
やっと実現した貴重なチャンス！     有馬龍子記念 一般社団法人京都バレエ団主催  共催：京都バレエ専門学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

2015 年 8 月 3 日(月)・4 日(火) 東京 新宿村スタジオ  

東京 新宿村 年齢 8月 3日(月) 8月 4日(火) 

モニク・ルディエール レッスン 高校生～成人、プロ   経験 3年以上 11:00～12:45 10:00～11:45 

モニク・ルディエール レッスン 12歳以上～高校生   経験 3年以上 13:15～15:00 12:10～13:55 

クリストフ・デュケンヌ レッスン 12歳以上～成人    経験 3年以上    15:20～16：50   14:15～15:45 

京都バレエ専門学校説明会(無料) どなたでも参加自由         15:50～16：50 

ヤニック・ヴィトンクール レッスン 10歳～中学生        経験 3年以上    17:10～18:40    17:10～18:40  

※京都バレエ専門学校 高等課程：大学入学資格付与指定校  専門課程：専門士・准教員資格  

※年齢は目安です。バレエ経験は 3年以上の方に限ります。 

2015 年 8 月 10 日(月)・11 日(火) 京都バレエ団(京都バレエ専門学校) 北白川スタジオ 

京都 北白川 年齢 8月 10日(月) 8月 11日(火) 

クリストフ・デュケンヌ レッスン 10歳～14歳  11:30～13:00 10:30～12:00 

クリストフ・デュケンヌ 交流会 (無料) どなたでも参加自由      12:00～13:30 

クリストフ・デュケンヌ レッスン 15歳～成人 13:30～15:00 13:45～15:15 

パリ・オペラ座ピアニスト 講義(有料) どなたでも参加自由    15:00～16:00  

※交流会では、パリ・オペラ座バレエ学校の事や先生への質問、レッスンのポイントなどについてお伺いします。 

※バレエピアニストの為に、レッスンを御覧頂き最後に志村氏より講義又は質問をお受け致します。 

※年齢は目安です。バレエ経験は 3年以上の方に限ります。     詳細や料金については裏面を御覧下さい。 

パリ・オペラ座にて第一舞踊手ダンサー

として数多くの主役を務めた。 

昨年引退し、国立パリ・オペラ座バレエ

学校教師となる。 

バレエの原点であるフランスメソッドを伝

授、優しく丁寧な指導は高く評価され、

的確なアドバイスが人気である。 

現在、パリ・オペラ座 

ダンサーとして 活躍。本年 4 月、白鳥の

湖では王子に抜擢され、オニール八菜と

パートナーを組み絶賛をされた。スイスに

て母親のバレエ教室の元でクラスも担

当。美しいフォーム、テクニックは高い評

価を受け、レッスンでは素晴らしい見本を

披露する。 

パリ・オペラ座ルドルフ・ヌレエフの黄金時代にマニュ

エル・ルグリと共にエトワールとして活躍。「ルグリと輝

ける仲間たち」メンバーとして来日し、多くの日本のフ

ァンを魅了した。引退後、現在も教師として活躍。 

マニュエル・ルグリと踊った「ロミオとジュリエット」

(1995年)はあまりにも有名、DVD としても発売され

ている。その華麗で美しく正しいテクニックには定評

があり、世界各国に招聘されレッスンを行っている。 

In 東京 In 京都 

8月 10日(月) in京都 

バレエピアニストの

為のﾚｸﾁｬｰｸﾗｽ開催！ 

 

パリ・オペラ座バレエ学校

ピアニスト 志村正子 



【料金】  

 

 

 

 
                 

                 

 

【会場地図】   新宿村スタジオ セントラル館 B2F  B204号室 

 〒169-0074 東京都新宿区北新宿 2-1-2   http://www.shinjukumura.co.jp/ 

東京メトロ丸の内線『西新宿駅』下車、1番出口から徒歩 5分。 地下鉄丸の内線・大江戸線 中野坂上駅より徒歩 5分。 

新宿駅からお越しの場合 

徒歩 20 分又は新宿駅バス停より、新宿西口 8・9・10番乗り場より２つ目『成子坂下』で下車して下さい 

京都バレエ団(京都バレエ専門学校) 北白川スタジオ 

 

 〒606-8267京都市左京区北白川西町 73  

 

・ＪＲ京都駅・近鉄京都駅から地下鉄にて今出川下車  

市バス 203系統にて北白川バス停下車徒歩 3分   

有馬医院裏の白い建物 

・京阪 出町柳終点、市バス 203 にて 

・阪急河原町終点 

市バス１７・特１７系統にて北白川バス停下車 

 

公演の御案内 

  

「ロミオとジュリエット」全幕 

 

