
なほみバレエ 第34回発表会

Prism Hall
open17:00  start 17:3020213/13 sat （入場無料）

BalletConcert  Coppélia act.1.2.3BalletConcert  Coppélia act.1.2.3



　本日は、第34回なほみバレエ発表会にお越しいただきまして、まことにありがとう
ございます。コロナ禍ということもあり、開催することに賛否両論あるとは思います
が、できる限りの対策をして、開催するという運びになりました。ご理解のほどよろし
くお願いします。また、発表会開催にあたり、アシスタント、舞台スタッフ、ゲストダ
ンサー、父兄の方々にご尽力を頂いたことを、この場を借りて感謝申し上げます。
　昨年は、ホール使用が困難となり、発表会をホールで開催することができませんでし
た。生徒たちも悔しい思いをしたと思います。ただ、それは彼らだけではなく、同じよ
うに大会や舞台ができなかった人たちが数多くいたことを忘れてはいけません。今ま
で当たり前だったことが、なんと幸せなことだったのか。そのように思います。
　今回は、コッペリア全幕を上演します。少し演出に趣向をこらしました。誰かが悲
しい思いをするのではなく、登場人物たち全員が幸せになって欲しい。そのように思
いを寄せた作品になっています。

　まだまだ、いつも通りというわけにはいきませんが、気持ちは前向きに、生徒達と舞台を成功させたいと思っています。
拍手によって応援をいただければ幸いです。

2021年3月13日　伊藤　隆仁

ご あ い さ つ

1977年 大阪市生まれ、大阪にてバレエを始める 
1995年 橘バレエ学校入学。同年牧阿佐美バレエ団入団 
1997年 新国立劇場バレエ団契約ダンサー 
2000年 橘バレエ学校卒業 
2003年 新国立劇場バレエ団登録ダンサー
2009年 プライベートブランドとして、なほみバレエtokyoを東京都西東京市に創設。
2012年 母、伊藤なほみの主宰引退を機に、なほみバレエ主宰となる。以降なほみバレエtokyoのネーミングを無くし、なほみバレエとして統一。
八尾市文化連盟文化功労賞受賞
現在、牧阿佐美バレエ団員として公演に出演を続けながら、なほみバレエの主宰として後進の育成を行っている。それ以外に、ダンサー、振付、指導、
コンクールの実行委員等の活動を行っている。
現在までの主な配役、フルートボーイ（リーズの結婚（牧））、おもちゃの兵隊（くるみ割り人形（牧））、ナポレオン（シンデレラ（新国））、くるみ割り
人形（くるみ割り人形（新国））、酒場の主人(ドン・キホーテ(牧))
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講 師Instructor

松下　秋実
（アシスタント）吉村　秋惠

（メインアシスタント）

 中谷　奈々
（アシスタント）

　なほみバレエ第34回のご盛会を心よりお慶び申し上げます。
　昨年はコロナ禍の中で発表会も縮小ながら開催されましたことは心に残る思い出
となりました。
　今年は昨年の分迄、素晴らしい発表会としましょう。
　なほみバレエにおかれましては、幅広い世代を対象としたレッスンを通じてバレ
エの楽しさを伝える中で、青少年の健全育成に寄与されるとともに、プロフェッショ
ナルを目指す方から趣味・美容を目的とする方まで、多くの方の自己表現を支援し、
誰もが輝く社会づくりに大きく貢献され、関係各位のご尽力に対し深く敬意を表し
ます。
　ご来場の皆様にはバレエの魅力を大いに楽しんでいただきたいと思います。ご出
演の皆様にはこれまで重ねてこられたレッスンの成果を十分に発揮され、美しく華
麗な舞台で多くの方を魅了され、自らも楽しむことをご期待申し上げます。

