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第12回第12回
ウクレレピクニック・イン・ハワイをウクレレピクニック・イン・ハワイを
120％楽しむための120％楽しむための

　ウクレレピクニック・イン・ハワイも12回目を
迎えます。ずっと変わらず応援してくださったメ
ディア、企業、ウクレレ関係者の方々に感謝しま
す。そしてウクレレファン、ウクレレピクニックを
毎回楽しんでくださっているみなさんにも感謝
です。
　12年は干支でいえばちょうど一周。ウクレレ
ももしかしたら新たな時代に突入するのかもし
れません。

それはどんな時代かというと、ウクレレの持つ
不思議な力を世界中の人たちが認識する時代に
なる、と思うのです。
　ウクレレは常に平和のメッセージを発してい
ます。心の平安、友情、謙虚さ、家族愛、今の世
界に必要なのはまさにこれらではないでしょう
か。平和の具体的なイメージを持つことが理想
の世界への第一歩だとしたら、未来の主役とな
る子どもたちにこそウクレレが大切な役割を果

たすに違いありません。この数年いつもそんな
ことを考えながらこのイベントを続けてきまし
た。もちろん、みなさんに喜んでもらえる小さな
楽園を作りたいという夢は変わりません。
　ウクレレの音色を、素晴らしい演奏を、おいし
いフードを存分に楽しんでください。ウクレレが
生み出す平和と安らぎ、さらに新たな時代の予
感をこのウクレレピクニックで感じていただけ
れば嬉しいです。

ウクレレピクニック・イン・ハワイ主催
ウクレレファウンデーション代表

関口和之

の
の 

主催者のごあいさつ

2020年2月16日（日曜日） 9:00am～日没まで
ビクトリア・ワード・パーク

（Kamakee St.とWard Ave.の間、マルカイ・マーケットプレイス跡地）
住　  所 980 Auahi St., Honolulu
入 場 料 無料
駐 車 場  近くにパブリックパーキングが多数あり
問い合わせ ☎808-312-4381 （ポエポエハワイ）
 www.ukulelepicnicinhawaii.org

日　時
会　場

　2009年に始まった『ウクレレピクニック・イン・ハワイ』は、実力派若手
ミュージシャンからベテランまで日本とハワイを中心としたウクレリア
ンが集結し、動員数は約5000人を誇るイベント。このイベントが目指す
のは、ウクレレを、より多くの人に手に取ってもらう場 “ウクレレミュー
ジアム” を建設すること。イベントの収益金もその資金にあてられます。2
月16日（日）は、青空に響くウクレレの音色に包まれながらピクニック気
分を満喫しに出掛けてみませんか？



タイムスケジュール

9:00am ウェルカムタイム
Ku'uipo Kumukahi Oli

10:00am  Ukulele Roku and Friends (10min)

 Poe Poe Japan (10min)

 Kei Nishizato Ukulele School (10min)

11:00am Jody Kamisato & Ukulele Hale & Honoka

Give Away
Keiko & UkuMele ‘Ohana

Happy field rainbow / Happy field 
sunshine 

12:00pm Honoka
Bryan Tolentino

Hook

1:00pm 100 Ukulele Presentation Ceremony

Iron Mango

Give Away
2:00pm 8th International Uke Contest MVP

Tegan & Kaylen

 Boo Takagi

3:00pm Mark Yamanaka (Kelina Eldredge)

Benny Chong & Byron Yasui

4:00pm Herb Ohta Jr.  

Give Away
Imua

5:00pm Kamakakehau Fernandez (+Hula group)

Sekiguchi Band 

5:30pm フィナーレ

Mauna StageMauna Stage
10:30am Kyosuke Takahashi

11:00am Lina Lina

Dr.Trey & Maemae elementary 
school students         (Dr.
Trey & Poepoe hawaii ukulele 
students) 

