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東大阪市文化創造館 大ホール
open16:30  start 17:0020224/16 sat （入場無料）

BalletConcert  Don Quixote act.1.2.3BalletConcert  Don Quixote act.1.2.3



　本日は、第35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、お越しいただいた皆様にはご不便をおかけ
しているとは思いますが、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を申し上げます。
　10年前になりますが、第25回発表会を機に、母なほみがバレエ教室の運営から退き
ました。それを引き継いで、今回は第35回発表会になり、私にとっては10周年の記念
という場となります。
　経過した10年は、私にとっての感覚では、あっという間の時間でした。しかし、視
点を10年前に戻すと、どんなに大きく変わったことかと驚きます。産まれていなかっ
た子達が、舞台に立っている。バレエシューズで踊っていた子達が、トゥシューズで踊っ
ている。小学生だった子が、成人している。生徒だった子が、バレエの先生になってい

る。結婚してる、子供が産まれてる。支部教室ができている。感覚的にはあっという間の時間ですが、その時間の中で大
きな変化があったんだと、気がつくことができました。
　そして、35年という時間を巻き戻せば、生徒も含めて、ご両親もまだ生まれていなかったかも知れませんね。
なほみバレエは、バレエという手法を通じて、たずさわる人達全ての歴史を作っていくのが存在意義なのかと、そんな風
に思います。
　今日は歴史の1ページに過ぎませんが、私にとっては特別な1ページです。この時間をみなさんと共有できることを幸
せに感じています。
　もしかしたら、以前と同じような状態に戻るのは時間がかかるかも知れませんが、何事もない日常に戻れるように、私
は祈ります。
　先生達と共に、生徒達はこの日のために、たくさんの努力をしてきました。拍手によって応援を舞台に届けていただけ
たら幸いです。

2022年4月16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))

Greeting

なほみバレエ代表

伊藤　隆仁



演 出
舞 台 監 督
照 　 　 明
ア ナ ウ ン ス
ビ デ オ

写 　 　 真
衣 　 　 裳
表 紙 イ ラ ス ト
制 　 　 作

伊藤　隆仁
兵庫　寛
三野　學
志田原好美
株式会社ジェイ・ブイ・エス

株式会社フォトクリエイト
株式会社アトリエヨシノ
M51
applepie

ス タ ッ フStaff

　繋いだ35周年・おめでとうございます。

　なほみバレエ　第35回発表会のご盛会を心よりお慶び申し上げます。

なほみバレエは、伊藤なほみ先生が25年、伊藤隆仁先生が繋いだ10年、合わせて

　35年。バレエをこよなく愛し楽しみ積み重ねた月日とそれを生徒と共に創り上げ

た35年とも言えます。

　これからも多くの人に幸せを感じるバレエを届けてください。

憧れのバレエダンサーとなられた皆さんは、今日が主役です。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し、自

らも楽しむことをご期待申し上げます。　

　ご来場の皆様、「ドン・キホーテ」は物語に熱中するあまり騎士になった男、ドン・

キホーテ、従者サンチョ・パンサの旅と優雅な夢に恋と結婚式。現実と空想の間を表

現するバレエ「ドン・キホーテ」の魅力を大いに楽しんで頂きたいと思います。

　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を、そしてコロナ禍が一日も早く終息し文化

を共感できる日常が戻りますようにお祈り申し上げます。

前八尾市長

田中　誠太

開 催 を 祝 し て

To celebrate holding



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）

山本　梨穂
（アシスタント）

腰岡　郁乃
（アシスタント）

　本日はご来場頂きありがとうございます。
　アシスタント代表としてご挨拶させて頂きます。
　昨年からの1年、コロナ禍ではありましたがご父兄のご理解ご協力を受け、プログレッション、コンクール、東大阪文
化祭等に出演ができ、10月には支部教室となる『アイグレイスバレエ』を開講する事も出来ました。当たり前ではないと
いう日常の有り難さや感謝を、改めて教えてもらった一年でもありました。
　さて、本日はバレエコンサートと10年ぶりの『ドン・キホーテ』全幕をご覧頂きます。私事ですが10年前のこの作品の
時にお腹の中にいた長男が今年この舞台に立ちます。そして『ドン・キホーテ』は私にとって、隆仁先生が引き継いでから
の10年間や、それより以前の事を色々思い出させてくれる、思い出深い作品です。生徒の皆さんには今日の本番を楽し
んで踊って欲しいし、みんなと一緒に10年ぶりの『ドン・キホーテ』を踊れることを本当に嬉しく思います。
　この先の10年もまたどんな成長が見られるのかとても楽しみです。これからも、なほみバレエを末永くよろしくお願
い致します。
　最後になりましたが隆仁先生、アシスタントのみんな、舞台スタッフさん、ゲストダンサーの方々、ご父兄の皆様、い
つもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。この場をお借りして心より御礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　秋惠