　結びに、なほみバレエの今後ますますのご発展と皆様のご健勝とご多幸、そしてコロナが早く終息し文化を共感でき
る社会を創りましょう。

開 催 を 祝 し て

To celebrate holding

前八尾市長

田中　誠太

山本　梨穂
（アシスタント）

腰岡　郁乃
（アシスタント）



ゲ ス ト

Guest Dancer

手島　鈴奈
（レイナ・ロビンバレエスタジオ）

2歳よりバレエを始める。
馬場美智子、津村正作師に師事。
スイス・ローザンヌ国際バレエコンクール出場
ネバダ・バレエシアター

（旧ネバダ・ダンススクール）入団
ボストンバレエ団　短期留学
2004年8月より
レイナ・ロビンバレエスタジオ開校

友情出演Cameo role

福井　萌絵
（レイナ・ロビンバレエスタジオ助手）

（Soleil Ballet School 主宰）

水沼　翔輝
（ブライトバレエスタジオ）

水沼　龍輝
（ブライトバレエスタジオ）

———————————————— 賛 助 出 演 ————————————————

徳永　太一
（元町バレエクラシック）

エリック・クロフォード
Eric T. Crawford

（元新国立劇場バレエ団）
熊本県のタカコバレエスタジオにて
バレエを始める。
後に上京し、橘バレエ学校入学、牧
阿佐美バレエ団入団。
以降全ての公演に出演。
2000年度文化庁国内研修員。
新国立劇場、日本バレエ協会等様々
な公演に参加。
牧阿佐美バレエ団退団後、フリーラ
ンスを経て、
2013年12月より元町バレエクラ
シック開校。

2001年 仏国立カンヌロゼラハイタ
ワーバレエ学校入学
2002年 現代舞踊を妻木律子に師事
2003年 新国立劇場バレエ団契約ダ
ンサー
2007年 新国立劇場バレエ団登録ダ
ンサー
2015年〜 PCTVバレエコンクール
審査員
2018年 〜 PCTVバ レ エ コ ン ク ー
ル・テレビ解説を務める



周　年

Anniversary

木村　悠里
2020年　10周年

吉川　怜那
2020年　15周年

山本　凪桜
2021年　5周年

塩川　珠季
2020年　10周年

山本　梨穂
2021年　15周年

腰岡　郁乃
2020年　10周年



出 演 者

Dancers

黒田ゆりあ

富永　結衣 吉村　豪起柳原　茉姫

浮田　晃良  飯田　愛心 山本　湊音

山本　凪桜

吉村　秋吾 松井　咲奈

滝口　佳純

畑中　菜穂吉川　怜那

木村　悠里

屋鋪　清美 木村　菜穂 塩川　珠季

森野　里彩

濱　恋菜 竹本　菜柚



田中千紗乃山本千嘉音 桝井　羚以

出 演 者

Dancers

浮田　晃瑠

芦田　和美 迫田リツコ



第 1 部　バレエコンサート

Ballet Concert
	 1．威風堂 （々オープニング）

	 2．ジゼルよりジゼルのVa.

	 3．白鳥の湖よりパ・ド・トロワ

	 4．眠れる森の美女よりブルーバードのVa.

	 5．ドン・キホーテよりキューピットのVa.

	 6．パキータよりVa.

	 7．眠れる森の美女よりフロリナ姫のVa.	

	 8．ドン・キホーテよりキトリのVa.	

	 9．ドン・キホーテより友人のVa.

10．海賊よりVa.

11．アレルキナーダよりアレルキナーダのVa.

12．ワルプルギスの夜よりVa.

13．ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa.

14．ドン・キホーテ第一幕よりキトリのVa.

