
みどりバレエスタジオ発表会

第 6 回

2009 年 6 月 27 日 ( 土 ) 17:30 開演

栃木県総合文化センターサブホール



　皆様ようこそお越しくださいました。私が宇都宮市弥生に小さなスタジ

オを開きましてから早いもので丸９年が過ぎ、今月からいよいよ１０年目

に入りました。この間地元のバレエ教室の先生方や諸先輩方をはじめとす

る多くの方々、そして受講生とそのご家族の皆様に支えられて続けて参り

ましたことは言うまでもありません。この場をお借りして感謝申し上げま

す。

　バレエと言いますと子供の習い事のように受け取られがちですが、職業

的なバレエダンサーを目指すのでなければ年齢は関係ありません。いくつ

になってから始めてもいいですし、ご自分のペースに合わせて無理なく

レッスンを続けていくことができます。本日の出演者は当スタジオ受講生

の一部分ですが、それでも当スタジオに大人の受講生が大勢いることはおわかりいただけるかと

存じます。子供の頃から踊り続けている人、当スタジオで初めてバレエに接した人、ブランクを

おいて再開した人など様々ですが、一人一人が自分にあったペースと目標をもってバレエと向き

合っています。今日はそうした様子もご覧いただけることでしょう。

　バレエはもともと大変合理的にできていて、美しく身体を動かすために必要最小限の筋肉しか

使いません。関節と筋肉の特性をよく理解していれば、より芸術性の高いパフォーマンスを実現

することができます。正しいバレエとは、実は身体にとって一番楽なバレエでもあるんです。私

はバレエを学ぶすべての人にそうした正しい身体の使い方を覚えていただきたいと切望しており

ます。その一助となることを願い、当スタジオでは月謝制のレギュラークラスに加えて、どなた

でもご参加いただけるチケット制のオープンクラスとクリニック（予約制の個人レッスン、故障後のリ

ハビリにも対応）を開設しています。

　幼稚園児から大人に至るまでの出演者一同、今日のために大変厳しい稽古を重ねて参りました。

もし舞台上の彼女たちに輝きをご覧いただけましたら、どうか大きな拍手を頂戴できますようお

願い申し上げます。またこうして舞台に立つことができますのも、ご家族の皆様の支えと励まし、

そしてスタッフの皆様方のお力添えがあってこそのことです。ここに改めて御礼申し上げます。

　それでは、どうぞ最後までごゆっくりご覧ください。本日はありがとうございました。

構成･振付･演出 林みどり

舞台監督 君嶋伸昭

舞台技術 （株）ホライズン
  　照明デザイン 　芦部　正
  　照明操作 　似内ゆかり
  　音響  　品川康之

  栃木県総合文化センター

アナウンス 鈴木　惠

衣裳  アトリエ ドゥ
  b.c.costume.
  バレリーナ
 
トレーナー 小口　学

写真  田村　努

ビデオ  ビデオクラフト　太田和守

イラスト  小野恵理

スタッフ

ごあいさつ

林　みどり　



第 1部

 オープニング
  出演者全員

 コッペリア ・ ディベルティスマン

 　　時の踊り

  猪子咲陽・笹谷千歩・渡部早紀

  小林風嬉・佐々木李実・桧山美紗輝・松井優香

  坂本真由佳・富久田怜夏・山村頌子

  猪子咲月・重原泉水

 　　曙

  宇賀神有美子　　梅井晴佳・松根泰子

 　　祈り

  田口明子・中村容子

 　　仕事の踊り

  大根田直子・松本恵子・湯澤弘枝

 　　結婚の踊り

  庄司星奈・鈴木咲紀・鈴木祐紀・船田千紗・山崎梨菜

 　　戦いの踊り

  市川彩葉　　池田花梨・染野楓・船田萌恵

 　　スワニルダのヴァリエーション

  芦部詩織

第 2部

 エレグア
  大根田直子

 アルボラーダ
  松本恵子

 眠れる森の美女より 貴婦人たちの踊り

  Ⅰ 佐々木李実・松井優香

  Ⅱ 梅井晴佳

  Ⅲ 庄司星奈・鈴木咲紀・鈴木祐紀・船田千紗

  Ⅳ 猪子咲陽・笹谷千歩・渡部早紀

 The Leroy Anderson Collection