Shiori & Poepoe hawaii hula 
students

JazzoomCafe & Sora

Sam & Saiko Ninjaz

12:40pm Free Ukulele Workshop  by 
Dr.Trey 

1:20pm 100 Ukulele Workshop for 
100Kids by Dr.Trey

2:05pm Free Hula Workshop  by 
Kawena

2:50pm The Tenrik yo Hawaii Ukulele 
Orchestra

Moana StageMoana Stage

豪華ミュージシャンが勢ぞろい！

出演者の
予習をしておく

　ハワイや日本をはじめとした著名ミュージシャンが集結。２カ所のス
テージで惜しみなくそのパフォーマンスを披露します。そんなライブを

無料で堪能できるのはウクピクならではの贅沢！ 出演者を押さえ、
タイムスケジュールをチェックしておくことが大前提です！

マーク・ヤマナカ
Mark Yamanaka
ハワイ島ヒロ育ちの日系ハワイアン
シンガー。ファルセットの高音域から
豊かなバリトン・ボイスまで出せ、ト
ラディショナルからコンテンポラリー
まで幅広いアイランド・ミュージッ
クを歌いこなす。ナ・ホク賞常連で、
2019年はアルバム『Lei Lehua』で
最優秀アルバム賞他５冠達成。

関口バンド
Sekiguchi Band

口笛とウクレレのユニット。 メンバー
は関口和之（ウクレレ）の他、分山貴
美子（口笛、ウクレレ）、ヤナギマン
（ベース）、はたけやま裕（パーカッ
ション）と、音楽界で活躍する豪華な
顔ぶれ。

クウイポ・クムカヒ
Kù uipo Kumukahi

女性フラミュージックシンガーの第一人
者で愛称は『ザ・スイートハート・オブ・
ハワイ』。多くの受賞歴を持つ。ハワイ
アン・ミュージックを継承することに熱
心で、多くの団体に所属して活動中。

ジャズーム・カフェ
Jazzoomcafe

元・総合格闘家。高速な演奏
で、2011年ハワイ国際ウク
レレコンテストで日本人初の
MVP受賞した超絶ウクレレ
プレイヤー。

ベニー・チャン
Benny Chong

ハワイを代表するジャズ・ウクレレ奏
者。ビル・タピアやライル・リッツなど
の大御所ジャズ・ウクレレミュージシャ
ンらと肩を並べる、名実ともにハワイを
代表するジャズ・ウクレレの名人。

フック
Hook

5枚目アルバム『COLORS』
がナ・ホク賞でウィナー受賞。
アメリカ音楽界の最高峰グ
ラミー賞を６年連続受賞した
ダニエル・ホーと共演の経験
も。読売新聞『ハワイにまつわ
るエトセトラ』にインタビュー
掲載他、メディア出演多数。

キョウスケ・タカハシ
Kyosuke Takahashi

17才高校生レフティのウクレレプレイ
ヤー。2019年の第8回インターナショ
ナルウクレレコンテストで最優秀演奏
者賞(MVP)など三冠を獲得した。

カマカケハウ・フェルナンデス
Kamakakehau Fernandez

アーカンソー出身で、生後６週間でハワイアンファミ
リーの養子としてマウイへ。ハワイ語教育を受け、中
身は生粋のハワイアン。ハワイ独自のファルセットボイ
スを響かせる。2013年にナホク賞を受賞。

ヌエ
Nue

ウクレレ界の重鎮で、多くのアーティストたちとの
セッションで活躍するブライアン・トレンティーノ
が、自身のグループで参加。ホク・ズッターメイス
ター、カマ・ホプキンスとのトリオで奏でるハワイ
アン音楽は極上の調べ。

ケイコ
Keiko

ハワイアンシンガーとし
て、2012年にミニアルバ
ム『Hali`a』をリリース。ハ
ワイのフラ競技大会や、タ
ヒチ・ハワイを巡る豪華客
船で演奏するなど、国内外
で精力的に活動。

ドクター・トレイ
Dr. Trey

ジェイク・シマブクロの育ての親として有
名なウクレレ・マスター。ジェイクが日本
デビューしたばかりの数年はプロデュー
サーも務め、現在もウクレレミュージ
シャンや音楽プロデューサーとして活躍

バイロン・ヤスイ
Byron Yasui

ハワイ最高のベーシストでもあ
り、1972年からハワイ大学で
教鞭を取る。シンフォニーと共
演も。受賞歴多数。

ホノカ
Honoka

ハワイの自然に囲まれて育ったからこそ、そ子からインスピレーショ
ンを受けた音を表現する。「音楽への愛と情熱、そしてアロハスピ
リットの素晴らしさを、世界中の人達に伝えていきたい」という。

TIP1

個性豊かな出演者の
演奏で、ウクレレの
魅力に酔いしれて
くださいね！

ハーブ・オオタJR.
Herb Ohta Jr.