15．パリの炎よりグラン・パ・ド・ドゥ

16．ロミオとジュリエットより
　　　　　　　　　　バルコニーの場のパ・ド・ドゥ

屋鋪　清美　　エリック・クロフォード
吉川　怜那　　畑中　菜穂

塩川　珠季

森野　里彩　　山本　凪桜
水沼　龍輝

吉村　豪起

柳原　茉姫

富永　結衣

竹本　菜柚

黒田ゆりあ

滝口　佳純

木村　悠里

屋鋪　清美

山本　梨穂

吉川　怜那

福井　萌絵

塩川　珠季　　水沼　翔輝

中谷　奈々　　徳永　太一



山本　梨穂

エリック・クロフォード

徳永　太一

吉川　怜那

伊藤　隆仁

手嶋　鈴奈

塩川　珠季　　木村　悠里　　森野　里彩 　　山本　凪桜　　滝口　佳純
黒田ゆりあ　　水沼　龍輝　　水沼　翔輝

松下　秋実　　腰岡　郁乃　　屋鋪　清美　　芦田　和美　　迫田リツコ

濱　恋菜　　　竹本　菜柚　　富永　結衣　　柳原　茉姫　　浮田　晃良
吉村　豪起　　飯田　愛心　　山本　湊音　　松井　咲奈　　桝井　羚以
浮田　晃瑠　　山本千嘉音　　田中千紗乃

スワニルダ

フランツ

コッペリウス

コッペリア

市　長

市長夫人

友　人

チャルダッシュ

マズルカ

第2部　コッペリア 第1幕

Coppelia act.1

〜第１幕〜
人形職人コッペリウスは、作った人形に命を吹き込み、人間のように振る舞う事を夢見ていました。
最近、コッペリウスが引っ越してきた町には、明るい村娘スワニルダと村の青年フランツがいます。2人は婚約をし
ている恋人同士です。
フランツは近頃、コッペリウスの家の窓辺で読書をしている美少女、コッペリアが気になっている様子。やきもちを
焼いたスワニルダは、フランツとケンカをしてしまいます。
ある時、コッペリウスが外出中にフランツ達にからかわれ、家の鍵を落としてしまいます。鍵を拾ったスワニルダは、
好奇心から友人たちを誘ってコッペリウスの家に忍び込むことを思いつきます。その頃フランツもまた、コッペリア
にひと目会おうと窓から家に忍び込みます。

〜第２幕〜
コッペリウスの家に並ぶ機械仕掛けの人形たち。窓辺の美少女コッペリアも実は人形だったのです！
そこへコッペリウスが帰宅し、一人逃げ遅れたスワニルダはカーテンの影に隠れます。間の悪いことに何も知らない
フランツがコッペリアに会いたいばかりに窓から家に侵入してきて、コッペリウスに見つかってしまいました。
怒るコッペリウスは、あるたくらみを思いつき、フランツを酔わせコッペリアに命を吹き込もうとします。しかし人
形になりすましたスワニルダがコッペリウスをからかい、その騒ぎで酔いから覚めたフランツもコッペリアが人形
だったことを知り2人は逃げ出しました。

〜第３幕〜
フランツとスワニルダは仲直りをして、めでたく結婚の日を迎えます。村ではお祝いが盛大に開かれ、村人たちによ
る踊りが次々と繰り広げられていきます。コッペリウスと村人たちが見守る中、スワニルダとフランツはお互いの愛
を確かめ合い、結婚式は華やかに幕を閉じます。
広場に取り残されたコッペリウス。いつか彼の夢は叶うのでしょうか？



●土曜ストレッチクラス　土曜日（月2回）10：00～11：00
  1回　1,000 円

●月曜ベビーヨガクラス　月曜日12：30～13：30
 第1・3週1才～2才　　第 2・4週 6ヶ月～1才
  1回　1,000 円　　5回チケット　4,000 円

