International Ballet Forum WORK SHOP
in JAPAN
国際バレエフォーラムでは「⽇本から世界につながる道を・・・」の想いでドイツを中⼼にヨーロッパ各国にてワークショップを
開催しております。皆様の熱いオファーに答え︕︕ヨーロッパ各国の豪華講師陣を迎え、⽇本での開催が実現しました。
是⾮この機会に素晴らしいバレエ Class を体験してください︕︕

NAGOYA Workshop 2018
2018 年

講師︓⿑藤亜紀

Bridge between Japan♡Europe
〜Happiness Together〜

ドイツでのガラでパドドゥを観て感動し、⽇本の未来の若者達にぜひ観せたいと招致しました。
ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋で、亜紀様と Wim ⽒が踊りを披露してくれます。ご期待ください︕

12 ⽉ 23 ⽇（⽇）名古屋芸術創造センター

受講料︓1 レッスン 10,000 円（V コン参加者は 8,000 円）

■A class︓⼩学 4 年⽣〜中学 1 年⽣ （15︓30 〜 16︓15） ■B class︓中学 2 年⽣〜シニア（16︓40 〜 18︓00）
■個⼈variation︓⽇時、料⾦等、直接事務局までご連絡ください。時間が限られておりますのでお申し込み順になります。

講師︓⿑藤亜紀（国⽴ベルギーロイヤルフランダースバレエ団

プリンシパル）

⿊沢智⼦バレエスタジオでバレエを始め、 90 年全⽇本バレエコンクールジュニア第⼀位、 ⽇本放送協会賞、 IBM 賞を受賞。 91 年スイスローザンヌ国際バレエコンクールでスカラシッ
プ賞、 岩⼿県教育委員会より “さわやか賞” 受賞。 同年ベルギーアントワープロイヤルバレエスクールに留学。 在学中にフランス フルガット国際バレエコンクールで⾦賞受賞。 94
年バレエ学校卒業と同時にハーフソリストとしてベルギーロイヤルフランダースバレエ団⼊団。 翌年 “コッペリア” の主役を務めたあとにソリストに昇格、 04 年プリンシパル昇格。 バレエ
団公演以外では、 パリエトワールガラ、 ローザンヌ国際バレエコンクールガラ、 プラハバレエガラ、 アメリカヒューストン ダンスサラダ、 チリ、 サンティアゴバレエ団ガラ公演、 ⻘⼭バレエフェ
ステバル、 エストニアガラ、 ⾹港バレエ団” 胡桃割り⼈形”、 ベルギー アントワープ スターダンスガラ等、 世界中にゲストとして招かれる。
レパートリーの抜粋として、 オネーギン、 眠りの森の美⼥、 ⽩⿃の湖、 ジゼル、 ドンキホーテ、 くるみ割り⼈形、 ラ ・ バヤデール、 ロミオとジュリエット、 三銃⼠、 コッペリア等の古
典作品はもちろん、 モーリス ・ ベジャール、 ジョージ ・ バランシーン、 ウィリアム ・ フォーサイス、 イリ ・ キリアン、 マーサ ・ グラハム、 シディ ・ ラルビ ・ シェルカウイ、 ウェイン ・ マクレガー、
デイヴィット ・ ドウソン、 ヨルマ ・ エロ、 アナベル ・ ロペズ、 マイケル ・ コーダー等の振付家とも仕事をし幅広い分野での主役を務める。 07 年にヨーロッパダンスマガジン
BALLET2000 から “07 年評論家賞”、 15 年にはダンスヨーロッパより “Outstanding
performance” に選ばれる。 03、 05、 07、 17 年スイスローザンヌ国際バレエコンクール、 09 年フランスカルポーコンクールに審査員として招かれ、 16 年にベルギー王国より” レオポルド勲章騎⼠賞”
を受賞。 現在はバレエ団でプリンシパルと踊る傍ら、 ベルギー、 ドイツ、 スイス、 スペインなどの国際バレエセミナーで指導もしている。

KOBE ＆ OSAKA Workshop 2019

講師︓Steﬃ Scherzer

【KOBE】
2019 年

1 ⽉ 4 ⽇（⾦）神⼾芸術センター内 芸術劇場

受講料︓1 レッスン 10,000 円（V コン参加者は 8,000 円）

2017 年ローザンヌ国際バレエコンクール Prix de Lausanne において１位を輩出した
スクール『Tanz academy Zürich』の校⻑ Steﬃ Scherzer を招いてのワークショップ