ゲ ス ト

Guest Dancer
徳永　太一

（元町バレエクラシック）

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。

鈴木　真央
（牧阿佐美バレヱ団）

2006年ロンドンスタジオセンターに奨学金を得て留学。
2007年全国ジュニアバレエコンクール・ジャパングランプリス
カラシップ賞。
2008年牧阿佐美バレヱ団入団、
牧阿佐美バレヱ団スペインツアー参加、ナショナル･コンサーバト
リー･ダンススクール･リスボン留学。
2009年ベルリン国際タンツオリンプコンクール　ファイナリス
ト、ナショナル･コンサーバトリーダンススクール･リスボン卒業。
2012年橘バレエ学校卒業。

依田　俊之
（牧阿佐美バレヱ団）

北海道出身。
7歳の頃に向井バレエシアターにて
バレエを始める。
上京した後、牧阿佐美バレヱ団に入
団し、以後すべての公演に参加する。
2005年、2006年牧阿佐美バレエ
団ヨーロッパ公演に参加
2019年ロシア ウラジオストク公演
に参加

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



水沼　翔輝
（ブライトバレエスタジオ）

腰岡　勇ニ水沼　龍輝
（ブライトバレエスタジオ）

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

伊藤　哲充

●アダルトクラス　土曜日 09：30～11：00
●キンダークラス　土曜日 11：00～12：00

●キンダークラス　火曜日 16：30～17：30
●エレメントリー　火曜日 17：30～19：00
 （火曜日は 5月より開講いたします）

（なほみバレエ鶴見支部教室）
I Grace Ballet

URL:https://i-grace-ballet.com/ 
〒538-0051 大阪鶴見区諸口5-5-1

●お問い合わせ

TEL.080-7412-5113

LINE Instagram

●土曜日（不定期）
　　09：30～10：45

 　1回 1000 円

ストレッチ
&

ピラティスクラス

●お問い合わせ
InstagramDMまたは@LINEで

なほみバレエ
Instagram

日々のレッスン内容等投稿していま
す。Instagram の DM から見学・体
験レッスンのお問い合わせもして頂け
ます。是非チェックしてみて下さい。

近鉄文化サロン 阿部野

「お勤め帰りにもう一度始めるバレエ」

〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 and4階

講　師：松下秋実
曜　日：金曜日 
時　間：18:00～19:30、19:30～21:00

●お問い合わせ TEL.06-6625-1771



バレエコンクール

Competition

森野　里彩
第4回Victoire Ballet Competition
 　バレエシューズの部 C

山本　凪桜
第10回わかやま全国バレエコンクール
　バレエシューズII部門 第10位

第34回発表会より



なほみバレエの歩み

History of Nahomi Ballet
1987年1月 八尾市堤町、つつみ集会所にて『つつみバレエ教室』オープン
        12月 第1回発表会
1989年3月 第2回発表会 八尾農協会館大ホール 「にんぎょひめ物語」
1990年4月 第3回発表会 八尾農協会館大ホール 「魔女の宅急便」
1991年4月 第4回発表会 八尾プリズム小ホール 「くるみ割り人形第2幕、ドラゴンクエスト」
1992年3月 近鉄河内山本駅近くの石川文化学院に移動
          3月 第5回発表会 八尾プリズム小ホール 「白鳥の湖」「若き日の歌」(高瀬浩幸振付)
1993年3月 第6回発表会 八尾プリズム小ホール 「一休さん」「ナポリ」
1994年3月 第7回発表会 八尾プリズム大ホール 「ドリーム&ドリーム」「オーロラの結婚」
1995年3月 第8回発表会 八尾プリズム大ホール 「コッペリア」(平瀬信勝振付)
1996年 『なほみバレエ教室』に改名
1996年3月 第9回発表会 「ドン・キホーテ」(平瀬信勝振付)
1997年3月 第10回発表会 八尾プリズム大ホール 「くるみ割り人形」(平瀬信勝振付)
1998年3月 第11回発表会 八尾プリズム大ホール 「白鳥の湖」
1999年3月 第12回発表会 八尾プリズム大ホール 「S TE P!」(伊藤隆仁振付)「魔女の宅急便、ナポリ、眠れ