●金曜ベビーマッサージクラス　第1金曜日12：30～13：30
 2ヶ月～半年頃
  1回　700 円　　5回チケット　2,500 円

●お問い合わせ

TEL.090-5245-7785（𠮷村）
※詳しくはプログラム表紙裏のタイムテーブルをご覧下さい。

屋鋪　清美

エリック・クロフォード

徳永　太一

吉川　怜那

塩川　珠季　　木村　悠里　　森野　里彩 　　山本　凪桜　　滝口　佳純
黒田ゆりあ

中谷　奈々　　腰岡　郁乃　　山本　梨穂

スワニルダ

フランツ

コッペリウス

コッペリア

友　人

人　形

第3部　コッペリア 第2幕

Coppelia act.2



松下　秋実

エリック・クロフォード

徳永　太一

伊藤　隆仁

手嶋　鈴奈

山本　梨穂　　木村　菜穂　　森野　里彩　　山本　凪桜
滝口　佳純　　黒田ゆりあ

畑中　菜穂

吉川　怜那
腰岡　郁乃　　屋鋪　清美　　迫田リツコ

濱　恋菜　　　竹本　菜柚　　富永　結衣　　柳原　茉姫
浮田　晃良　　吉村　豪起

飯田　愛心　　山本　湊音　　松井　咲奈　　桝井　羚以
浮田　晃瑠　　山本千嘉音　　田中千紗乃　　吉村　秋吾

塩川　珠季　　木村　悠里
水沼　龍輝　　水沼　翔輝

出演者全員

スワニルダ

フランツ

コッペリウス

市　長

市長夫人

時のワルツ
	

曙

祈　り

仕　事	

道　化	

戦　い

威風堂 （々エンディング）

第4部　コッペリア 第3幕

Coppelia act.3



八尾市立文化会館 プリズムホール
所在地 〒581-0803 大阪府八尾市光町2-40
T E L 072-924-5111

◆ 交通のご案内 ◆
●近鉄大阪線「近鉄八尾」駅下車、中央北出口を出て
　右へ200m徒歩5分。
★ホールの駐車場は数に限りがありますので、近隣の
　駐車場をご利用下さい。

近鉄八尾

光町南

光町 1
丁目東

近鉄八尾
駅東

近鉄八尾
駅西

近鉄大阪線

リノアス

八尾市立文化会館
プリズムホール

なほみバレエ 生 徒 募 集
趣味のバレエからプロを目指す方まで。大人からのバレエも大歓迎。

なほみバレエ

出入口 2

出入口1

河内山本

五月橋

近鉄大阪線

※河内山本駅から徒歩5分

主　　宰：伊藤 隆仁
アシスタント ： 𠮷村 秋惠　松下 秋実　中谷 奈々
入 会 金 ： なし
チケット ： 5チケット…8,000円

  10チケット…14,000円

家族を含めて一ヶ月未満で更新した場合1,000円引き。
二ヶ月以内に更新した場合500円引き。

家族を含めて一ヶ月未満で更新した場合2,000円引き。
二ヶ月以内に更新した場合1,000円引き。

TEL.072-998-2087
URL:http://www.nahomi.gr.jp 
〒581-0013 大阪府八尾市山本町南1丁目8-17

アダルト
10：30～12：00

アダルト
20：00～21：30

アダルト
10：30～12：00

ベビーマッサージ
12：30～13：30

ジュニア
18:30～20:00

エレメンB
&ジュニア
18:30～20:00

アダルト
&ジュニア
17:30～19:00

キンダー
13：00～14：00

キンダー

ストレッチ
10:00～11:00

プレ親子バレエ
11:00～12:00

エレメンB
14：15～15：45

エレメンA
17:30～19:00

エレメンA
17:00～18:15エレメンAB

&ジュニア
17:30～19:00

キンダーエレメンA
17：30～18：30

3歳から

ベビーヨガ
※月曜日
　第1・3週 1才～2才
　第2・4週 6ヶ月～1才

ベビーマッサージ
※第1金曜日
　2ヶ月～半年頃

エレメントリーA
小学生バレエシューズ

プレ親子バレエ
2才からの親子クラス（月2回）

エレメントリーB
小学生トウシューズ

ジュニア
中学生以上

アダルト
中学生以上
※子連れ可

ストレッチ
簡単なエクササイズ
月2回開催
（子供連れ可）

エレメンB
&ジュニア
19:00～20:30

ベビーヨガ
12：30～13：30

お問い合わせ

●見学・体験レッスンのお問い合わせ

TEL.090-5245-7785（𠮷村）

月曜日 火曜日

9
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20
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水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

なほみバレエ

※※

※開演時間は変更の可能性があります。ホームページにて
　確認をお願いいたします。




