
山﨑麻矢モダンバレエスタジオ
2016 年発表会

2016 5/15（日）
開場 PM3:00　開演 PM3:30

川越市やまぶき会館
入場無料

主催　山﨑麻矢モダンバレエスタジオ
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ごあいさつ

STAFF

　本日はお忙しい中を山﨑麻矢モダンバレエスタ
ジオ 2016 年発表会にご来場いただきまして、誠に
ありがとうございます。
 　2 年に一度、このやまぶき会館の舞台に立つと
いうことを楽しみに練習に励んでまいりました。
どうぞ、1 曲 1 曲盛大な拍手をお願いいたします。
　今回は、発表会を盛り上げるべく、江原朋子バ
レエスタジオの皆様がご協力くださっています。
私が 2014 年の江原先生の公演に足を運んだ際にご
縁をいただきまして、今回の舞台となりました。
　皆様にとって楽しいひと時になりましたら幸い
です。どうぞごゆっくりご観覧くださいませ。
　最後に、お稽古を積んできた生徒さんにエール
を送り、ご協力くださいました保護者の皆様、ス
タッフ、関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

●構成、演出：山﨑麻矢　　●振付：山﨑麻矢　渋谷佳奈　熊谷美紀　森川瑶子

●指導：山﨑麻矢　渋谷佳奈　　●指導補佐：大倉美帆　飯島笑菜

●舞台進行：中央舞台サービス　　　●衣装制作：本柳里美・岩戸洋一・チャコット

●アナウンス：山下三輝　　●写真：スタッフ・テス　　●ビデオ撮影：テス・ビデオ・ワークス

●プログラム制作：株式会社スペースコム

●協力：山﨑麻矢モダンバレエスタジオ父母の会　江原朋子バレエスタジオ

主宰 ： 山﨑 麻矢
（社）現代舞踊協会会員
埼玉県舞踊協会会員

1975 年～志賀美也子、志保野ひろみに師事

平岡志賀舞踊団公演、東京都、文化庁助成公演、現代

舞踊協会新人公演他多数出演

釜山海の国際フェスティバル参加

東京新聞、埼玉、神戸、秋田舞踊コンクール入選

1994 年板橋区洋舞コンクール1位

日本女子体育短期大学体育科舞踊専攻卒業

志保野ひろみ舞踊研究所教師を経て

1993 年～山﨑麻矢モダンバレエスタジオ開設

2000 年～ 2004 年コナミスポーツ川越バレエ講師

2014 年～ダンロップスポーツクラブ南古谷モダンバレエ講師

2016 年～なぐわし公演 PICOA　子供モダンバレエ講師

◎舞台ご鑑賞上のお願い
ご来場ありがとうございます。皆様に気持ちよく発表会を観覧していただくために、ご協力をお願いいたします。
・
・
・
・
・

開演中やむを得ずお席を立たれる場合は曲間に、後部扉をご利用くださいませ。
客席でのご飲食、携帯電話のご利用はお断りいたします。また、館内禁煙となっております。
写真、ビデオ撮影は会館より許可をいただいております業者のみとなっております。一般のお客様による撮影は堅くお断りさせていただきます。
乳幼児をお連れのお客様は 2階の母子席をご利用くださいませ。
面会は終演後ロビーにてお願いいたします。出演者への贈り物のお預かりはお受けしておりません。

幼児科教師

渋谷 佳奈

（社）現代舞踊協会会員
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認定証授与式

　

　１. きらきら星・ともだち賛歌

　

　２. 命の記憶

　

　３. 花、開くとき…

　

　４. 薔薇香る

　

　５. 天使の祈り ～平和へと続く道～

　

　６. アビニヨンの橋の上で

　

