
教室	 鳩ヶ谷教室、尾久教室、越谷せんげん台教室があります
対象	 ３歳〜大人
発表会	 ２年に１度、発表会を開催致します
	 （社）現代舞踊協会・（社）児童舞踊協会が主催する　　	
	 各種公演に出演できます
	 技術優秀な希望者は、舞踊コンクールに出演できます。
レッスン日	 鳩ヶ谷教室	……………………………… 毎週		月・火・金
	 尾久教室	………………………………… 毎週		水
	 越谷せんげん台教室	…………………… 毎週		金
	 大人から始めるモダンバレエ
	 鳩ヶ谷スタジオ内	……………………… 毎週		月

お問い合わせ
鳩ヶ谷教室、尾久教室

中原なおみ　090-3697-0421　nnaomi5039@gmail .com
ホームページでもお問い合わせできます。
鳩ヶ谷大人教室

増田美穂　　090-5419-6630　miho1355@gmail .com
せんげん台教室

田中絵梨奈　090-4028-7496　e_s7u3t@docomo.ne. jp

www.nakahara-ballet 中原なおみモダンバレエ

バレエの基礎を習得し、健康な体と、
豊かなこころ、頑張るこころを育てます。

nakahara naomi modern ballet

中原なおみモダンバレエスクール
生徒募集のお知らせ

2019年 8月12日（月）山の日振替休日
開場…16:00　開演…16:30 川口リリアメインホール

JR川口駅西口徒歩１分　TEL 048-258-2000
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　本日は、第25回中原なおみモダンバレエスクールダンスパフォ

ーマンスにお越しくださいまして誠にありがとうございます。今

回も発表会を開催できますことをとてもうれしく思います。

　当バレエスクールは平成元年から開講しております。早いもの

で30年余りの月日が流れました。

　当時私はフィットネスクラブの社員指導員でしたが、クラブの

意向で子供向け教室の一環としてバレエ教室を立ち上げました。 

　第一回の発表会は、平成元年のクリスマス会でした。場所はエ

アロビクススタジオで当時生徒さんは4人でした。それから少しず

つ生徒さんが増え、平成5年より劇場にて発表会を開催するように

なりました。   

　31年という月日はとても長く感じられますが、第一回の発表会も、

初めての劇場発表会もついこの間の事のように思い出されます。  

　当スクールでは、7年以上稽古を継続した中学生以上の生徒が自

作のソロを発表します。今年は6作品、個性溢れる作品が仕上がっ

ております。    

　また、田中絵梨奈率いる爆弾姫が復活いたしました。スクール

のダンスミストレスとして在籍している増田美穂も力を付け、コ

ンクールや外部のダンスユニットに所属し精力的に舞台活動を行

っています。更に、フィナーレでは,懐かしい面々も出演します。 

　今年の発表会は25回目の節目にあたり、そして令和元年と重な

る記念の会となりました。 

　最後になりますが、毎回の発表会に花を添えてくださる桑山幸

子先生。技術を駆使してそれぞれの作品を美しく仕上げてくださ

るスタッフの皆様。タッグを組み力強く支えてくださる保護者の

皆様。そして、僭越ながら私の家族にも心より感謝申し上げます。

1

児童舞踊協会会員
現代舞踊協会会員
松戸芸術舞踊連盟協会会員
健康運動指導士
健康運動実践指導者

1

2

赤ずきん

中国の踊り

杉本小梅　大久保佑美

小笠原想　大場純嘉　
鈴木めいか　水野谷寧々　泉凛花

中原	なおみ

2

クラシックバレエ講師

桑山幸子
●愉衣バレエスクール主催
●児童舞踊協会会員

せんげん台教室指導者

田中絵梨奈
●児童舞踊協会会員

ダンスミストレス指導アシスタント

増田美穂
●ダンスミストレス
●鳩ヶ谷教室指導、
　アシスタント
●児童舞踊協会会員
●現代舞踊協会会員
●中学、高等学校教諭一種
　免許証（保健体育）

4 明日への手紙田中絵梨奈作品

村松那津希　武田琉希　山口風音　
水原楓花　相河真緒　
水戸海音　坂本結菜　　　

5 Monster’s	Inc．自作

野﨑祥花

6 蝶々結び自作

増田蒼来

7 THIS	IS	ME〜これが私〜
自作

大久保杏美

8 Do	not	be	broken　　〜壊れないでママ〜
2018年　現代舞踊協会　5月の祭典出演作品

桑山幸子　増田美穂　　中原なおみ

2 カントリーロード
鈴木めいか　水野谷寧々　

3 あの日の川へ
小笠原想　大場純嘉　泉凛花

1 スタートゥインクル☆プリキュア
坂田睦月　杉本菫　田邉小乃葉

ご 挨 拶

1 部

バレエコンサート

3 キャンディボンボン
大田恵蓮　今村瑠花　大場灯織　
稲垣維莉　西幡玲奈　嶋﨑渚

4 仕事の踊り
野﨑祥花　谷島由菜　
鈴木このは　伊藤美南

5 アルルの女
川崎莉瑚　増田凜　大久保杏美　
増田蒼来　田中美優

6 三羽の白鳥
萩原愛奈　樋口萌野　嶋﨑美月

7 ラ	バヤデール
増田美穂

8 花のワルツ
西出有亜　樋口裕那　金田奈央子　
田中蒼衣　田中莉子　鈴木詩乃　
萩原奈穂　槙柚月　泉楓香　
水谷和奏　池田梨菜
バレエシーン出演者全員
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2 ガブリエルのオーボエ田中絵梨奈作品