  東京：2015 年 8 月 2 日(日) 五反田ゆうぽうと  

   滋賀：2015 年 8 月 9 日(日) びわ湖大ホール 

    SS 席 15,000 円/S 席 14,000 円/A 席 11,000 円 

B 席 8,000 円/C 席 6,000 円 

  他にもパリ・オペラ座バレエ団 

エトワールダンサーのゲストなど豪華舞台！ 
  お問い合わせ TEL:075－701－6026 FAX:075－712－8303  

    詳細・申込みはホームページからも可能です。 

  「京都バレエ専門学校」で検索！(バレエ団のリンクがございます。) 

 

 

京都 北白川スタジオ レッスン 

1日：4,500円   2日間通し：8,000円 
※交流会(無料)はレッスンに参加された方に限ります 

※1日で 2 クラス受講されたい場合はお問い合わせ下さい。 

東京 新宿村スタジオ  

1 クラス：5,000円    2 クラス：9,000円    3 クラス：12,000円 

※1日で受講される回数の割引です。1日目と 2日目のレッスン回数の合計ではありません。 

 

講習会を担当する 

モニク・ルディエール 

クリストフ・デュケンヌ 

ヤニック・ヴィトンクール 

も出演します！ 

京都 北白川スタジオ ピアノ講義 

(ピアノレクチャー＋1日目の 2 クラス目レッスン見学) 

1日間：5,000円    

※1日で 2 クラスご見学されたい場合はお問い合わせ下さい。 

 

http://www.shinjukumura.co.jp/
tel:075－701－6026　FAX:075


 

① 申込書を FAX、郵送にてお送り下さい。または同内容をメール下さい。 

ホームページからでもお申込いただけます。 

②お申込後１週間以内に下記いずれかにお振込下さい。 

□銀行 京 都

きょうと

銀 行

ぎんこう

 銀閣寺
ぎんかくじ

支店
してん

 普通 3318440  

  一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

  京都
きょうと

バレエ団
だん

 

□ゆうちょ銀行  00960-7-171804   一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

  京都
きょうと

バレエ団
だん

 

 ※必要な場合 店名/099 貯金種目/当座 口座番号/0171804 

 

※ご入金確認後、受講票を FAX・メールまたは郵送いたしますので、当日御持参下さい。 

③レッスン受講生は受講票とゼッケン（前面にローマ字で胸につける）を忘れずにお持ち下さい。 

 

京都バレエ専門学校の説明会も同時開催致します。詳しくはお問合せ下さい。(TEL：075－701－6026) 

(一社)京都バレエ団  〒606-8267 京都市左京区北白川西町 73 TEL（075）701-6026 FAX（075）712-8303 

京都バレエ専門学校 〒603-8325 京都市北区北野上白梅町 20 TEL（075）463-0997 FAX（075）464-7730  

ホームページ http://www.kyoto-ballet-academy.com/  e-mail：arima.b@fancy.ocn.ne.jp 

             ブログや facebbok にも情報満載！「京都バレエ専門学校」で検索！ 

 
 

キリトリ 

京都バレエ団(共催:京都バレエ専門学校) パリ･オペラ座バレエ学校教師による特別講習会申込書   

ふりがな                         男 ・ 女 

お名前             

生年月日(   /   /   )年齢   歳 

ご住所〒 

TEL (     )     ― 

FAX  (     )     ― 
Ｅ-mai： 

参考:☑をつけて下さい。   □今までに講習会に参加したことがある。   □今後も講習会などの案内を希望する。 

 

 

  ＊参加日に○を付けて下さい。 

<東京> ※１日に複数受ける事も可能です。 
東京 新宿村 8月 3日(月) 8月 4日(火) 

モニク・ルディエール レッスン 11:00～12:45  10:00～11:45  

モニク・ルディエール レッスン 13:15～15:00  12:10～13:55  

クリストフ・デュケンヌ レッスン 15:20～16：50  14:15～15:45  

京都バレエ専門学校説明会(無料)  15:50～16：50  

ヤニック・ヴィトンクール レッスン 17:10～18:40  17:10～18:40  

<京都> 
京都 北白川 8月 10日(月) 8月 11 日(火) 

クリストフ・デュケンヌ レッスン 11:30～13:00  10:30～12:00  

クリストフ・デュケンヌ 交流会(無料)  12:00～13:30  

クリストフ・デュケンヌ レッスン 13:30～15:00  13:45～15:15  

パリ・オペラ座ピアニスト レクチャー 15:00～16:00   

 

振込先： □銀行 □ゆうちょ銀行     振込予定日：（  ／  ） 振込金額       円 

※ゼッケンの例 

 
YUKI 

http://www.kyoto-ballet-academy.com/

