２０１８.６

若葉萌える好季節となりました。
皆様には日頃より「アリスの会」へのご理解とご協力を賜り、深く感謝いたしております。
さて、スタジオにもおさらい会のスケジュールが張り出され、始動し始めました。
素晴らしい舞台になりますよう、皆様のご協力をお願い致します。
麻美先生からのメッセージ
皆さま、こんにちは。おさらい会に向けて、各グループ振付がほぼ出来上がり近くになりました。
普段のレッスン内容とレッスン回数から作品を決めています。
トウシューズを履くと、上体の使い方がとても難しくなってくるため、スパニッシュ作品を取り入れて、
上体の動き、目ヂカラの表情豊かな表現力を勉強したいと思っています。トウシューズで踊るのは、
皆さまの想像を超える大変さです。バレエは時間をかけて繰り返し身体に覚えさすこと。
今の自分自身が一番のライバル！自信を勝ち取って下さい。大学生は 3 人で自作自演してくれます。
今年は、初めての野外ステージでの公開リハーサルも、とても楽しみです。私の長年の夢です。
梅雨の時期で出来るかわかりませんが、今回駄目でもこの計画は必ず実現しますので、保護者の皆様の
ご協力をお願い致します。

スタジオからのお知らせ
☆新入生のご紹介☆
３名の新入生を迎えました♪ みなさん、よろしくお願いします☆
村川ジャレットフィオナ さん

３歳

１クラス

2018 年 3 月 入所

清岡 莉子（きよおか りこ）さん

９歳

２クラス

2018 年 4 月 入所

１０歳 ２Ｔクラス

2018 年 5 月 入所

宮部 悦佳（みやべ えつか）さん

☆麻美バレエランド OG の近況報告☆
重光里彗子さん ３姉妹の末っ子娘あのちっちゃいりえちゃんが消化器内科病棟で看護師さんとして
働きだしました。夢を叶えられましたね。大変なお仕事の１年目ですがバレエで培った忍耐力できっと
乗り越えてくれるでしょう。
髙木ほのかさんは、スペイン村でスペイン人のダンサーにまじってとてもパワフルに踊っていました。
そして林真由さん(芸名:光莉あん)、宝塚デビューおめでとうございます。
森岡紗織さんは無事に帰国して又一緒にレッスンできることが嬉しいです。
昔、昔に麻美バレエでレッスンしていた人などバレエ大好きな人がいつでも来れる Home のような場所で
ありたいと願っています。

☆表彰☆

熱心にレッスンに励まれてこられた、5 年・10 年の方をご紹介いたします。

５年 田辺サハラ 谷口里菜
１０年 熊谷天志

渡部凜乃

藤本希音

松井蓉実 茂木樹希

梅川ひな子 大人クラス：北沢紀子さん 益永真弓さん 今村美保さん

※今年のおさらい会でも表彰式を行います。

☆麻美バレエランド

夏休み日程

７月 31 日（火）～ ８月１１日（土）☆

※お盆中もレッスンは行います。お休みされる場合は振り替えて下さいね！

☆バレエハワイサマーセミナー『眠れる森の美女』全幕出演☆
１６年度、１７年度に引き続き岩井万菜がバレエハワイに呼んで頂くこととなりました。
私共のスタジオは２０年ほど前よりマリア・ベイ先生をお招きしワークショップを行ってきました。マリア先生が下さったご縁で
バレエハワイと繋がり、2013 年、16 年、17 年と生徒が短期留学としてサマーインテンシブに参加しています。このサマーでは
毎年一流の振付家とダンサーを世界から招きコースの最後に公演を行っています。
8 月 3 日 4 日 5 日ホノルル ブライスデルホールにて 期間中ハワイにいらっしゃる方、舞台をぜひご覧ください！

おさらい会に関わるお知らせ
◎今後おさらい会のリハーサルスケジュールや水景園などの最新情報は、
麻美バレエランド HP→ 「右横メニュー：アリスの会所属 2018 年舞台」 だけに記載しますのでこまめに確認下さい。

☆野外 けいはんな記念公園 水景園での公開稽古のお知らせ☆
今年はスタッフ下見稽古をけいはんな記念公園のご協力のもと水景園で行います。公開稽古のためどなたでも観て頂け
ます。バレエを知って頂く良い機会ですのでぜひたくさんお誘いください。（庭園料 200 円）昼の部はシューズ組がメインで出
演し日ごろの練習の成果を発表します。夜の部は舞台照明の入った美しい森を背景にした大人のバレエをお楽しみ下さい。

※タイムスケジュール等は 6 月 10 日頃に麻美バレエランド HP「アリスの会所属 2018 年舞台」にてお知らせします。
◎水景園６・７月の行事案内に、麻美バレエランドの記事（おすすめイベントの欄）が記載されています。
しかし、①と②の内容が入れ違うという記載内容の誤りがありました。正しくは以下の通りです。
①クラッシックバレエの夕べ

②こどものためのバレエフェスティバル

※関係者のみ撮影可

6/23(土) 夜の部 ①19:30～21:00

衣装付き 出演：シルフィード・四羽・あしぶえ・3,4 クラス

6/24(日) 昼の部 ②15:00～16:30

衣装付き 出演：おさらい会出演者全員

6/24(日) 夜の部 ①19:30～21:00

衣装付き 出演：シルフィード・四羽・あしぶえ・3,4 クラス

◎今までの舞台と違うのは野外で行うため、雨天の場合は中止となります。
水景園当日（6/23・24）中止になる場合は、麻美バレエランド HP→「アリスの会所属 2018 年舞台」だけに
記載します。こまめにご確認ください。