る森の美女」
2000年4月 第13回発表会 八尾プリズム大ホール 「because at step,2」(伊藤隆仁振付)「ドン・キホーテ」
2001年3月 第14回発表会 八尾プリズム大ホール 「ラ・シルフィード、コッペリア」(芦内雄二朗振付)
2002年3月 河内山本駅南になほみバレエ教室オープン
 第15回記念発表会 「ジゼル全幕」(芦内雄二朗振付)
2003年3月 第16回発表会 大阪国際交流センター 「＋ Barong(倉本幸樹振付)」「シンデレラ」「パキータ」
2004年4月 第17回発表会 八尾プリズム大ホール 「Luna兎s」(伊藤隆仁振付)「ドン・キホーテ」
2005年4月 第18回発表会 八尾プリズム大ホール 「白鳥の湖2.3.4幕」「にんぎょひめ」
2006年4月 第19回発表会 八尾プリズム大ホール 「眠れる森の美女」「ディズニーワールド」
          6月 『なほみバレエ』へ改名
2007年4月 第20回記念発表会 八尾プリズム大ホール 「くるみ割り人形」
2008年3月 八尾市山本町南に移転、現在の教室に至る
 第21回発表会 八尾プリズム大ホール 「白鳥の湖2.3.4幕」「Campanula」(伊藤隆仁振付)「プリ

ンセスワールド」
2009年5月 第22回発表会 八尾プリズム大ホール 「眠れる森の美女第1.3幕」「ナポリ」
2010年5月 第23回発表会 八尾プリズム大ホール 「パキータ」「くるみ割り人形」
2011年4月 第24回発表会 八尾プリズム大ホール 「白鳥の湖」
2012年3月 第25回記念発表会 八尾プリズム大ホール 「ドン・キホーテ」
 この発表会を機に伊藤なほみ主宰引退。伊藤隆仁が主宰となる。
2013年5月 第26回発表会 八尾プリズム大ホール 「眠れる森の美女1.2.3幕」
2014年4月 第27回発表会 八尾プリズム大ホール 「くるみ割り人形全幕」
2015年4月 第28回発表会 八尾プリズム大ホール 「コッペリア1.3幕」
2016年4月 第29回発表会 八尾プリズム大ホール 「眠れる森の美女1.2.3幕」
2017年4月 第30回記念発表会 八尾プリズム大ホール「ジゼル全幕」
2018年4月 第31回発表会 八尾プリズム大ホール 「白鳥の湖2.3.4幕」
2019年4月 第32回発表会 八尾プリズム大ホール 「くるみ割り人形全幕」
2020年4月 第33回発表 新型コロナウイルスの影響を受け開催中止
2021年3月 第34回発表会 八尾プリズム大ホール 「コッペリア全幕」
2022年4月 第35回記念発表会 東大阪文化創造館大ホール 「ドン・キホーテ全幕」



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．海賊よりグラン・パ・ド・ドゥ

	 3．眠れる森の美女よりやさしさの精

	 4．眠れる森の美女よりおうようの精

	 5．眠れる森の美女よりサファイヤの精

	 6．眠れる森の美女より銀の精

	 7．眠れる森の美女より金の精

	 8．サタネラより男性のVa.

	 9．白鳥の湖よりパ・ド・トロワ第1Va.

10．フェアリードールのVa.

11．眠れる森の美女よりフロリナ姫のVa.	

12．パリの炎よりジャンヌのVa.

13．パキータより第1Va.

14．コッペリアより第3幕スワニルダのVa.	

15．海賊よりオダリスクのVa.

16．アレルキナーダよりVa.

17．海賊よりガムザッティのVa.