【OSAKA（⼤阪市中央公会堂）】

2019 年

1 ⽉ 8 ⽇（⽕）・9 ⽇（⽔）⼤阪市中央公会堂
⼩集会室

受講料︓1 レッスン 10,000 円（V コン参加者は 8,000 円）

■A class︓⼩学 4 年⽣〜中学 1 年⽣ （17︓00 〜 18︓15） ■B class︓中学 2 年⽣〜シニア（18︓40 〜 20︓00）
■個⼈variation︓⽇時、料⾦等、直接事務局までご連絡ください。時間が限られておりますのでお申し込み順になります。

講師︓Steﬃ

Scherzer（スイス国⽴ ダンスアカデミーチューリッヒ 校⻑）

ベルリン国⽴バレエスクールで 7 年間スクールに在籍した後、 1984 年にプリマ ・ バレリーナに任命されました。 クラシックと新古典主義のレパートリー全体の主要な役⽬を踊りま
した。 多数の優勝を果たし、 国内外のバレエコンクールでの⼤賞、 バルナの国際バレエコンクール、 ナショナルコンペティションで⼤賞。 優れた多くの公演に恵まれて、 評価さ
れた後、 舞台芸術と批評家の賞を受賞しました。 「⽩⿃の湖」 と 「ジゼル」 では、 世界中でゲスト出演し、 多くの有名な振付家と仕事をしました。 ルドルフ ・ ヌレエフ、 パ
トリス ・ バート、 モーリス ・ ベジャール、 ウィリアム ・ フォーサイス、 ピエール ・ ラコット、 ローランド ・ プチ、 ウヴェ ・ シュルツ、 Laszlo Seregi、 Youri Vamos、 Tom
Schilling が含まれます。 ドイツ国⽴ ・ オペラベルリンの名誉会員であり、 ドイツで最も優れたクラシックダンサーと称されてます。 2004 年以来、 チューリッヒダンスアカデミー、
プロのバレエスクールスイスのチューリッヒ芸術⼤学の校⻑。 チューリッヒのクラシックダンス、 ポイントワーク、 クラシックレパートリーの教師としても⾮常に評価を受けています。ＴＡ
ＮＺ・ダンスアカデミーの学⽣は、国内外のトップクラスの賞を受賞し、多くの賞を受賞しました。 ２０１７年ローザンヌ（Prix de Lausanne）に於いて、ローザンヌ賞・１位、
６位を輩出しました。 彼⼥の国際活動には、 国際バレエ団の審査員として登録されております。

TOKYO Workshop 2019 ~ 春 ~
2019 年

講師︓Jason Beechey

4 ⽉ 3 ⽇（⽔）・4 ⽇（⽊）

2019 年

⽇本橋公会堂

講師︓Jason

2019 年

講師︓Wilfried Jacobs

5 ⽉ 3 ⽇（⾦）・4 ⽇（⼟）

サンパレスリハーサル室

Beechey

講師︓Wilfried

ドイツ国⽴ ドレスデン ・パルーカシューレ
センパーオーパ バレエアカデミー 校⻑

OSAKA Workshop 2019（サーティホール）

FUKUOKA Workshop 2019

Jacobs

フィンランド国⽴オペラ バレエ学校 Director・
（The Ballet School of the Finnish National Opera and Ballet）

講師︓寺⽥宣弘

6 ⽉ 13 ⽇（⽊）・14 ⽇（⾦）

サーティホール

講師︓寺⽥宣弘

キエフ国⽴バレエ学校芸術監督
ウクライナ国⺠芸術家
キエフグランプリ国⽴バレエフェスティバル Director

OSAKA Workshop2018 Ricardo Fernandos

V コン参加者特典

Victoire Ballet Competition との共同開催の workshop です。
コンクールの参加者には特別料⾦でご参加頂けます。

※すべての Workshop において参加は先着順で受付いたします。





  

Germany･Switzerland･Belgium･Finland･Ukraine･Japan

TOKYO Workshop2018 Cyril Pierre
国際バレエフォーラム 実⾏委員会
【問い合わせ】E-mail ags2101@yahoo.co.jp

j-m-ballet-forum.com

携帯 080-2440-5224

国際バレエフォーラム