水原楓花　宇治田心子　清水一花
水戸つばさ　藤田彩月

4 打上花火自作

山口風音

5 attack	on	titan自作

谷島由菜

6 天泣〜TENKYU〜自作

樋口萌野

7 時がとまるその瞬間まで自作　松戸洋舞コンクールシニア部門３位入賞作品

増田美穂

8 moonlight増田美穂作品

大田恵蓮　今村瑠花　大場灯織
田中蒼衣　萩原奈穂　泉楓香

9 Alkaid〜希望の星〜増田美穂作品

稲垣維莉　西幡玲奈　嶋﨑渚　
鈴木詩乃　槙柚月　池田莉菜

10 航海旅行記増田美穂作品

西出有亜　樋口裕那　金田奈央子
田中莉子　水谷和奏

11 細胞分裂田中絵梨奈作品

村松那津希　武田琉希　山口風音
水原楓花　相河真緒　宇治田心子
清水一花　水戸海音　水戸つばさ
坂本結菜　藤田彩月

3 ゴーゴー幽霊船
川崎莉瑚　増田凜　大久保杏美　
増田蒼来　杉本小梅　
田中美優　大久保佑美　

1 ●〜*爆弾姫♥ナオミＪナカハラ	コレクション
田中絵梨奈作品

増田美穂　鈴木莉奈　関根ゆめ　
藤井愛佳　萩原愛奈　野﨑祥花　
樋口萌野　谷島由菜　鈴木このは
嶋﨑美月　伊藤美南　中原なおみ

12 森は何処へ行った〜精霊たちの嘆き〜
2018年　児童舞踊協会創作ドリーム公演　合同作品

増田美穂　鈴木莉奈　関根ゆめ
増田凜　藤井愛佳　萩原愛奈
野﨑祥花　樋口萌野　谷島由菜
嶋﨑美月　伊藤美南

2 部 3部

八百万の
神々様

～平成そして令和への祈り～

八百万の神。たくさんの神様という意味である。
神様は山、海、森など自然界に宿っていて、さらに、自然界に留まらず、町中にまで神様がたくさんいる。

田んぼの神様、並木の神様、トイレの神様‥‥。
たくさんの神様が力を合わせてこの世を守っている。

今年は令和元年、新しい元号に幸せを願うとともに、平成を振り返ってみようと思う。

1.神様の誕生 6.今、風の中に

7.不撓〜あの日を忘れない〜

8.桜〜令和への祈り〜
3.ポケモンマスター

4.神々様

5.癒しの神様

2.団子三兄弟
神様はこうして生まれた。 いつの時代も思春期を向かえる時は複雑

で、神様はそっと見守っている。

平成の時代に起こった災害。何度も打ち
ひしがれながら、それでも立ち上がる。

春の訪れを告げ、見事に咲き誇る桜の花
のように、一人ひとりが明日への希望と
ともにそれぞれの花を大きく咲かせるこ
とができる。

平成8年からスタートしたポケットモン
スター。近年ポケモンGoが話題に。

神様は疲労困憊。
そうだ！温泉に行こう！

神々を癒す神様だっている。

平成最大の子供のヒット曲。
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児童舞踊協会主催　創作舞踊公演　合同作品
「森は何処へ行った〜精霊たちの嘆き〜」

東京新聞主催　児童舞踊合同公演
「大切なもの奪わないで」

現代舞踊公演　5月の祭典
「Do	not	be	broken
〜壊れないでママ〜」

松戸洋舞コンクール　協会賞受賞
「found	out 〜真夜中のデュオ〜」
田中莉子　萩原奈穂

松戸洋舞コンクール　努力賞受賞
「モーニング　ガーデン」
泉楓香

現代舞踊協会主催　全国夏の舞踊祭2018
「コンプリート　アドベンチャー」

ケアセンターそよ風
慰問活動

松戸洋舞コンクール　4位

「前に立つのは私」
萩原愛奈

鳩ヶ谷地区　研究発表会

松戸洋舞コンクール　4位
「combat　私は負けない」
西出有亜

松戸洋舞コンクール　奨励賞受賞
「あなたの夢の中で逢いたい」
樋口萌野

児童舞踊協会主催　創作舞踊公演　合同作品
「森は何処へ行った〜精霊たちの嘆き〜」

松戸洋舞コンクール　協会賞受賞
「フェアリーイン　ザ　ブーケ」
野﨑祥花　　谷島由菜　　伊藤美南

松戸洋舞コンクール　協会賞受賞
「もうすこしあなたの傍に‥‥」
伊藤美南

児童舞踊協会主催　ドリームステップ
「今を走れ」

尾久地区交流会

児童舞踊協会主催　ドリームステップ
「Remember 	Me	〜愛をこめて〜」

松戸洋舞コンクール　3位
「時がとまるその瞬間まで」
増田美穂

児童舞踊協会主催　ドリームステップ
「LEGAL	HIGH」

児童舞踊協会主催　ドリームステップ
「まあるい命」
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