ウクレレの神様オータサンを父に持つ
ウクレレ界のサラブレッド。3歳で『ハッ
ピー・バースデー』を弾けるようになり、
10歳で指導者に。ハワイアン・ミュー
ジックをはじめ、ポップス、ボサノバ、
J- pop、スタンダードなどをウクレレで
ジュニア風に弾きこなす。

カヴェナ・メクラー
Kawena Mechler

数多くのミュージシャンのプロダク
ションコーディネーター、プロのフラダ
ンサーとして長年のフラ経験を持つ。
パフォーマーとしてハワイの旅行業促
進を目的とした中国訪問の際、ハワイ
州知事に同行した他、ハワイ語での歌
詞に貢献するなど活動範囲は幅広い。

ティーガン＆ケイレン
Tegan & Kaylen

ロコガールのTeganとKaylenによるボー
カル＆ウクレレデュオ。ソングライティ
ングの才能も持ち合わせ、ピュアでソウ
ルフルな歌声と、ハワイが育んだ自然な
キャラクターが魅力。日本のJALハワイ
CMソングに『今キミ想う』が起用。

イムア
Imua

ほとんどがオリジナル作品のアルバム
を発売してきた20年のベテラン。ハワ
イ、アメリカ本土、そして世界中で広く
知られるグループ。

ジョディ・カミサト
Jody Kamisato

ジェイク・シマブクロ、トロイ・フェルナンデス、
ピーター・ムーンらにウクレレの手解きを受け、ロ
イ・サクマ・ウクレレ・スクールでも学ぶ。創造力
に富んだインストラクターでありミュージシャン。

アイアン・マンゴー
Iron Mango

ハワイのスーパーグループとして結成され、全ての
メンバーがナホク受賞者。メンバーは、ジェイクと
結成していたバンド『ピュアハート』のメンバーだっ
たジョン・ヤマサト、父親も有名なパーカッショニ
ストのロパカ・コロン、マウナルアのベーシストのリ
チャード・ギデオン、ウクレレ界のスターであるカレ
イ・ガミアオの4人。

高木ブー
Takagi Boo

1933年生まれ。15歳でウクレレプレイヤーとしてステージに。
1964年、ザ・ドリフターズに加入。1999年にNHK教育テレビ
『趣味悠々　高木ブーの今すぐ始めるウクレレ』に講師として
出演し、日本のウクレレブームの火付け役となった。今も精力
的に活動している。

※1月2０日現在の情報で
す。内容は予告なく変更に
なる場合があります。

演奏も、歌も、フラも、
丸ごとパフォーマンスを

楽しんでね〜！
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ケリーナ・エルドリッジ
Kelina Eldredge

ハワイ州エヴァビーチ出身。第54回メ
リーモナーク・フラ・フェスティバルに於い
てケリーナはミス・アロハ・フラ2017を獲
得。日本でも数多くのショーに出演中。

立体製作：
おさないまこと
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ハワイのおいしいを
堪能する

サイレントオークションを
のぞいてみる

縁日でお祭り
気分に浸る

ウクレレ抽選会に
参加する

100人ウクレレ
贈呈式を見届ける

オフィシャル
Tシャツを集める

無料体験＆
ワークショップを

活用する

翌日のブルーノートハワイで
大人の音楽を堪能する

　ピクニック気分を盛り上げるのに欠かせない食。サウスショ
アマーケットプレイスに入っている話題の店や日本発のラーメ
ン店など人気のカフェやレストランの他、おなじみのブースな
ど30以上のブースが並びます。おいしいもの頬張ってお腹も
心もを満たして楽しみましょ！

　子どもも大人も大好きなヨーヨー釣り、スーパーボール、輪投げなど、日本
の懐かしい遊びを満喫できる縁日コーナーも充実。朝から日の入りまでの1
日を通して、家族みんなで楽しめるコーナーにぜひ立ち寄りましょう！

　100本のウクレレを島内の子どもたちに贈るこのプロ
ジェクトに込められた願いは「ウクレレピクニックの会場
がウクレレとの出会いの場となり、彼らにとって音楽が生
涯の支えとなってほしい！」。贈呈後に、ミュージシャンや
ボランティアたちの下、練習した子どもたちがこの日、演
奏を披露するハートウォーミングなプロジェクトです。