18．エスメラルダよりVa.

19．コッペリアより第1幕スワニルダのVa.	

20．くるみ割り人形より金平糖の精のVa.	

21．海賊よりグリナーラのVa.

22．シンデレラよりVa.

23．タリスマンよりVa.

24．眠れるの森の美女より第2幕のパ・ド・ドゥ

木村　菜穂　　徳永　太一
出演者全員

吉川　怜那　　鈴木　真央

浮田　晃瑠

松井　咲奈

山本　湊音

浮田　晃良

中上都乙子

吉村　豪起

柳原　茉姫

富永　結衣

竹本　菜柚

江見　琴

濱　恋菜

黒田ゆりあ

滝口　佳純

山本　凪桜

森野　里彩

木村　悠里

屋鋪　清美

畑中　菜穂

迫田リツコ

山本　梨穂

手島　鈴奈

松下　秋実　　徳永　太一



バジル

森の女王

キトリ

エスパーダ メルセデス

ガマーシュ

ロレンツォ

街の踊り子
キューピット

ドルシネア姫

サンチョ・パンサ
ドン・キホーテ

恋人

主従関係

恋人

友人

憧れの姫と思い込む

片思い

結婚に反対

娘と結婚して欲しい

♥

街の女の子の憧れの的 束縛を嫌う自由な女

お金持ちの貴族

宿屋の看板娘 床屋の息子

キトリの父親

闘牛士

明るくて可愛い女の子

ドン・キホーテの夢の世界

ドン・キホーテの憧れの姫

間抜けなドン・キホーテの従者

夢見る自称騎士

妖精達のリーダー

街の人気者

ドン・キホーテを夢の世界へ

恋人？

粋な雰囲気の踊り子

オープニング
自身を騎士と思い込んでいるドン・キホーテは、従者のサンチョ・パンサと共に旅の途中にいました。その旅は物語
に登場するドルシネア姫という美しい女性に出会うためのものです。

〜１幕〜
バルセロナという町に、人気者のキトリとバジルという恋人同士がいました。
キトリの父ロレンツォは、お金持ちの貴族ガマーシュと結婚を望み、床屋の息子バジルとの結婚を認めません。
そこにドン・キホーテがやってきて、キトリのことを探していたドルシネア姫と思い込んでしまったのです。

街が賑やかになったところで、どさくさに紛れてキトリとバジルは駆け落ちを試みます。

〜２幕〜
ドルシネア姫を探す旅を続けるドン・キホーテは、風にうなる風車を、伝説に出てくるドラゴンと思い込み、槍を振っ
た結果巻き込まれて気を失ってしまいます。
ドン・キホーテが気がつくと妖精達がいる森の中にいます。森の女王とキューピットに招かれ、探し求めていたドル
シネア姫と出会うことができました。

ドン・キホーテは意識を失っていた瞬間に夢を見ていたようです。目覚めたドン・キホーテはドルシネア姫を探す旅
を続けるのでした。

〜３幕〜
街の人々や闘牛士がお酒を片手に楽しんでいる中、キトリとバジルが再びバルセロナに戻ってきました。
そのことを聞きつけた、ガマーシュ達がやってきます。
キトリとガマーシュを結婚させようというロレンツォに対し、バジルが狂言自殺をすることで強引に結婚を認めさせ
ようと企みます。ドン・キホーテがロレンツォを説得し、2人はやっと結婚の許しをもらいます。
しかし、ガマーシュは納得いきません。ドン・キホーテに決闘を挑みますが、ミューズの恩恵はドン・キホーテにあっ
たようです。