　７. 輝夜

　８. 曼珠沙華

　９. アマリリス

１０.The Last

１１. 静寂の中の鼓動

20 年：大倉美帆　11 年：飯島笑菜　10 年：佐々木莞那

船本かえで　島田海咲　村形綾美　桑原由奈　阿久津佳那

浅見美咲紀

今井菜緒　藤村さくら

鈴木仁菜

発知香心

阿部和歌菜　坂西祐　島田七海　木嵜歌音

山内彩加

日吉郁美

船本かえで　島田海咲　村形綾美　桑原由奈　阿久津佳那

熊谷美紀

大倉美帆

・・・・・・・・・・・・・

・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

第 1 部 山﨑麻矢モダンバレエスタジオ２０１６年発表会

（当スタジオにて一定期間継続してお稽古に通われた生徒さんに認定証が授与されます）

…休憩…

「振り子　～いつしか翻弄されてゆく～」2014 年発表会より
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（賛助出演）『江原朋子ダンススタジオ』

　１. 草間彌生ワールド

　

　２. ワルツ

　

　３. 中国の踊り

　

　４. ジョン・レノンで踊る

　　（A） 迷路

　　（B） テーブルの上の薔薇

　　（C） 穏やかな歩みへ

　

　５. 忙しいストリート

　

　６. 行進曲

　

　７. 紡ぎ歌

　８. お散歩

　９. 宮沢賢治ワールド

市川彩佳　高田静流　鶴田聖奈葉

井上彩羽　小川優来　大塚春姫那

本多杏樹　本多桃佳

鶴田聖奈葉

高田静流

市川彩佳

大塚春姫那

小川優来

井上彩羽

本多杏樹　本多桃佳

市川彩佳　高田静流　鶴田聖奈葉　井上彩羽　小川優来　

大塚春姫那　本多杏樹　本多桃佳

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

『山﨑麻矢モダンバレエスタジオコンクール作品』

１０. 全てはここから始まった…（平成２７年埼玉県全国舞踊コンクールジュニア部入選作品）

　

１１. 水に燃えたつ火垂（平成２８年度東京新聞全国舞踊コンクール現代舞踊一部入選）

飯島笑菜

森川瑶子・・・

…休憩…

第 2 部 山﨑麻矢モダンバレエスタジオ２０１６年発表会

江原朋子プロフィール

一般社団法人舞踊協会会員

江原朋子ダンススタジオ主宰

トモコエハラダンスカンパニー代表

袴田美智子バレエスタジオを経て厚木凡人に師事

1979 年度舞踊批評家協会賞受賞他多数受賞

1980 年文化庁在外研修員としてニューヨークにて研修

2010 年川越市にスタジオ開設　市内にて自主公演 6回実施

江原朋子バレエスタジオ出演者
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…フィナーレ…

第 3 部 山﨑麻矢モダンバレエスタジオ２０１６年発表会

大倉美帆　熊谷美紀　森川瑶子　飯島笑菜　山内彩加　日吉郁美　発知香心　鈴木仁菜　阿部和歌菜

坂西　祐　浅見美咲紀　島田七海　木嵜歌音　今井菜緒　藤村さくら

BORELO 2016

HISTORY ～山﨑麻矢モダンバレエスタジオの歩み～ （２０１４年５月～２０１６年５月１５日）

２０１４年

２０１５年

２０１６年

５月

７月

８月

１０月

３月

４月

７月

８月

１０月

３月

５月

山﨑麻矢モダンバレエスタジオ２０１４年発表会

現代舞踊展　森川瑶子出演　　

埼玉県全国舞踊コンクール成人の部入選　　「日溜まりに蘇る」森川瑶子

　　　　　　　　　　　　ジュニア部入選　「不死鳥の羽」飯島笑菜

なかのコンペティション中学生の部努力賞　「不死鳥の羽」飯島笑菜　

震災復興チャリティ公演出演　　「日溜まりに蘇る」森川瑶子

現代舞踊協会主催選抜新人公演出演　　「日溜まりに蘇る」森川瑶子

東京新聞全国舞踊コンクール出場

スタジオパフォーマンス in ウエスタ川越

埼玉県全国舞踊コンクール成人の部読売新聞社賞「卯の花腐し」森川瑶子

　　　　　　　　　　　　ジュニア部入選　「全てはここから始まった…」飯島笑菜

なかのコンペティション出場

現代舞踊協会主催選抜新人公演出演「卯の花腐し」森川瑶子

東京新聞全国舞踊コンクール現代舞踊一部入選「水に燃えたつ火垂」森川瑶子

山﨑麻矢モダンバレエスタジオ２０１６年発表会
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大倉 美帆 熊谷 美紀 森川 瑶子