 　　The First Day of Spring
  全員

 　　Saraband
  田口明子・中村容子・松根泰子

休憩 15分

プログラム



 　　Arietta
  宇賀神有美子

 　　Shall I Take My Heart
  芦部詩織・市川彩葉・山崎梨菜

 　　The Song of Jupiter
  大根田直子・湯澤弘枝

  全員

 　　

第 3部

 キトリのヴァリエーション
  宇賀神有美子

 リーズのヴァリエーション
  太田奈津代

 シルヴィアのヴァリエーション
  佐々木真智子

 海賊のヴァリエーション
  芦部詩織

 フロリナ王女のヴァリエーション
  市川彩葉

 ポルカ・ポルカ！

 　　ピチカート ・ ポルカ

  全員

 　　風車

   池田花梨・坂本真由佳・染野楓・富久田怜夏・船田萌恵・山村頌子

 　　昼と夜

   猪子咲月・重原泉水

 　　おしゃべりなかわいい口

  小林風嬉・佐々木李実・桧山美紗輝・松井優香

 　　アイゼレとバイゼレ

  庄司星奈・鈴木咲紀・鈴木祐紀・船田千紗

 　　お気に召すまま

  猪子咲陽・笹谷千歩・渡部早紀

 　　憂いもなく

  全員

 フィナーレ
  出演者全員

 

休憩 15分

● 開演中の写真・ビデオの撮影、携帯電話等を用いた録音・録画は固くお断りいたします。

● 場内での飲食はできません。当会場の建物内はすべて禁煙で、喫煙所は屋外です。

● 携帯電話の電源をお切りください。アラーム付き時計等は音が出ないようにしてください。

● 出演者名の記載はすべて 50音順です。



みどりバレエスタジオ

主宰：林みどり 320-0837 宇都宮市弥生 2-7-2

   電話 ・ FAX: 028-638-3055

   E-mail: info@midoribs.jp

   URL:  http://www.midoribs.jp/ 

●満４歳から成人まで生徒募集中。見学・体験

随時。事前連絡は不要です。直接開講日にスタ

ジオへいらしてください。毎月の開講スケ

ジュールと詳しいレッスン時間は Web サイト

に掲載しています。特に合理的で正しい身体の

使い方を学びたい方に向いています。

●幼児クラス（４歳以上）

 木曜日 16:00-17:00

●小学生　初心者～中級者

 月曜日 17:00-18:30

 木曜日 17:15-18:45

●中学生以上成人まで（初心者も OK）

 火曜日 18:30-20:00

 木曜日 19:00-20:30

●成人初心者（経験者も OK）

 火曜日 11:00-12:30

  14:00-15:30

 水曜日 11:00-12:30

 木曜日 11:00-12:30

  14:00-15:30

●トウ中心（小学生以上）

 中級者以上向け・初心者不可

 月曜日 18:30-20:00

●オープンクラス（所属不問）

 月 2 回土曜日 10:30-12:30

 　　　　　　 14:30-16:30

●クリニック（完全予約制個人レッスン）

 随時

 携帯サイト

東武線南宇都宮駅下車徒歩５分・関東バス弥生町バス停下車１分



http://www.midoribs.jp/



第 1 部 Part One

17:30 ～ 17:55
休憩 15 分 Intermission

第 2 部 Part Two

18:10 ～ 18:45
休憩 15 分 Intermission

第 3部 Part Three

19:00 ～ 19:40

●写真・ビデオの撮影、携帯電話等を

  用いた録音・録画は固くお断りいた

  します。No photo/video in the hall.

●携帯電話の電源をお切りください。

　Please turn off the mobile phone.
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