その後、キトリとバジルの盛大な結婚式が開かれます。2人の幸せを見届けたドン・キホーテはドルシネア姫に出会
う旅を続けるのでした。



腰岡　郁乃

鈴木　真央

伊藤　哲充

伊藤　隆仁

依田　俊之

手嶋　鈴奈

腰岡　勇ニ

松下　秋実

徳永　太一

塩川　珠季　　木村　悠里

水沼　龍輝　　水沼　翔輝

吉川　怜那　　山本　梨穂　　畑中　菜穂　　木村　菜穂
屋鋪　清美　　森野　里彩　　迫田リツコ

山本　凪桜　　滝口　佳純　　黒田ゆりあ　　濱　恋菜
江見　琴　　　竹本　菜柚　　富永　結衣　　柳原　茉姫
中上都乙子　　浮田　晃良　　飯田　愛心　　吉村　豪起

吉村　秋吾

キトリ

バジル

ドン・キホーテ

サンチョ・パンサ

ロレンツォ

ロレンツォの妻

ガマーシュ

　街の踊り子

エスパーダ

キトリの友人

トレアドール

ポルカ

セキジリア

街の少年

第2部　ドン・キホーテ 　～1幕　バルセロナ広場～

Don Quixote act.1

第25回発表会「ドン・キホーテ」より



吉川　怜那

木村　菜穂

山本　凪桜

伊藤　哲充

屋鋪　清美　　塩川　珠季　　木村　悠里

森野　里彩　　滝口　佳純　　黒田ゆりあ　　濱　恋菜

山本　梨穂　　畑中　菜穂　　北野まいは　　江見　琴
竹本　菜柚　　富永　結衣　　柳原　茉姫　　浮田　晃良
中上都乙子　　飯田　愛心　　迫田リツコ

山本　湊音　　松井　咲奈　　浮田　晃瑠　　山本千嘉音
田中千紗乃　　安井　八雲　　橋本　妃夏

ドルシネア姫（キトリ）

森の女王

キューピット

ドン・キホーテ

妖精ソリスト1

妖精ソリスト2

妖精達

キューピット達

第3部　ドン・キホーテ ～第2幕　夢の場～

Don Quixote act.2

第25回発表会「ドン・キホーテ」より



第4部　ドン・キホーテ ～第3幕～

Don Quixote act.3
中谷　奈々

徳永　太一

山本　梨穂

鈴木　真央

水沼　龍輝　　水沼　翔輝

森野　里彩　　黒田ゆりあ
塩川　珠季　　木村　悠里　　滝口　佳純　　濱　恋菜

伊藤　哲充

伊藤　隆仁

依田　俊之

腰岡　勇ニ

山本　凪桜

山本　湊音　　松井　咲奈　　浮田　晃瑠　　山本千嘉音
田中千紗乃　　安井　八雲　　橋本　妃夏

吉村　秋惠　　松下　秋実　　腰岡　郁乃　　芦田　和美　　迫田リツコ

畑中　菜穂
吉川　怜那　　木村　菜穂　　屋鋪　清美
江見　琴　　　竹本　菜柚　　富永　結衣　　柳原　茉姫
中上都乙子　　浮田　晃良　　飯田　愛心　　吉村　豪起

出演者全員

キトリ

バジル

メルセデス

エスパーダ

トレアドール

キトリの友人達
	

ドン・キホーテ

サンチョ・パンサ

ロレンツォ

ガマーシュ

キューピット

キューピット達

ボレロ

ファンタンゴ

威風堂 （々エンディング）



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 中上都乙子

山本　凪桜 滝口　佳純 北野まいは

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 江見　琴 竹本　菜柚



田中千紗乃

山本千嘉音山本　湊音

出 演 者

Dancers

浮田　晃瑠吉村　秋吾 松井　咲奈

安井　八雲 橋本　妃夏

芦田　和美 迫田リツコ



東大阪市文化創造館 大ホール
所在地 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南二丁目３番４号
T E L 06-4307-5772

◆ 交通のご案内 ◆
●近鉄奈良線八戸ノ里駅 北約200ｍ 徒歩約5分

★駐車場は駐車台数に限りがございますので、公共交通
　機関をご利用ください。
★普通電車のみ停車します。

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

八戸ノ里
近鉄奈良線

至 八尾

至 奈良至 大阪難波

至 門真

大阪商業大学 東大阪市文化創造館
大ホール

アダルト
10：30～12：00

アダルト
20：00～21：30

アダルト
10：30～12：00

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
16：00～17：00

キンダー

ストレッチ＆ピラティス
09:30～10:45

プレ親子バレエ
11:00～12:00

エレメンAB
14：15～15：45

エレメンAB
&ジュニア
17:30～19:00

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

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＆ピラティス
不定期開催

エレメンA
17:30～19:00

エレメンB
&ジュニア
19:00～20:30

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

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

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。