飯島 笑菜

発知 香心

島田 七海 木嵜 歌音

山内 彩加

鈴木 仁菜 阿部 和歌菜

坂西 祐 浅見 美咲紀

日吉 郁美

船本 かえで

島田 海咲 村形 綾美 桑原 由奈 阿久津 佳那

高等科
中等科

本科

児童科
幼児科

今井 菜緒

藤村 さくら

助教師 助教師 助教師
現代舞踊協会会員
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PHOTO　GALLERY

「ぼくの私の夏休み」

～２０１４年発表会より～



● モダンバレエ　一般コース
　　小さなお子様は、遊びの中からリズム感や柔軟性、運動能力を養います。バレエの基礎レッスンで、
　　体を作りながらも枠にとらわれない自由な動きと発想で創造力と表現力を育みます。
　　発表会は２年に１度の自由参加です。
　　　
　　　幼児科（3才～未就学児）：リズムと踊りの楽しさを遊びの中から学びます。
　　　児童科（小学生）：バレエの基礎練習と子供らしい表現力を身につけます。
　　　中・高等科（中高生）：児童科から更に発展したモダンバレエのテクニックを学びます。
　　　本科（大人）：創作を通して自己プロデュースを研究します。

● モダンバレエ専門コース（年齢不問・経験者のみ）
　　意欲のある方は舞踊コンクール、公演などにも出演できます。プロのダンサー指導者を目指す方のため
　　のコースです。各地コンクールに出場し高い評価をいただいております。

● ビューティクラス
　　バレエストレッチとバーレッスンを中心とした美容と健康のためのクラスです。

● 出張レッスン
　　　火曜日　ダンロップスポーツクラブ南古谷　　モダンバレエクラス
　　　金曜日　なぐわし公園 PICOA　　子供モダンバレエクラス
　　　サークル、PTA活動、幼稚園、保育園課外活動など出張指導もいたします。

月 火 木 土
かすみ野スタジオ 霞ヶ関北スタジオ 伊勢原スタジオ

児童
18：00 ～ 19：00

専門クラス
経験者のみ
19：10 ～ 20：10
※稽古場は変動します。

幼児・児童低学年
17：00 ～ 18：00

児童
18：00 ～ 19：00

ビューティクラス
13：30 ～ 14：30

中高生、大人
19：00 ～ 20：00

幼児
17：00 ～ 18：00

児童
18：00 ～ 19：00

中高生、大人
19：00 ～ 20：00

【入会金】5,000 円　【父母会会費】 月額 500 円 
【月謝】 モダンバレエ週１コース 6,000 円～

生徒募集

山﨑麻矢モダンバレエスタジオ
TEL：049-234-3947（佐々木方）
http://my-mbs.com/

霞ヶ関北スタジオ ( ジョイハウスM内 )
住所：川越市霞ヶ関北 2-2-14

伊勢原スタジオ ( グリーンコモンズ川越内 )
住所：川越市伊勢原町 5-5-3

かすみ野スタジオ ( かすみ野自治会館内 )
住所：川越市かすみ野 2-9-9

的場駅

鶴ヶ島駅

霞ヶ関駅

東京国際大学
エコスエコス

ユニクロユニクロ

ベルクベルク

霞ヶ関
北小学校
霞ヶ関
北小学校

シダックスシダックス

●

●

●

●

霞ヶ関中学校霞ヶ関中学校●

しまむらしまむら●

郵便局郵便局
●

●

いなげやいなげや●

がってん寿司がってん寿司
●

●

★

★

★
霞ヶ関北スタジオ
（ジョイハウスM内）

伊勢原スタジオ
（グリーンコモンズ川越内）

かすみ野スタジオ
（かすみ野自治会館川越内）

的場的場

的場上的場上

かすみ野
入口
かすみ野
入口

松ヶ丘2丁目松ヶ丘2丁目

安比奈親水公園入口安比奈親水公園入口

関越自動車道

東武東上線

東武東上線

JR川越線JR川越線 至西川越至西川越

至笠幡至笠幡

※2016 年 4 月現在