　独特のタッチでハワイを切り取ったデザインが人
気のオフィシャルTシャツは、コ
レクターがいるほど人気。会場
で着れば一体感を感じられま
す！ 日本へのお土産にも喜ばれ
るのでギフトにもオススメ。

　15日（土）には、『インターナショナル・
ウクレレコンテスト&フラショー2020』
が開催されます。毎年世界中からエント
リーが集まる、文字通りインターナショ
ナルなコンペティション。個性あふれる
未来のウクレレプレイヤーの発掘を目的
とし、ウクレレスター誕生の瞬間に立ち
会えます。
　カテゴリーは、ケイキ・ティーン・オー
プン（19歳以上）のソロ部門3種とグ
ループ部門の計4つ。【最優秀賞】に輝
くと、翌日のウクレレピクニック・イン・
ハワイで、プロのミュージシャンと同じス

テージに立って演奏することができま
す。この他、優秀なオリジナルソングに
は【KZOOラジオ賞】が与えられ、1年間
その曲がハワイの日本語ラジオ放送局
KZOOラジオで使用されます。そして、
ファイナリスト賞（全カテゴリー）の1位
受賞者の中から1組選ばれる【グランド
チャンピン】には、500ドルの奨学金（ウ
クレレファウンデーション・オブ・ハワイ
提供）と500ドル相当のギフト券が贈呈
されます。
　さらに今年は日本の実力派ハラウが
演出を手掛けるフラも見応え十分！

　モアナサーフライダーホテルのオーシャンフロントのステージで開催され
るミニコンサート。ワイキキの景色とともに、著名ミュージシャンによるウク
レレの演奏を楽しみ、この日だけの貴重で優雅なひとときを満喫できます。

　世界的な音楽の老舗クラブ、ブルーノート・ハワイで、ウクレレピクニック・イン・ハワイ
の余韻を楽しめるのが翌日17日（月）に行われる『ウクレレピクニック・アット・ブルーノー
トハワイ』。関口バンド、タイマネ・ガードナー、HOOK、アイアン・マンゴーが奏でる音楽
を贅沢な空間で楽しめます。

　ウクレレはもちろん、ビッグアイラ
ンドキャンディーズのギフトセットな
ど100ドル相当が当たる抽選会。１
日に3回実施されるので多くの方に
チャンスあり！ 事前に、1枚1ドルのチ
ケットを販売ブースで購入を。

　カマカ、カニレア、コアロハをはじめ、各メーカーのウクレレが勢ぞろいしま
す。日本でもなかなか手に入らないシモウクレレも出品！ サイレントオークショ
ンなので、超お得な価格で落札できるチャンスです。この機会をお見逃しなく！

　今年新登場の注目はフリーヨガ。青空の下、ウクレレの音色に包まれて、
ヨガを体験すれば、リフレッシュすること間違いなし。さらに、毎年大人気
のフラとウクレレのワークショップも開催されます。クムフラのカヴェナ・
メクラーによるフラや、ジェイク・シマブクロのプロデューサーを務めたド
クター・トレイによるウクレレのワーク
ショップが無料で受けられますよ！ 

人気レストランが集結!

各メーカーが並ぶ貴重な場

20人以上にチャンスが！子どもたちの練習の成果に涙…毎年こだわり抜くデザインに注目！

家族の憩いの場に！

今年はヨガも登場！

締めは老舗のクラブで!

TIP2

TIP4

TIPTIP55

TIPTIP1010

TIP3

TIP6TIP7TIP8

体験して楽しむ
ワークショップ。
今年は一段と

充実していますよ〜！

❶ウクレレミニコンサート

❷第9回 インターナショナル・ウクレレコンテスト＆フラショー

日 時 2月17日（月）6：30pm～ &  9:00pm～
会 場 ブルーノートハワイ
料 金 一般席$35、VIP$45（手数料、TAX別）
 ※15％のカマアイナ割引あり
http://bluenotehawaii.com

日 時 2月15日（土）10:00am～4:00pm
会 場 インターナショナル・マーケット・プレイス中庭
 クイーンズ・コート・ステージ

日 時 2月14日（金）3：00pm～5：00pm
場 所 モアナサーフライダー1階ザ・ビーチ・バー
TEL 808-922-3111
www.moanasurfrider.jp/beachbar.htm#ukulele

プレイベントに行ってみる
楽しめるのは当日だけじゃない！TIP9
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