをクリックし、（旅工房ホームページ） 「WEB申し込みはこちらへ」 を選択し、申込ください。 

URL    ：https://www.tabikobo.com/area/info/tahiti/2021-11-18-2/ 

     ※インターネットエクスプローラーでは起動しない場合がございます。 

       別のブラウザをご利用ください。 
 

申込締切： 締切 2021 年 12 月 29 日（水） 

申込が定員に達した場合は締切前でも、募集を終了いたします。 

STEP2 ⇒ エントリーフィーの支払 

エントリーから、１週間以内に、エントリーフィー（18,000 円または 5,000 円×人数）をお支払いください。 

振込名義を、必ず「エントリー者ご本人の本名」にしてください。またお名前の後に「0205」を付け加えて下さい。    

クレジットカード決済はご利用いただけません。予めご了承ください。 

 

  

STEP3 ⇒ オフィシャル宿泊・日帰りプランの申し込み・プログラム掲載用写真のご提出 

「宿泊・日帰入場券申込」 ソロ・オテア部門 及び エキシビション参加の方 締切：12 月 29 日 

 

「プログラム掲載用写真」   締切：12 月 29 日 

     

方法：JPEG データでメールに添付してご提出ください。  

※必ず、タイトルにお名前を入れてください。  

送付先：t.hawaii@tabikobo.com 担当：對比地・片岡・山本 

 

写真サイズ ソロ・オテア部門参加の方 横 25×縦 35  ｍｍ 自身の写真 

エキシビジョン参加希望の方 横 60×縦 40  ｍｍ グループの写真 

取消規定： 

日付 
コンペティション・エントリーフィー 宿泊・日帰り入場費用 

宿泊参加者 日帰参加者 宿泊費 日帰り入場券 

お申込 ～ 12/29 無料 
無料 無料 

01/04 ～ 01/23  

全額 

（ご返金はございません） 

01/24 ～ 02/02 宿泊費の 30％  
払戻不可 

02/03 宿泊費の 50％ 

02/04 宿泊費の 100％ 

 

 

みずほ銀行 池袋支店（店番：230） 普通 １５３８３００  株式会社 旅工房   

https://www.tabikobo.com/area/info/tahiti/2021-11-18-2/
mailto:t.hawaii@tabikobo.com
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ステージ情報 

ステージサイズ 横 20m×奥行 10ｍ×高さ 1ｍ 変則型ステージ 

会場情報 

着替え ステージ会場近くアミューズメント館４F大広間をご出演者が合同でご利用いただきます。 

場当たり エキシビション参加グループに限り 2 月 ５ 日（土）に場当たりが可能です。 

スケジュールは P5 をご確認ください。 

 

座席情報 

2/5（土） 15:00～18:00 審査ラウンド 指定席を含め、全ての席が無料でご利用いただけます。 

2/6（日） 09:30～12:30 エキシビジョン 有料指定席で御覧の場合のみ￥1,000/込となります。 

 ＊事前予約は承っておりません。 当日ステージ脇のカウンターにて受付となります。 
 

タヒチアンダンス コンペティション in いわき Nati Aroha 2022 の撮影に関する注意事項・肖像権について 

● 肖像権について 

Nati Aroha  2022では、ステージなどイベント内容が撮影された DVD、写真の映像を紙媒体、インターネットなどにより 

使用させていただく事がございます。 

● ビデオ撮影など動画撮影（携帯端末などによる動画撮影を含む） 

ご出演者の肖像権を尊重するため ステージ中の動画撮影は、携帯端末を含み、一切禁止といたします。 

無断での撮影を目撃した場合、主催者より、会場からの退出やデータ削除を指示することがあります。 

● 写真撮影など静止画撮影（携帯端末などによる写真撮影を含む） 

Nati Aroha 2022 では、個人的または出演グループの中で楽しんでいただく目的での撮影に限り許可しております。 

フラッシュ撮影、一脚、三脚利用での撮影、大型望遠レンズを使用しての撮影はご遠慮ください。 

個人的に撮影したステージ写真は、写っている対象者に無断でWebやチラシなどへの掲載・焼き回しなどを一切禁止いたします。 
 

出 演 者 
集 合 場 所 

客席（正面） 

下手へ掃けます 

使い捨てマスク配

布 

 

 

 本大会に関する 問い合わせ先 

Nati Aroha 実行委員会 東京事務局（㈱旅工房内）  担当：對比地・片岡・山本 

電話：03-5956-3005 メール：t.hawaii@tabikobo.com 

住所：東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 46階 

mailto:t.hawaii@tabikobo.com
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