☆水景園やおさらい会本番日にご父兄，祖父母もボランティアに、
ご協力をして下さる方はスタジオまでご連絡ください☆
☆おさらい会

説明会について☆

《日 時》6/16（土）

衣装なし・撮影不可

14:00～説明会 その後１クラスから順に踊りますので見ていて下さい。

《場 所》けいはんな記念公園 水景園（雨でも水景園ステージに集合）
今年は水景園でのスタッフ下見稽古についても説明しますので、全員ご参加お願い致します。
やむを得ず欠席される方は、 スタジオにご連絡ください。 「出演者のしおり」をご持参ください。

☆おさらい会の練習日程について☆

※配役によって、集合時間が異なりますので、ご注意ください。

下記は全員集合日のみを記載しています。詳細は HP「アリスの会所属

2018 年舞台」でご確認ください。

６月１６日（土） 10:00～11:30 いちご・小鳥のみ(スタジオ) 14:00～水景園にて説明会・リハーサル(全員集合)
※２クラス以上通常クラス休み

６月１７日(日)

１０:００～１５:００ ２T、３,４クラス、Boys ／ １３:００～１５:００ １、２S クラス

６月２３日(土)

通常レッスン有 スタジオ 衣装付 ※四羽,シルフィード,あしぶえ,３,４クラスは水景園にて公開照明合わせ

６月２４日(日)

水景園

６月３０日(土)

リハーサル有 通常レッスン休み※詳細は 6/17 以降に HP「アリスの会所属 2018 年舞台」にてお知らせします。

７月８日(日)

衣装付 １４:００～ ２T クラス以上バー/１5:００～１7:0０ 全員集合/17:00～ ２T クラス以上ダメ出し組

７月１４日(土)

通常レッスン有 レッスン内でリハーサル

７月１５日(日)

本番

衣装付

※詳細は 6/10 頃に HP「アリスの会所属 2018 年舞台」にてお知らせします。

文化パルク城陽

※詳細は後日お知らせします。

◎欠席届けについて…
舞台のリハーサル日時なども出演者の欠席状況を見て決めています。事前に決まっている学校行事などの予定
は早めに手紙に書いて先生かアシスタントに渡して下さい。当日のお休みについては、レッスン中メールを確認
することは出来ませんので、電話か FAX にてご連絡いただくようお願いします。

☆おさらい会に必要な注文品・質問について☆
おさらい会で使用される予定のもの（本番用タイツ、本番用ネットなど）のスタジオでのご注文は、
2018 年６月１６日（土）まで にお願いいたします。ご質問がございましたらスタジオにてお尋ねください。

☆おさらい会の衣装について☆
衣装は麻美先生のご信頼によりお借りしていますので、大切に取り扱ってください。衣装を受け取ったらすぐ
に、汚れや破れなどがないかチェックして各自でパートリーダーへ報告してください。
家では着て遊ぶことのないようにし、管理をきちんとしてください。詳しくは説明会にて説明いたします。

☆おさらい会の写真、ＤＶＤ等について☆
おさらい会本番及び当日のリハーサル写真、ＤＶＤ等を後日販売いたします。
今年はおさらい会当日にポーズ写真を撮っていただくブースはありません。ご了承下さい。
写真はプロの業者の方に撮りにきて頂きます。必ず１人１枚は購入して頂くようお願い致します。

☆おさらい会・水景園のハガキについて☆
おさらい会・水景園,野外ステージのハガキを全員にお配りしています。お店等たくさん置いて頂ける所など
ありましたらスタジオまで取りに来てください。 満員の客席で子ども達が踊れますように宣伝よろしくお願い
いたします！ 水景園もたくさんの方に来てもらえますようお声かけてくださいね。

☆過去のＴシャツ販売中☆
過去の麻美バレエランドオリジナル T シャツをスタジオで販売しています。
購入を希望される方は、スタジオまでご連絡ください。 デザインは HP「生徒へ」でご覧いただけます。

☆忘れ物について☆
スタジオに忘れ物がたくさんあります。ご家庭でも確認していただき、忘れた場合はすぐに取りに来てください。
持ち物にはご記名いただくとともに、小さいお子さんは保護者の方がご確認いただきますようお願いいたします。

「お中元」「発表会お礼」
「アリスの会 会費」について
お中元、会費領収の時期となりました。前回同様「振込」にて集めさせていただきますので、
なにとぞご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

お中元・発表会お礼
お子様お一人のご家庭・・・お中元 2,000 円＋発表会お礼 3,000 円 計 5,000 円
お子様お二人のご家庭・・・お中元 3,000 円＋発表会お礼 3,000 円×2(人数) 計 9,000 円
新しく入会されました方につきましては、お中元は今回徴収いたしません。

アリスの会

会費

お子様お 1 人につき、半年分（２０１７年１２月から２０１８年６月、１,０００円／月）
６,０００円集めさせて頂きます。
新しく入会されました方は、入所月にさかのぼって集めさせていただきます。

（振込先）

南都銀行 精華支店
麻美バレエランド

普通預金 ２０６６３７０
アリスの会 櫻井 昭子

振込期限：２０１８年７月６日（金）まで

※ご注意

・振込先の名称は、
「麻美バレエランド

アリスの会

・各家庭によって集金額が異なります。「アリスの会

櫻井

昭子」でお願いします。

会費のお知らせ」の金額をご確認頂き、

必ずお子様の名前でお振込みください。
・ご姉妹、ご兄弟でレッスンされている場合は、上のお子様の名前でお振込ください。
ご質問は会計櫻井までお願い致します。

